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新年を迎えて
公益財団法人とやま環境財団

理事長　永原　功

新年あけましておめでとうございます。

日頃から当財団の運営や事業の推進に温かいご支援、

ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。

また、昨年 10 月５・６日に開催いたしました「とや

ま環境フェア 2019」では、新たな試みとして、県内の

企業や団体の「持続可能な開発目標（SDGs）」に係る取

組みを紹介したところ、例年以上に大勢の方々にご来

場いただき、改めて厚くお礼申し上げます。

さて、皆様ご案内のとおり、昨年 10 月には本県で「世

界で最も美しい湾クラブ」世界総会が開催されました。

この大会で採択された「富山宣言」では、富山県民の美

しい自然環境保護へのたゆまぬ努力と SDGs の実現に向

けた北西太平洋地域における環境・エネルギー先端県

としての富山県の努力が改めて評価されたところです。

また、国の第５次環境基本計画では、持続可能な社

会に向けた基本的方向性として、各地域がその特性を

生かした強みを発揮する「地域循環共生圏」の創造を

目指すとした考え方が新たに提唱されたように、今後

は、各地域が自立・分散型の社会を形成しつつ、地域

の特性に応じて資源を補完し支え合うための取組みが

ますます重要となってくるものと考えます。

当財団としても、県や市町村、関係団体、そして地

域住民の皆様と連携し、持続可能な社会づくりのため、

地域に根差した環境保全活動の充実・強化に努めてい

きたいと考えております。

新年を迎え、職員一同、気持ちを新たに取り組んで

まいりますので、どうか今年も変わらぬご支援、ご協

力を賜りますようお願い申し上げます。
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【富山県環境部門功労表彰】
　　富山県立大学生活協同組合（射水市）
　　神田　 敏（富山市）

【環境とやま県民会議会長表彰】
・ごみゼロ・リサイクル部門

山本　富吉（黒部市）
特定非営利活動法人 フードバンクとやま（射水市）
滑川市学校給食共同調理場（滑川市）
株式会社 KOKUSAI ELECTRIC 富山事業所（富山市）
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社

小矢部工場（小矢部市）
・地球温暖化対策部門

松井　龍二（魚津市）
善光　英希（射水市）
社会福祉法人鳳凰児童福祉会 幼保連携型認定こども園 高岡保育園（高岡市）
いみず地球温暖化防止活動推進員ネットワーク（射水市）

・とやまエコ・ストア制度部門
株式会社平和堂 アル・プラザ富山（富山市）

富山県ごみゼロ推進県民大会
　とやま環境フェア 2019 に併せ、循環型・低炭素社会の実現に向けて、ごみゼロ・リサイクルのさらなる推進を目
的として「富山県ごみゼロ推進県民大会」を開催しました。本大会では、ごみの減量化等において顕著な功績があった
個人、団体、企業の方々の表彰が行われました。

令和元年 10月５日（土）、６日（日）の２日間、富山市のテクノホールにおいて、SDGsやクールチョイスの普及啓発を推進す
る目的で「とやま環境フェア2019」を開催しました。２日間を通して約 11,500 人の皆様にご来場いただきました。

受賞された皆様

にぎわうフェア会場

とやま環境フェア2019を開催しました！

新保なかよし認定こども園 遊戯

富山ではじめるＳＤＧｓフォーラム シャボン玉おじさん
ナナイロさんステージショー

エコ遊具「新幹線」 かえっこバザール 段ボール迷路 ものづくりブース

プラネタリウム工作教室 屋外出展ブース
次世代自動車展示

ピエロのパット君のコメディショー
出展者ブース

ココリコ・田中直樹さんトークショー 出展者による活動発表
ピエロのパット君と共演

カターレ富山ダンスチーム
［Leap Blue］ダンス披露

チアリーディングチーム
Puppys 演技披露

わくわく抽選会

フォトギャラ
リー

受賞者・受賞団体等
※敬称省略
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とやま環境フェア 2019　報告（１/ ４）



みんなで買い物ごっこ !　かえっこバザール

プラネタリウム工作教室

日本海ガス絆ホールディングス株式会社 丸新志鷹建設株式会社

遊ばなくなったおもちゃなどを、持ち寄ってポイント
に交換し、集めたポイントで買い物ができる、お金を
使わない「買い物ごっこ」です。

お目当ての「ぬいぐるみ」などのおもちゃを手にい
れ、子どもたちは大喜びでした。

ぜひ、来年も開催してほしいとの声がたくさん寄せ
られました。

富山県立大学天文部の皆さんの協力により、プラ
ネタリウム工作教室が行われました。

厚紙を加工して、親子で苦労して作ったマイプラネ
タリウムを会場の暗室ドームに設置し、星座の観察
を楽しみました。どの親子も感動につつまれた様子で
した。

日本海ガス絆ホールディングスのブースではパネ
ルにて当社グループのＳＤＧｓへの取り組みをＰＲ
させていただきました。

環境負荷低減の取り組みの 1 つとして弊社では、
耐震性や施工効率に優れたポリエチレン管の埋設工
事の際に出る端材などを回収し固形燃料としてリサ
イクルしています。　

環境フェアでは、ポリエチレン管の端材を利用し
た万華鏡づくりのワークショップも行いました。

実際にガス管を見る機会はなかなかない為、興味
津々という表情でポリエチレン管を手に取り、早速
作業に取り掛かっておられました。ワークショップ
は子供たちに大人気で、ガスと環境活動について知
っていただく良い機会となりました。

日本海ガス絆ホールディングスグループは、これ
からも事業活動を通じて環境負荷の低減に積極的に
取り組んでいきます。

当社では、富山県初となる「木質ペレット工場」
を富山市中大浦に建設し、平成 22 年から木質バイ
オマス資源を活用した固形燃料を製造しています。

ペレットの原料は、全て、富山県産の杉間伐材と
しており、「とやまペレット」と命名しています。

これは、利用者の安心・安全を第一とし、原料を
有害物質が全く混入していない『間伐材』に限定す
ることで、自信を持って製品をお客様に提供するた
めです。

「とやま環境フェア」には事業開始年度より毎年
出展させていただいており、10 年目を迎えました。
当初は木質ペレットの認知度は低いものでしたが、
今ではブースを訪れてくださるお客様のほとんどが
ペレットのことを知っているほどになりました。ペ
レットストーブを実際に使っておられる方も多くな
りました。

これからも木質ペレットの需要拡大に努め、郷土
の森林整備を支援しつつ、地球温暖化防止＆低炭素
化社会構築に貢献していきたいと考えています。

かえっこバザール会場

親子で熱心にプラネタリウム作り

お目当てのおもちゃは見つかった？

完成はもう間近か…完成が楽しみ
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とやま環境フェア 2019　報告（２/ ４）

出展企業・団体紹介（１）



クールチョイスへの
　　賛同にご協力を！

「COOLCHOICE」（クールチョイス）とは？

2030 年度の温室効果ガスの排出量を 2013 年度比で 26％削減するという目標
達成のために、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、
温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動です。例えば、エコカー
を買う、エコ住宅を建てる、エコ家電にするという「選択」、高効率な照明に替
える、公共交通機関を利用するという「選択」、クールビズをはじめ、低炭素な
アクションを実践するというライフスタイルの「選択」などがあります。当財団
でも COOLCHOICE への賛同を受け付けております。

※�賛同される方は、当財団のHP（http://www.tkz.or.jp/coolchoice/coolchoice.html）か
ら様式をダウンロードし、FAX（076-431-4453）等でお送り願います！

富山県立魚津工業高等学校

本校では、平成 10 年より環境教育に取り組み始め、毎年他校の皆さん
にも参加していただいている環境講演会を開催しています。また「環境情
報新聞」の発行や環境科学部が中心となって行っている「環境調査」、「海
洋プラスチックを用いた汚染水処理技術に関する研究」や「リサイクル石
けんづくり体験」は、地域の皆様に本校の環境活動の様子について情報発
信するだけではなく、環境保全の啓発につながるよう活動しております。

とやま環境フェアでは、
ご来場の皆様に廃食用油を
用いたリサイクル石けん作
りを体験していただきました。今年は、グリーンカーテン用に栽
培したヘチマを利活用し、ヘチマタワシやヘチマ水を使用したリ
サイクル石けんも配布しご好評をいただきました。これからも環
境問題に対する興味・関心を高め、本校の取組みがそれぞれの活
動のお役に立てていただけるよう取り組んでまいります。今後と
も本校の活動にご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いい
たします。

スタンプラリー景品ご提供企業・団体（敬称省略・順不同）
・花王グループカスタマーマーケティング株式会社　・関西電力株式会社 北陸支社　・三協立山株式会社　
・中越パルプ工業株式会社　・株式会社富山環境整備　・一般社団法人 富山県構造物解体協会
・公益社団法人富山県浄化槽協会　・日本海ガス絆ホールディングス株式会社 　・北陸電力株式会社
・リコージャパン株式会社富山支社 　・YKK グループ（YKK 株式会社／ YKK AP 株式会社 )
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とやま環境フェア 2019　報告（３/ ４）

出展企業・団体紹介（２）



一般社団法人　環境市民プラットフォームとやま
（PECとやま）　事務局長　本田　恭子

「このままでは地球環境が危ない！」と、世界が認識して改善へと舵
を切ったのが、1992 年の「国連地球環境サミット」（ブラジル、リオ
デジャネイロで開催）でした。その頃から 30 年近く経ちますが、地球
温暖化を防ぐ取り組みはどれだけ進んだのでしょうか？ 国連環境計画

（UNEP）の最新の発表によると、昨年 2018 年の温室効果ガス排出量
は、これまでの最高値を記録したとの事。気温上昇を 1.5 度に抑えるに
は、再生可能エネルギーの拡大、省エネの強化、電気自動車の普及など
の対策が急務であると強く指摘されています。

また 2015 年の国連サミットでは環境だけでなく、貧困や飢餓、人権、戦争などの様々な問題への包括的な
同時解決が必要であると、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。SDGs（持続可能
な開発目標）として、世界の経済・社会改革の共通目標となっています。

とやま環境フェアはこれまで、より多くの県民に自然環境の豊かさ、大切さや省エネの取り組みなどに関心
を持ってもらう楽しいイベントとして親しまれてきましたが、地球温暖化などの環境問題は、食や健康、福祉、
貧困などの社会の課題や経済の仕組みとも深く関わり合っていることから、今年は環境を含む SDGs へと間口
が広がったのは、とても重要だと思います。出展参加者も来場者も、地球全体・世界を意識して自分たちの事
業活動や日常を考えたり伝え合ったりしていくことが大切です。

PEC とやまは出展の他に、ステージイベントとして「SDGs フォーラム〜外国人と暮らす地域社会〜」を
開催させていただき、パネリストの方々からの「外国人が入ることは、
職場や町内をよくするチャンス。仕組みをわかりやすく変えたり伝え
たりしていこう」「今晩一緒に飲まんまいけと、気軽に話しかけよう」
などの意見に、会場がうなずいていました。

今後も、セミナーやカフェなどの機会をつくり、行政、企業、学校
などとも連携しながら、富山からの SDGs2030 年達成を目指していき
たいと思います。

加速させよう、持続可能な社会を目指して

今年のとやま環境フェアでは、SDGs の普及
啓発を図るため、会場入り口に大型の解説パネ
ルを設置したほか、各出展ブースでは、出展者
が取組内容に応じた目標のアイコンを掲示しまし
た。

また、エコステージでは SDGs フォーラムやか
るた大会など、関連イベントも開催されました。

とやま環境フェア 2019　報告（４/ ４）

富山ではじめるSDGsフォーラム2019
in とやま環境フェア2019

エコステージでは PEC とやま主催の外国人と暮らす地域社会をテ
ーマとしたフォーラムが行われ、人形作家でシンガー CHIKO さんの
母でもある松本昌子さん、NGO ダイバーシティとやま代表の宮田妙
子さん、富山 YMCA 福祉会事務長で元青年海外協力隊の竹中成行さ
んによるトークが繰り広げられました。県内でも外国人住民が増える
中、持続可能な社会をめざし、外国人と互いに理解を深め、地域での
生活をより心豊かにしていくためにはどうしたらいいか、具体的な意
見を聞くことで参加者も理解を深めました。

SDGsかるた大会
富山国際大学による「SDGs かるた

大会」が、ステージイベントとして開
催されました。学生さん手作りのかる
たは、子どもたちが楽しく遊びながら
SDGs について学べるよう工夫された
ものです。参加した子どもたちは、読
み札を聞きながら絵札を真剣に見つめ、
絵の意味を考えて素早く取り合ってい
ました。

このブースの目標は何番？ SDGs かるた大会
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県ではこれまで、全国初となる県単位でのレジ袋無料配布廃止や、とやまエコ・
ストア制度の創設、食品ロス等を削減する県民運動の展開、県民参加の森づくり
の推進、小水力発電施設の整備など、全国に先駆けた環境保全の取組みを推進し
てきました。

また、2004 年には国連機関としては日本海側で初めてとなる、北西太平洋地域
海行動計画（NOWPAP）地域調整部を誘致するなど、環日本海地域における国
際的な環境保全活動にも貢献しています。

これらの取組みについて、本県から、「環日本海地域をリードする『環境・エネ
ルギー先端県とやま』」として国に提案したところ、令和元年７月１日、2019 年度
の SDGs 未来都市 31 自治体のうちの一つに選定されました。このたびの選定は、本県の提案の内容に加え、これまで
の環境保全に向けた県民総参加の取組みが評価されたものと考えています。

１　SDGs（エスディージーズ）とは？
SDGs(Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標 )

とは、2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発の
ための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年から 2030 年まで
の国際目標です。持続可能な世界を実現するため、貧困や飢餓の撲滅、
教育の確保、気候変動対策や資源保護など 17 のゴール・169 のター
ゲットから構成され、「地球上の誰一人として取り残さない、持続可能
で多様性と包摂性のある社会」の実現を目指すものです。

国は目標達成に向け、国内の先進的な地域を「SDGs 未来都市※」
として選定しており、地方創生にもつながる全国モデルの構築に向けた取組みを進めています。県内では、2018
年度に富山市、2019 年度に県と南砺市が選定されました。※ 2019 年 10 月現在の選定数：全国 60 自治体

２　SDGs 未来都市としてのビジョン
県では、2030 年に向けた将来ビジョンとして「環日本海地域をリードする『環境・エネルギー先端県とやま』」

を掲げ、①世界に誇れる雄大な「立山黒部」や「世界で最も美しい富山湾」など美しい山と海を有し、豊かな水の
恵みを生かして持続的な経済発展を実現する県、②「富山物質循環フレームワーク」の実現に向けた「とやまモデル」
が確立した県を目指します。

SDGs 未来都市選定証授与式

自治体SDGsの推進に資する主な取組み（環境保全分野に関するもの）

< 環日本海地域の環境保全への国際貢献 >
国連機関や北東アジア地域の自治体等と連
携した国際環境協力の推進　等

< 清らかな水資源の保全と活用 >
漂着物の削減に向けた県民総ぐるみで取り
組む河川や海岸で

の 清 掃 活 動
の実施　等< 再生可能エネルギーの導

入、 新たなエネルギーの利用
に向けた開発の促進 >

農業用水を利用した小
水力発電施設の整備や
導入支援、水素ステー
ションの県内整備　等

<「富山物質循環フレームワーク」の
実現に向けた「とやまモデル」の確立 >

食品ロス等を削減する県民運動の展開、
商慣習見直しの推進　等

< 立山黒部をはじめとする雄大で美しく
豊かな自然環境の保全 >

ライチョウ保護柵の設置や生息・生態調査、
ライチョウ保護活動の支援　等
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富山県からのおしらせ

令和元年７月、富山県が「2019SDGs未来都市」に選定されました！



ノーレジ袋実践ウィークの取組み
県では、マイバッグ携帯の習慣化やコンビニ利用時のマイバッグ使用を躊躇しない意識の定着を一層図るため、

企業の従業員が昼食時等の買い物でマイバッグ持参を実践する「ノーレジ袋実践ウィー
ク」を実施しました。

《使用したマイバッグの概要》
・広げればコンビニの小さめのレジ袋サイズ
・折りたためばＹシャツのポケットに入るサイズ
（若い方、男性の方も持ち歩きやすいサイズ）
・ 「レジ袋いりません」の表示があり、会計時に示すことで店員に意思表示できる 

また、実践ウィークにあわせ、コンビニと連携して、POP によるマイバッグ使用
を呼びかける普及啓発も実施しました。
これらの取組みにより、一層のエコライフの推進、さらには地球温暖化対策、資源循環に努めていきます。

食品ロス削減のための商慣習見直しに向けて
食品流通段階でのいわゆる「１／３ルール」等の商慣習は食

品ロス発生の大きな要因とされています。こうした商慣習は個々
の取組みでは解決が難しく、消費者の理解のもと、フードチェ
ーン全体で解決していくことが必要であることから、全国初の
県単位の取組みとして、平成 31 年３月に食品関連事業者、消費
者、行政が連携して商慣習の見直しに取り組むこととする宣言
を行いました。

県では、商慣習見直しの取組みの全県的な拡大を図るため、納
品期限の緩和や販売期限の延長など商慣習見直しに取り組む事業者を募集しています。今後も、取組み事業者
の拡大に努めるなど、商慣習の見直しの取組みの加速化を図ってまいります。

「世界で最も美しい湾クラブ」世界総会の国内初開催と海岸漂着物の削減に向けた取組み
10 月 16 日（水）〜 10 月 20 日（日）、富山湾が「世界で最も美しい湾クラブ」

に加盟して５周年を迎える節目の年に、世界 15 の国と地域から約 130 名の方々
に参加いただき、「『世界で最も美しい湾クラブ』世界総会 in 富山」を日本で初
めて富山県で開催しました。総会では、先進的な環境施策を進めてきた環境先
端県としての富山県の取組みを、富山湾の魅力を活かした観光振興の取組みと
併せて石井知事から紹介しました。

また、今回新たに導入された「ワールドカフェ」での議論を踏まえた成果の
骨子が「富山宣言」として採択され、世界に向けて発信することができました。

この世界総会に先立ち、世界各国から来県される方々を美しい海岸でお迎え
するため、『「湾クラブ世界総会へ」海岸一斉清掃』と銘打ち、地域住民や企業・
団体等から約 1,500 名の参加を得て海岸清掃活動を実施しました。

このほか、県では、海岸漂着物の削減に向け、スマホアプリ「ピリカ」を活
用した自主的な清掃活動の促進、とやまエコ・ストア制度を通じたレジ袋削減
や資源ごみ回収等の３Ｒの推進、海洋環境をテーマとしたシンポジウムの開催
など、幅広い取組みを展開しています。さらに、地元小学生等による「海辺の
漂着物調査」の実施、漂着物アート作品の展示、海岸清掃体験バスツアーの開催
など、体験型の環境教育や啓発を行っています。

今後とも、市町村や関係団体等と連携し、県民総参加での清掃美化活動を推進するとともに、海岸漂着物の
発生抑制に関する意識向上に努めてまいります。

「富山県SDGs未来都市計画」に基づく環境保全の具体的取組み事例紹介

期間：R1.8/25 ～ 8/31
参加：25社 28事業所約 900名

食品ロス削減のための商慣習見直し等に関する共同宣言式
（平成 31 年 3 月）

湾クラブ加盟記念モニュメント前での
記念撮影 　（10/19　海王丸パーク）

「湾クラブ世界総会へ」海岸一斉清掃の様子　
（10/14 松太枝浜）

20cm

27cm

4cm

8cm
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登山の際にいつも通り過ぎることが多いという上高地を、9 月 18
日（水）、総勢 44 名で訪ねました。午前中は、上高地レンジャーをはじめ、ビジターセンター職員による丁寧な活動紹
介があり、官民一体となった「上高地ビジョン」への熱い思いを感じることができました。午後は雨も上がり、富山市科
学博物館の二人の学芸員による野外観察が行われました。上高地の 3 種類のヤナギの説明を受けたり、なぜ河童橋や
穂高橋がそこに架けられているかに
ついて、かつて上高地一帯に起き
た火山活動を想像しながら散策した
りして、人と同じように散策している
ニホンザルとすれ違いながら、新し
い視点から上高地の魅力に気づかさ
れる 1 日となりました。

とやま環境チャレンジ10事業を実施しました！

地球温暖化防止活動推進員養成講座が
スタートしました！

とやまスターウォッチング at 富岩運河環水公園

第２回ナチュラリスト研修会 in 上高地

はじめてのエコライフ教室を開催しました！

地下水の守り人養成講座開催しました！

県と当財団では , 平成
16 年 か ら、10 歳 の 児
童（小学４年生）が地球
温暖化を学び , 温暖化防
止につながる 10 の取り組
みを決めて、家族とともに
実践・自己評価するという一連の取り組みを通じて、家
庭での地球温暖化防止対策の推進を図る「とやま環境
チャレンジ 10」を実施しており、今年度は 69 校、約
3,000 人の児童が参加しました。　参加児童は地球温
暖化防止活動推進員による授業を受けた後、各家庭に
おいて 10 の取り組みを４週間実践することにより地球温
暖化防止の大切さについて理解を深めました。

第 9 期地球温暖化防止活動推進員（委嘱期間：令
和2年4月から2年間）養成講座がスタートしました。
現在 20 名が参加しています。

養成講座では、地球温暖化についての基礎知識や
将来予想を学び、とやま環境フェア 2019 や再生可
能エネルギー施設、とやま環境チャレンジ 10 授業
の見学を行いました。
　今後の講座では、SDGs
や食品ロス等についても
学習する予定です。

８月２日（金）、環水公園野外劇場前広場で開催し、親子
連れなど 200 名の方が参加されました。

会場では、富山県天文学会の会員による、夏の大三角・
木星・土星などの観測や七夕にまつわる話があり、熱い夏
の夜のひと時を、遠い宇宙に想いを馳せながら過ごすこと
ができました。

参加された皆さんには、星空の観察をとおして、光害やきれいな空気を守るために今自分たちにできることに
ついて考えるよい機会になったのではないでしょうか。

　今年度、県内の幼稚園、
保育園、認定こども園の子
ども達を対象に、「はじめて
のエコライフ教室」を12園
で実施しています。「エコっ
てなあに？」、「どっちがもっ
たいない？」、「分別するとごみもお宝に変身！」と地球温
暖化防止推進員の皆さんが、大型絵本の読み聞かせを
行ったり、ゴミの分別を一緒に行ったりして、幼少期から楽
しみながらエコについて考えることの習慣化を図っていま
す。

　８月20日（日）、10月５日
（土）の２回にわたり、「地
下水の守り人」 養成講座
を開催しました。

第１回では、地下水の
現状や保全の取り組みに
ついての説明や、先輩の守り人から地下水保全活動の
事例紹介を行いました。第２回は、養成講座の総まとめ
として、富山県立大学准教授 手計太一氏による水循環・
地下水環境の科学に関する講義を行いました。

今回の養成講座を受けた 28 人が新たに「地下水の
守り人」に登録され、消雪設備の節水活動や名水 ･ 湧
水の保全活動に取り組んでいただきます。

令和２年１月きょうせい　第 14号
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とやま環境財団　8 月～ 12 月までの主な取組み



当社は、明治 9 年（1876 年）創業 主な事業内容としては、大きく分けて 3 つ
になります。

創業当初から続く配置用医薬品の製造販売、二つ目は一般用医薬品の製造、そ
して三つ目は医療用医薬品の受託製造となります。以来 143 年、和漢薬を中心に
製造、全国に配置するとともに、錠剤・丸剤・顆粒剤・液剤を柱とした製薬企業
として良質な医薬品の供給に努めてまいりました。

環境への取り組みとして、21 世紀の大きなテーマ環境保全を掲げ大気汚染・工場排水の自主管理基準を制定し、
定期的な検査を実施し管理しています。また省エネルギー対策では、集中管理システムによるエネルギーの効率
的な活用に努めています。

社内のクールビズや蛍光灯の LED 化など施設における節電・省エネルギー化の促進をしています。
くすりづくりを通して自然の偉大さ、大切さを学んできました。それゆえに、研究開発や生産活動、流通活動、

設備投資などあらゆる企業活動において自然環境との共生を図り、環境負荷の低減に努めることは重要な責務と
考えています。また環境安全委員会のもと年初に環境改善計画を策定し進捗を管理、それぞれの業務において省
資源・省エネルギー化を図るとともに、廃棄物の最小化とリサイクルを推進しています。

株式会社廣貫堂

各地で環境イベントが開催されました！
「第14回射水市環境とくらしフェア」 ９月29日（日）　ミライクル館・グリーンピア射水

リサイクル体験会、環境クイズラリーの実施、再生品活用市、
フリーマーケット、おもちゃの病院などのブース出展のほか、
食品ロス削減啓発ポスター・壁新聞の展示などが行われました。

　「第25回魚津市環境フェスティバル」　10月19日（土）　ありそドーム
魚津市内の小学生を対象とした環境保全ポスターコンクールや、

市民参加のグリーンカーテン表彰式のほか、企業、団体による環
境保全活動や地球温暖化防止活動等についての紹介や、エコ体
験などが行なわれました。また、今回は産業フェア「〇〇（まるまる）
魚津」と同時開催で実施されました。

「滑川市環境フェア2019」 11月２日（土）　滑川市産業研修センター
エコポスターの展示や環境保全活動に取組む団体や企業の紹

介などが行われました。
当財団も本イベントに参加し、「COOL CHOICE」宣言の募

集や、環境教育教材を用いた省エネの呼びかけなどを行いました。

　「小矢部市農業祭」 11月９日・10日（土・日）　クロスランドおやべ
秋の収穫祭に合わせ、地元の小中学生を対象とした環境ポス

ターの表彰や展示、エコライフに関するブース出展が行われました。

　「となみ食彩ふれあい市2019」 11月24日（日）　となみ駅前広場
エコライフに関するブース出展、再生エネルギーの体験会

などが行われました。当財団も本イベントに参加し、「COOL 
CHOICE」宣言の募集や、環境教育教材を用いた省エネの呼び
かけなどを行いました。

— 9 —
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賛助会員企業紹介



エコアクション 21 企業紹介

当社は、YKK グループの関係会社として工場緑地管理、工場内日常清掃、産業
廃棄物集積管理業務を行っております。会社周辺の管理地は緑豊かな自然に包まれ、
中でも広大な芝生広場を、少年サッカーチームの練習場として開放しています。

また管理地にある樹齢 60 年を超えた大きなヤマザクラは、県内にわずかしか残っ
ていない見事な大木であり、4 月にはライトアップをして地域住民の皆さんに楽し
んで頂くなどさまざまな形で地域社会と交流しています。緑地管理業務では、た
くさんの枝葉、芝草屑を活用しチップ化やマルチ堆肥として再利用しています。ま
た地球温暖化の防止に向け、燃料式からバッテリー式の道具への切替えを推進し、
CO2 吸収では 2 万本の各種苗木を障害を持った従業員と共に育苗中です。

エコアクション 21 も 10 年の節目を迎え自然との共生、資源の有効活用で未来の豊かな価値創造にチャレンジ
していきたと思います。

当社は、1988 年６月に、富山市婦中町にてプラスチックの着色加工を中心に創
業し、その後、2005 年６月には、成形機用洗浄剤（登録商標：トミクリン）の製
造に着手し、二本柱として企業を運営しております。

環境活動は、社内におけるコミュニケーションを重視し、無駄・無理・ムラをな
くす中で、省エネ・エコ運転・リサイクル活動を展開しています。又、社外を含め
た活動として、お取引様の要望も取り入れた環境に配慮した製品の製造にも取り組
んでおります。発煙と臭いの少ない製品で作業効率も向上していると好評を頂いて
おります。

2009 年 12 月にエコアクション 21 の認証を得て、10 年間活動しております。環境経営方針に基づき、全体会
議・５S 運動・製造会議・営業会議・毎日の朝礼等で声掛けして身近な場所から、各自が主体となって環境活動
に取り組む努力を続けています。

黒部クリーンアンドグリーンサービス株式会社

富山カラーリング株式会社

○建設業者向け
平成 30 年９月にエコアクション21 建設業者向けガイドラインが改訂され、令和元年
10月から適用が開始されました。
既に認証・登録されている建設事業者の2009 年版ガイドラインから新ガイドラインへ

の移行期間は、令和元年 10月１日から令和３年９月30日までの２年間です。
※�　2009 年版ガイドラインに基づく更新及び中間審査の申込は、令和２年９月30日で受付を終了しま
すので、令和２年 10月１日以降は新ガイドラインでの審査が必須となります。

○産業廃棄物業処理業者向け
令和元年５月にエコアクション21産業廃棄物処理業者向けガイドラインが改訂され、令和２年４月から
適用が開始される予定です。（なお、３月以前の申込は、2009 年版が適用されます。）
既に認証・登録されている産業廃棄物処理業者の方の2009 年版ガイドラインから新ガイドラインへの
移行期間は、令和２年４月１日から令和４年３月31日までの２年間です。
※�　移行審査についての説明会を開催しますので、対象事業者の皆様は是非ご参加ください（要参加
申込み）。

日時：令和２年２月 26日（水）10:00 ～ 12:00
場所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）701 会議室

「エコアクション21ガイドライン（2017年版）」への移行について「エコアクション21ガイドライン（2017年版）」への移行について

— 10 —
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市町村の取組み　 ～舟橋村～

富山県地球温暖化防止活動推進員

牛
うしじま
島　由

ゆ み こ
美子さん

今まで、富山県自然解説員や森林
整備のボランティア団体等の会員とし
て活動して自然環境への関心が深まっ

た頃に、この「地球温暖化防止活動推進員」を知りま
した。

推進員になってからは「環境チャレンジ 10」や「はじ
めてのエコライフ教室」「とやま環境フェア」でお手伝い
しています。

チャレンジ１０では小学生に今と昔の生活の違いから電
気ガスの使い過ぎなどを知ってもらい、間違い探しをしな
がらもったいないを見つけ、私も一緒に学びながら知識を
増やしています。はじめてのエコライフ教室では園児がこ
の教室をきっかけに環境に興味をもってくれたらという思
いで活動しています。

自然（森林植物動物）に限らず、ごみ問題、食品ロ
ス、電気ガスの使い過ぎなど、多様面での環境への配
慮と「もったいない精神」を今後も微力ながら伝えてい
きたいと思っています。

～次号（2020年８月号）は推進員の　善
ぜんこう

光　英
ひで

希
き

さん、松
まつもと

本　優
ゆ う こ

子さんをご紹介します！～

富山県地球温暖化防止活動推進員

佐
さとう
藤　文

ふみ
敬
たか
さん

推進員になったのは知人からの薦めでし
た。富山県に移住してきたばかりでしたが、
さっそく講座を受講し、2017 年度から推進

員として活動しています。
推進員としての活動は、主に小学生対象の環境チャレンジ

10 の出前授業をしています。これまで 5 校の小学校で授業
をしてきましたが、毎回のように小学四年生の子どもたちに温
暖化の何をどう伝えるか四苦八苦しています。45 分という短
い時間の中で、何をどんな順序でどう伝えるか。また子ども
たちに何を持ち帰ってもらうか。そんなことを考えながら、毎
回、自作のパワーポイントの資料等を作って授業に臨んでい
ます。3 年目にしてようやく子どもたちに伝える自分なりの型
がわかってきた気がします。

普段は、週末に主に親子を対象とした食農体験や里山体
験活動をしてるのですが、こうした活動も推進員の活動ともつ
ながる部分が多いので、相乗効果が起こるようにそれぞれ充
実していければと思っています。

舟橋村は日本一小さな自治体であり、大規模な事業を行
えないため、クリーンデー（村内の一斉清掃活動）や生ご
み処理器の助成事業、小中学校への太陽光発電パネルの
設置、防犯灯のＬＥＤ照明への更新など、小さな取り組みを
いくつか行っています。それらの取り組みの中から２点紹介
いたします。

①　「トミヨ」の保護活動
平成26年度に舟橋小学校が村内のメダカの生息調査を行った際、竹鼻地内の農業用排水路で絶滅の危機に瀕している

「トミヨ」が発見されました。これを受け小学校では毎年６年生が中心となって当該排水路及び周辺地域の清掃活動や水草
の「バイカモ」の植栽活動等を行っています。

②　剪定枝の堆肥化事業
近年、社会的な取組としてごみの減量化や循環型社会の構築等を実施していますが、一層のごみの減量化・再資源化に
取り組む為、平成26年度より一般家庭から出される剪定枝をウッドチップ化し堆肥化まで行っています。
出来上がった堆肥につ

いて農作物や幼植物への
影響を分析した結果、生
育に問題がないことが分
かりましたので、この堆肥
を一般の方々へ年２回無
料で配布しています。

回収した剪定枝 チップ化 堆肥化

小さな村の小さな取り組み !!
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公益財団法人 とやま環境財団
富山県地球温暖化防止活動推進センター
〒930-0096
富山県富山市舟橋北町4-19（富山県森林水産会館内）
TEL:076-431-4607　FAX:076-431-4453　　　　　　　　　  　　
ホームページ :http://www.tkz.or.jp　　　　　　　　　　　　  　
E-mail : tkz2@tkz.or.jp

環境保全のため、
再生紙を使用しています。

エコインキの認定を受けた
大豆油インキを使用しています。

子どものころから
よく遊んだ山や川
おいしい水と
澄んだ空
越中富山の美しい環境を
いつまでも残そう

K
Y
O
S
E
I

メールマガジン「とやまエコ通信」登録募集中！
当財団では、環境に関する情報などを掲載したメー

ルマガジン「とやまエコ通信」を毎月末に配信してい
ます。

富山県の環境情報を手軽に受け取れる
「とやまエコ通信」へのご登録をお待ち
しております。

お知らせ・募集

平成31年・令和元年新規賛助会員ご紹介
昨年、新たに６個人 ･ ６企業に新規賛助会員になっ

ていただきました。

賛助会員数：団体・企業　340 社
　　　　　　　　　個人　219 名
（令和元年 12 月１日現在）
団体・企業の会員はこちら 
http://www.tkz.or.jp/zaidan/kaiinitiranR112.pdf
新規賛助会員募集中！！
申込方法はこちら
http://www.tkz.or.jp/mailmaga/

QRコード▶

▲QRコード

『いみずWAOネットワーク』
は射水市在住の地球温暖化防
止活動推進員たちの集団です。

主な活動は、「とやま環境チャ
レンジ10」の対象外となった射
水市内の小学校で、小学４年生
を対象に「いみず環境チャレン
ジ10」として「とやま環境チャレ
ンジ10」と同様の環境授業を行
なっています。近年の地球温暖化による異常気象は子供達
の将来を不安にさせるものであり、授業ではこれらの現状を
踏まえ地球に優しい行動をとってもらえるような内容を伝えて
います。

今秋、世界で最も美しい湾クラブの世界総会が富山県で
開催されました。この美しい富山湾も漂着ゴミ、マイクロプラ
スチックといった海洋ゴミ問題に悩まされています。５年前に
漂着ゴミに関する県庁出前講座を聞いてから、六渡寺海岸の
清掃活動にも携わっています。

また、会員同士の交流や勉強会も兼ねて年２回、研修会を
開催しています。本年は発電施設の二酸化炭素の排出が伴
うエネルギー問題にも関心を抱き、春に新港火力発電所の
LNG施設、秋には志賀原子力発電所の施設を見学してきま
した。

今年で『いみずWAOネットワーク』を結成してから10年
目を迎えました。これまでの活動が評価され、令和元年10月、
環境とやま県民会議会長表彰を受賞いたしました。これから
も地球温暖化防止活動を通して、一層地域における環境保
全意識の向上と普及・啓発に取組んでいきます。

「富山県産材をバトンにみん
な繋がろう！」が私たちのスロー
ガンです。とやまの森や木の魅
力をお届けするメッセンジャーと
して、「森と街の架け橋となり、
森と人を結び、木と人の新しい
繋がりの提案」を基本理念に
2010年12月に結成しました。
現在、約20名の会員で活動して
います。

主に子ども達に向けて、街の中の身近な場所（ショッピング
センターや文化ホール、道の駅等）で、とやま県産材に「触れ
る・使う・学ぶ」体験が出来るイベントを開催しています。

県内の杉の木で製作された室内遊具や積み木で自由に遊
べる広場を提供したり、工作道具の使い方を教えたりしてい
ます。日常生活の中で、金槌や鋸に触れる機会は多くありま
せんので、親子で道具の使い方も楽しみながら学べる木工ワー
クショップは特に人気です。色々な形の杉端材を組み合わせ
木の実で飾り付けたりしながら、世界でただひとつ「自分だけ
のトロッコ電車」を作ったり、釘を30〜50本打ちながら想像と
創造で、「森に住む妖精」や「妖精の座る椅子」を作ったりし
ます。

準備はとても大変ですが、目を輝かせ、夢中になって作る
子供たちの真剣な眼差しや笑顔が私たちの活動の励みです。
今後もワークショップを通じて、とやまの森や木の魅力を伝え、
故郷を慈しむ心を育む活動を続けて行きたいと思います。また、
その素晴らしさを子ども達と一緒に共有して行きたいと思い
ます。

いみずＷＡＯネットワーク 森のたくはいびん

エコノワとやま掲載団体紹介

◆エコノワとやま登録企業・団体募集◆
富山県内の環境保全に取り組んでいる企業・団

体・ＮＰＯを広く県民に知っていただくため、エ
コノワとやまＨＰにて活動を紹介します。あなた
の企業・団体・ＮＰＯの活動を多くの皆さんに知っ
てもらいませんか？ 

エコノワとやま HP で
登録者の皆さんの活動を
ご覧いただけます。
http://tkz.or.jp/econowa/ QR コード

QR コード

皆様方のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

三光合成株式会社、美笑興業株式会社
木村産業株式会社、株式会社廣貫堂
株式会社シンソーワ、株式会社上市清掃公社

※敬称省略

— 12 —

令和２年１月きょうせい　第 14号


