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中、引き続き持続可能な社会づくりに取り組むた
めには、家庭やオフィスで取組み可能な環境保全
に配慮した新たな生活様式「ニューエコライフス
タイル」の普及・定着を図る必要があります。
当財団としても、県や市町村、関係団体と連携
し、新しい生活様式に適応しつつ、地域に根差し

暑さ厳しき折、皆様におかれましては、ますま
すご清祥のこととお喜び申し上げます。

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。

さて、皆様もご承知のとおり、富山県が先駆け

なお、その一環として、例年 10 月に開催して

て実施していたレジ袋有料化の取組みが、然る７

いる「とやま環境フェア」については、新型コロ

月１日から全国で小売店等において義務化が始ま

ナウィルスの感染拡大防止の観点から実会場での

るなど、私達の生活様式には変化が求められてお

開催をとりやめ、Web 上での開催とすることを

ります。

予定しております。

併せて、今般の新型コロナウィルスの感染拡大
により、企業活動から日常生活まであらゆる活動
が影響を受け、社会構造そのものが変化している

ぜひ、この新たな試みにもご理解・ご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

とやま環境財団
からの
お知らせ

日本一きれいな県土
をめざして、

「まちやむらを美しくする運動」

「川や山や海岸をきれいにする運動」
「空き缶ゼロ運動」 等に

県内15市町村や各種団体から、

数多くの方々にご参加いただきました！

令和2年度県土美化推進功労者
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みなさま、おめでとうございます。
これからもますますご活躍されますことをご期待申し上げます。

舟橋村
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今回から、積極的に環境問題に取り組んでおられる賛助会員を紹介していきます。

中越パルプ工業株式会社さまです。

第1回目は、高岡市にある
会社概要

中越パルプ工業は、1947年に創業し、人間に例えると古希を迎えた歴史ある会社です。

創業以来、紙、パルプの製造・加工・販売を主な事業としている総合製紙メーカーです。
生産拠点は、富山県に２カ所、鹿児島県に１カ所あります。

環境保全の取組みについて
中越パルプ工業では、生物多様性及び生態系の保護に配慮した企業活動を展開し地球規模での環境

保全に取り組み、持続的発展が可能な循環型社会の形成を目指して環境保全に取り組んでいます。

環境マネージメントシステムの構築や環境管理体制の強化に努め、廃棄物をはじめ、温室効果ガス、

大気汚染物質、水質汚濁物質等の環境負荷低減のための設備や技術を導入し関係法令等の遵守に努め
ています。

環境配慮紙「竹紙」、
「里山物語」の特徴と誕生秘話
～オリジナルブランド「竹紙」～
竹は、堅いことや水分が多いこと、中が空洞のため一度に沢山の竹を運ぶことが難しいなどの問題

から製紙原料としては不向きとされてきました。地域社会からの強い要望と10余年の試行錯誤の結果、
製紙原料として活用する活路が広がりました。

当社では、美しい竹林の維持、隣接する森林や里山、生物多様性保全、放置竹林問題という社会的

課題の解決に貢献しました。

1998年から始めたこの取り組みも年間約２万トンの竹集荷体制を構築するに至りました。
今後も本業を通して色々な社会問題解決に貢献していきたいと思います。

放置竹林

整備された竹林
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伐採

竹紙

運搬（チップ工場まで）

竹チップ

里山保全への寄付金付き
国産材活用ペーパー「里山物語」
国産の間伐材をクレジット運用し、間伐ク
レジットを付与した紙として「里山物語」を
2009年12月より販売しています。また、里山
物語はＮＰＯ里山保全再生ネットワーク（本部：
神奈川県）の協力のもと、地球温暖化対策と生
物の多様性保全に貢献するシステムを構築しま
した。
製品に寄付金を付けて販売し、里山を拠点と
して活動する団体に寄付を行っています。これ
まで７件の寄付を行っています。

環境教育 「中パの森」での活動
2013年に持続可能な里山と生物多様性保全

プラスチックごみ問題に対する
取り組み
プラスチックごみの環境汚染が問題となる中、
当社は「脱プラスチック社会の実現」に向けた
取り組みを始めています。株式会社環境経営総
合研究所と合弁で「中越エコプロダクツ株式会
社」を設立してパウダー状にしたセルロース・
ファイバーを51％以上の割合で合成樹脂と混合
させた、新複合素材「マプカ（MAPKA Ⓡ ）」の
製造設備の建設を進めています。また、地元自
治体や地元企業、生産者との地域循環共生圏を
創造し、MAPKA 素材によるプラ代替により地
方創生 SDGs の実現に取り組みます。我が国に
とって、プラスチック製品使用量の削減は急務
であり、地方から先進的な取り組みを発信する
と共に普及を目指します。

の観点から、富山県射水市浄土寺に2.7ha の社
有林「中パの森」を開設し、近隣の小学生を対
象に２回 / 年、自然体験学習会を開催していま
す。間伐や枝打ち体験などを通じて森の働きで
ある公益的機能や森の恵み、人との関わり、生
物の多様性や保全について教育しています。
参加した児童からお礼の文集をいただき「森
のはたらきを知ることができた」「これからは
自然を大切にしていきたい」という感想をいた
だいています。

会員のみなさまにお伝えしたいこと
当社では森林資源の保護と有効活用の観点か
ら、13年前から使用済み割りばしの回収を、ま
た、10年前から使用済み年賀はがきの回収を
行っています。
集められた割りばしや年賀はがきは、原料の
一部としてコピー用紙や模造紙に生まれ変わり
回収にご協力いただいている高岡市の小・中学
校等や射水市の幼稚園等に回収のお礼として贈
呈しています。
限りある森林資源の保護とリサイクルの観点
から、当社の回収活動にご賛同いただける場合
は、ご連絡をお願いします。

＜お問合せ先＞

中越パルプ工業株式会社
環境管理統括部
TEL：0766-26-2462
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に登録の企業を紹介します。

株式会社加積製作所
当社は大型変圧器用のパネルラジエーター
を主力製品とした電力機器用熱交換器の製造
を行っており、1971年に滑川市で創業して
来年で50周年を迎えます。
社会インフラを支えるメーカーとして、こ
れからの時代はモノづくりにおいても環境へ
の配慮が重要であるとの考えのもと2008年
にエコアクション21の認証を取得し、以来
12年にわたって環境活動を行っております。
私たちの工場では抵抗溶接やアーク溶接等
を行うためたくさんの電気を使用しており、
重点項目として電力消費量の削減に取り組ん
でおります。昨年度の活動としては、設備の
アイドリングストップ推進と電力消費の少な

い溶接機の導入等を実施したことで製品の生
産量は増えましたが、生産量あたりの二酸化
炭素排出量を低減することができました。
今後もエコアクション21の活動を通して、
全社員で環境活動に取り組みながら地球に
とっての「いい会社」を目指していきたいと
考えています。

変電所に設置されたパネルラジエター

チューモク株式会社
また住宅事業では、高気密・高断熱・高耐

震を備えたゼロエネルギーハウスや長期優良
住宅、全館冷暖房ハウスなど人と環境にやさ
しい家づくりを提案しています。

最近では、富山県産材など地域材の利用が

見つめ直され、当社でも県産材を用いた木造
倉庫や木造塀など幅広い利用を提案し、木材
の地産地消にも取り組んでいます。
チューモク本社事務所

当社は1947年に創立し、「木」を生業とし

SDGs はまさにチューモクの原点とも言え、

これからも地域密着で持続可能な社会の実現
に貢献していきたいと思います。

て環境に優しい事業活動に取り組んでいます。
山林の伐採から製材、加工、建築施工まで一
貫して手掛け、木の積極的な利活用に取り組
むほか、端材丸太の木材チップや樹皮のバー

ク堆肥など再資源化リサイクルにいたるまで、
当社の企業活動そのものが環境に配慮した持

続可能な木材事業、つまり「SDGs」と言え
ます。

県産材を用いたモデルハウス

エコアクション21は、環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステム（EMS）であり、

「PDCA サイクル」と呼ばれるパフォーマンスを継続的に改善する手法を基礎として、組織や事業
者等が環境への取り組みを自主的に行うための方法を定めています。
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富山県シェアリングネイチャー協会
私たち富山県シェアリ

度は SDGs の視点に気づくカードが日本協会

「ネイチャーゲーム」を

気軽に体験できるネイチャーゲームとなり、

ングネイチャー協会は、
はじめとした五感で自然
とふれあう体験プログラ

から発表され、自分の街を歩きながら誰でも

楽しく学べる環境活動プログラムが増えました。
当協会では、「SDGs ネイチャーゲーム」を

ムを通して、自然を楽し

取り入れ、環境への思いやりをはぐくむ自然

ぶ生活、シェアリングネイチャーライフを人々

の中で SDGs を見直すことにつなげ、ともに

み自然と遊び自然から学

に広めることを目的としています。全国に広
がるネットワークを生かして各地で地域に根
ざした普及活動を行い、森や海、児童や幼児
施設、身近な地域や公園で、一年を通じて自
然体験活動を行っています。

体験活動に積極的に取り組んでいます。生活
わかちあい、人と自然が共生していく社会の
ため、身近な地域の中でネイチャーゲームに
取り組んで
います。

環境教育、自然体験活動、持続可能な地域

づくりに取り組み、早くからまさに『SDGs』

の考え方も推し進めてきました。例えば昨年

NPO 法人
利賀の魅力発掘と自然環境の整備、自然観

察や歴史文化の学習・啓蒙と解説活動など

利賀飛翔の会
設などを手がけました。

自然に学び・自然と親しみ・価値ある自

を盛り込んだボランティア団体として1998

然をいい形で次の世代に引き継ぐことが大

旨に賛同する会員を県内外にも求め今日に

会員を募集いたしております。

年に発足。2009年に NPO 法人となり、趣
至っております。

切と考えております。共に活動いただける

主な活動としては、水無湿原の

保全整備と観察会、金剛堂山や尾

洞山、ふれあいの森登山道の整備、
武蔵野市小学校のセカンドスクー
ルの対応などがあります。

最近は更に魅力ある環境づくり

ということで新たな水無山登山道

の開設、定倉滝ルート登山道の開
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環日本海地域の「環境・エネルギー先端県」の実現を目指して
～ 令和２年度

富山県の主な環境関連施策 ～

循環型社会と低炭素社会づくりの推進
◆「富山物質循環フレームワーク」の実現に向けた資源効率性・３Ｒの推進
拡 プラスチックトレイ削減・転換推進事業
280万円
（スーパー等におけるノートレイや紙トレイなどへの転換を目指し実証モデル事業を実施）
新 使い捨てプラスチック削減促進事業
300万円
（プラスチック製からバイオマスプラスチック製への
転換時のかかり増し経費に対する１/ ２補助）
拡 食品ロス・食品廃棄物削減対策事業 1,728万円
（全国大会の開催や「食べきり3015運動」の啓発資材の作成など）

バイオマスプラ製容器

◆ 地球温暖化対策の推進
新 気候変動適応センターの設置・環境教育拠点化（環境科学センター）568万円
（気候変動による影響や適応策の調査研究を実施。環境に関する展示、体験・実験施設を整備）

◆ 再生可能エネルギーの導入・水素社会実現に向けた取組みの推進
拡

県営水力発電所の大規模改良 8,600万円
（老朽化対策の一環として固定価格買取制度を活用したリプレースを実施）

自然環境の保全
新

称名園地等のリフレッシュ［一部２月補正］7,500万円
（称名平休憩所のリニューアル及び周辺の駐車場、公衆トイレ、標識等の改修等）

指定管理鳥獣捕獲等事業 6,322万円
（捕獲専門チームの配置（６→８チーム）、県境対策として、更に２チームの養成を開始）
拡
新

クマ被害防止緊急対策事業補助金 375万円
（クマ出没に伴う人身被害の未然防止のための環境整備経費への支援）

生活環境・水資源の保全
◆ 生活環境の保全

・大気汚染状況の常時監視
4,159万円
（テレメータシステムを活用し、大気中の窒素酸化物や PM2.5等の状況を監視・情報提供）
拡 海岸漂着物対策の推進
9,629万円
▶ 発生抑制対策（1,109万円）
新「スポーツごみ拾い」普及事業（150万円）
新 漂着ごみ組成調査（271万円）
新 マイクロプラスチックの流出・漂流実態調査（150万円）など
▶ 回収・処理（市町村処理を含む） 8,520万円

◆ 水資源の保全と活用

・冬期間の地下水位低下対策の推進
322万円
（基幹観測井戸（4井）の水位のリアルタイム情報提供等）

国際環境協力の推進
◆ 北東アジア地域の総合的な環境保全・環境教育の推進
漂着物の発生抑制に関する学習・啓発事業
1,097万円
（調査活動体験等を通じた発生抑制促進、マイクロプラスチック調査手法を開発し
NOWPAP による国際標準化を支援）

拡

◆ 環日本海環境協力センターへの支援

・ 環日本海環境協力センター（ＮＰＥＣ）支援事業
8,644万円
（ＮＯＷＰＡＰと連携した海洋生物多様性保全や富栄養化対策等の推進）
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マイクロプラスチック

本県をモデルに全国一律のレジ袋有料化がスタート!!
富山県では全国に先駆けて平成20年４月から「レジ袋

無料配布廃止」を開始しています。本県のこの取組みを

富山県のマイバッグ

が７月１日から始まりました。

全国トップだよ！

モデルに、国による小売店での全国一律のレジ袋有料化

持参率は95％で

コンビニエンスストアなど新たな業種でもレジ袋無料

いろんなお店で

配布廃止が始まるなど取組みが拡大しています！

レジ袋を減らそう！！

また、レジ袋無料配布廃止の取組みをきっかけに、

一層エコライフを進めるため「とやまエコ・ストア制度」のもと、資源回収や省エネなどにも、
県民、事業者、行政が連携して取り組んでいます。

県民の皆さまには、お買い物の際のマイバッグ持参や資源回収、省エネに引き続きご協力をお願いします。

なお、県では「とやまエコ・ストア制度」の
新規登録事業者を募集しています。

詳しくは…

とやまエコ・ストア

知事店舗視察

検索

Click!!

一斉啓発活動

令和２年度ナチュラリスト養成講座を開催！
県では、自然環境の保全や自然保護思想の普及啓発を図ることを目的として、昭和49年に全国に先

駆けて富山県自然解説員 ( ナチュラリスト ) 制度を創設し、現在、立山地区 ( 室堂平、弥陀ヶ原 )、称名
地区、ねいの里地区、頼成の森地区の４地区５箇所において自然解説活動を行っています。

今年度も、３年に一度のナチュラリスト養成講座を開催し、新たなナチュラリストを養成しています。

ナチュラリストの輪がさらに広がることを期待するとともに、県民や国内外から訪れる観光客に富山
県の自然のすばらしさを伝え、その保全の必要性についての理解を深めてまいります。

今年度の養成講座の様子

立山室堂平における自然解説活動
9

公式ツイッター「とやまの水環境」について

フォローはこちら

県では、県民総ぐるみでの水環境保全の取組みを推進するため、公式ツイッター

「とやまの水環境」を開設し、本県の水環境の魅力や水環境保全団体の活動の様子、
イベントなどの情報をタイムリーに、分かりやすく、親しみやすい形で発信して
います。
１

公式アカウントの情報

・アカウント名

・アカウント URL
２

とやまの水環境（富山県環境保全課）@toyamanomizu

公式ツイッター
「とやまの水環境」の
QR コード

https://twitter.com/toyamanomizu

発信内容

・探訪！とやまの水環境
全国に誇るとやまの名水を紹介します。
・水にイイコトしています。
名水の保全に活躍している方の活動の
様子などを伝えます。
・パッコと学ぼう！
水環境に関するイベントをお伝えします。

富山県環境科学センターに「富山県気候変動適応センター」を設置
（令和２年４月）

近年、気温の上昇、豪雨の増加、農作物の品質

低下など、気候変動と思われる影響が全国で頻発

しており、今後、猛暑や自然災害などのリスクは
さらに深刻化するおそれがあります。

こうした気候変動による影響に対処するために

は、温室効果ガスの排出削減（緩和策）とあわせ、

気候変動の影響による被害の回避・軽減策（適応
策）を講じていく必要があります。

富山県気候変動適応センターは、県内での気候

変動の影響及び適応に関する情報収集、分析、情
報提供などを行う拠点として、今後、関係機関や
学識者からなる研究会の開催や調査研究など、各
種事業に積極的に取り組んでいきます。

富山県気候変動適応センターのウェブサイトから「ニュースレター創刊号」をご覧いただけます。
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1730/kj00021662.html

10

循環型社会の構築を目指して
～「オール朝日町」で輝けるまちづくり～

朝日町は富山県の東端に位置し、町域の北は日本海に面
し、東・南部には白馬岳（2,932ｍ）、朝日岳（2,418ｍ）
を主峰とする北アルプス連峰がそびえ、小川・笹川・境川
などの河川が貫流し、日本海に注いでいます。町域は海抜
０ｍから3,000ｍまでの高低差を有し、豊かな海・山・川
による四季の彩りに恵まれた風光明媚な町であり、これら
の山岳地帯及び河川はいずれも観光資源・水資源として重
要な役割を果たしています。
朝日町では、この恵まれた資源を守り、活かすために、
町民、地域、団体、事業者、行政の「オール朝日町」によ
る町民総参加のもと、より豊かですみよい、輝けるまちづ
くりを進めています。

循環型社会の構築（ごみの減量化・資源化、ゴミ関連施設整備）
基本方針

1 ３Ｒ運動の推進による、ごみの減量化・資源化を促進し、特

に家庭や事業所でのごみの排出量の抑制を図ります。そのた
めの環境教育の提供の充実を図ります。
※ ３ Ｒ運動：Reduce 廃棄物の発生抑制、Reuse 再使用・再利用、
Recycle 再資源化の順番で取り組むことが求められています。

取

組

・ごみの減量化・資源化（啓発、住民活動支援）

ごみの資源化（資源物回収広場）

・ごみ収集施設の整備、維持管理

公害防止 ･ 地球温暖化防止対策の推進
基本方針

取

組

1

 質汚濁、騒音、大気汚染等の公害の未然防止と発生源対策について、関連機関と連携
水
して指導の強化を図ります。

2

 共施設などの省エネルギー対策や再生可能エネルギー施設の導入を促進し、温暖化ガ
公
スの排出抑制を図るとともに産業振興や雇用創出と連携した施策を図ります。

・環境測定の実施（河川水質汚濁、騒音・振動）

・町有施設等への再生可能エネルギー設備、省エネ設備の導入

環境美化の促進
基本方針

1

環境美化に係る意識啓発を進めながら、地域ぐるみによる環
境美化活動の推進を図ります。また、不法投棄対応の強化を
図ります。

取

組

町民総ぐるみ清掃活動

・町民総ぐるみ清掃活動
・不法投棄防止パトロール
・衛生害虫駆除

特定空き家等の是正の推進
基本方針

1

取

・特定空き家、老朽危険家屋等の把握、除去・改善の促進

組

不法投棄防止パトロール

 加する空き家の適切な維持管理を促進していくとともに、危険かつ所有者による自発
増
的な維持管理が期待できない空き家への対策を推進します。
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あなたの街の

地球温暖化防止
さんを紹介します！
活 動 推 進 員

今、日本のみならず、全世界の至る所で、コロナウィルス旋風が吹き荒れている。これからどうなるの
か？と不安の渦に飲み込まれ、心折れそうな思いで過ごしているのは私だけではないと実感しています。
今年予定されていたオリンピックパラリンピックも延期になりました。実際ボランティアの通訳登録をし
ていた私は、かなり挫けました。日本経済のみならず世界全体が、大打
撃を受けています。これからの未来を予知し、楽観する事は、今できま
せん。この逆境を、どう受け止めるべきなのか心を痛めながらも真剣に
考えました。これまでの当たり前の日常生活で恵まれた日々を、どれ程
ありがたい事であったのかも再認識しました。地球温暖化もこのコロナウィ
ルス問題とある意味では類似しています。手遅れになる前に本当に守っ
松本 優子さん（魚津市）
ていくことが、私たちに託されていることを自覚すべきだと。
2018年、地球の大気中の CO２ 濃度が、80万年間超えることのなかった
400ppm に達した、というニュースに接しました。平成最後（2018年）の
夏の猛暑、令和に改まっても都市部を襲う台風15号や千曲川の堤防決壊を
招いた台風19号、気象現象の異常さを最近強く感じています。「今までに経
験したことのない〇〇」「命を守るための最善の行動」「何らかの災害が既に
発生している可能性が極めて高い状況」等の警句がメディア上に踊り、異常
気象の規模や勢力が激甚化し、常態化してきている印象を受けています。
善光 英希さん（射水市）
異常気象によるリスク（危険性）は今も増加を続け、地球上では様々なク
ライシス（危機）が頻発しています。これらの危機に対して、個々人が自覚を持ち防止策や緩和策に取組
むことの重要性について、環境チャレンジ10の活動等を通して伝えていきたいと思います。

次回は、松井

龍二さん
（魚津市）
、 町野

令和２年新規賛助会員ご紹介

美香さん
（射水市）
の予定です。

◆エコノワとやま登録企業・団体募集◆

令和２年１月以降、新たに５個人、４企業に新規賛
※敬称省略
助会員になっていただきました。

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？

富山通商株式会社
日本総合リサイクル株式会社
税理士法人田中会計
JX 金属三日市リサイクル株式会社

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/

皆様方のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
賛助会員数：団体・企業 346 社
個人 208 名

（令和２年７月 17 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/
gaiyou01.html
QR コード▶
公益財団法人

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。
QR コード▶

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

QR コード

K 子どものころから
Y よく遊んだ山や川
O おいしい水と
S 澄んだ空
E 越中富山の美しい環境を
▲QRコード

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。

I いつまでも残そう

環境保全のため、
再生紙を使用しています。

