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ごあいさつ ― 設立 30 周年にあたって ―
公益財団法人とやま環境財団
理事長 麦野 英順

当財団は、平成３年７月の設立以来、県民、
企業や行政の皆様との連携のもと、地域に根
ざした環境保全活動の推進に努めてまいりま
した。このたび 30 周年を迎え、これまでいた
だいた多大なご支援、ご協力に対し、厚くお
礼を申しあげます。
設立当時は、産業公害は改善されたものの、
より快適で住みよい環境の実現に加え、廃棄
物減量化・リサイクルなど生活型公害や地球
温暖化など地球環境問題への対応も求められ
ていました。
そうした中、水と緑に恵まれた豊かな環境
の保全を図り、美しく住みよい富山県の創造
に向け、
「地球規模で考え、足元から行動する」
という理念のもと、当財団が設立されました。
以来、県土美化活動の推進、ナチュラリス
トによる自然解説、マイバッグ持参、エコド
ライブ実践や食品ロス対策など環境配慮行動

お祝いのことば
富山県知事

新田

八朗

このたび、公益財団法人とやま環境財団が
設立 30 周年を迎えられましたことを心からお
祝い申しあげます。
貴財団には、設立以来、長年にわたり、地
域に根ざした環境保全活動を展開され、美し
く住みよい県づくりに多大なご貢献いただい
ています。
ここに、麦野英順理事長をはじめ歴代役職
員の皆様のご尽力、並びに賛助会員の皆様の
ご支援に、心から敬意を表し、感謝申しあげ
ます。
さて、本県は、恵まれた自然環境のもと、
県民の皆様の高い環境保全意識と真摯な行動
により、国の制度のモデルとなった全国初の
県単位でのレジ袋無料配布廃止など全国に先
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の普及、地球温暖化防止活動推進員による
子どもたちへの環境教育、環境経営システム
の普及などの各種事業に関係の皆様と連携し
て、取り組んでまいりました。
この 30 年の間で、地球温暖化が国際的に
喫緊の課題となり、国内でも「低炭素社会」
や「循環型社会」の形成に向けた制度の整備
が進むなど、環境問題の内容も変遷しており、
当財団では、富山県をはじめとする関係機関
のご指導、ご支援を得て、その時々に求めら
れる事業を展開してきました。
現在、持続可能な開発目標『SDGs』の達成、
2050 年カーボンニュートラルの実現やプラス
チック資源循環の推進が社会をあげての大き
な課題となっており、本県においてもあらゆ
る主体が参加し、総ぐるみで取り組む必要が
あります。
当財団としては、この 30 年間の経験や成
果も活かしながら、これらの課題解決に貢献
すべく、積極的な活動の推進に努めてまいり
ますので、皆様方のより一層のご支援、ご協
力を賜りますようお願い申しあげます。

駆けた環境施策を積極的に行っています。
また、世界共通の課題として SDGs が注目
されるなか、本県は、「環日本海地域の環境
保全をリードする『環境エネルギー先端県と
やま』」として、国の SDGs 未来都市に選定
されたほか、関係団体の皆様と「とやまゼロ
カーボン推進宣言」を行うなど、持続可能な
県づくりを進めています。
県としましては、豊かで、安心して暮らせ
る富山を将来世代に引き継いでいくため、今
後とも、貴財団をはじめ関係の皆様と「ワン
チーム」で取り組んでまいります。
貴財団には、このたびの設立 30 周年を契
機として、さらに大きく飛躍されますととも
に、県民、企業、行政が一体となった環境保
全活動の橋渡し役として、一層ご尽力いただ
きますようお願いいたします
結びに、貴財団の限りないご発展と役職員
の皆様のますますのご健勝、ご活躍、ご多幸
を心からお祈り申しあげます。

とやま環境財団30年のあゆみ
年号

1991年

H3

とやま環境財団

国・県

●財団法人とやま環境財団設立
（事務所 : 富山市千歳町）

等

●初代理事長に谷正雄氏が就任
●機関誌「共生」創刊号発行

1992年

H4

●県土美化推進県民会議事務局の設置

●とやま環境計画策定

●富山県清掃美化大会開催

●富山県地下水指針策定
●国、廃棄物処理法大改正

●ナチュラリスト自然解説事業開始

1993年

H5

財団設立

●とやまリサイクルフェア
（富山市）が開催（共催）

●国連、地球サミット
（環境と開発に関する国連会

議）開催（リオデジャネイロ）

●国、環境基本法公布
（公害対策基本法廃止）

●環境フェア in 高岡が開催
（共催）

1994年
1995年

●国連、気候変動枠組条約発効

H6
H7

●環境関係法規の手引の発行

H8

●マイバッグキャンペーンの開始

●富山県環境基本条例制定
●国、容器包装リサイクル法公布

1996年

マイバッグキャンペーン

●ふるさと環境学習クラブ
（こどもエコクラブ）事業の開始

1997年

H9

●新理事長に山田圭藏氏が就任

●国連、地球温暖化防止京都会議
（COP3）開催（気

候変動枠組条約・京都議定書採択）

●事務所を富山市安住町に移転

1998年

H10

●第1回とやま環境フェア開催

●
（財）

環日本海環境協力センター（NPEC）設立
●富山県環境基本計画策定
第１回とやま環境フェア

●国、地球温暖化対策推進法・家電リサイクル法

公布

1999年

H11

●国体環境美化大会
（富山市、高岡市）の開催

●国連、NPEC を北西太平洋地域海行動計画

2000年

H12

●富山県地球温暖化防止活動推進センターに指定

●国、循環型社会形成推進基本法・建設リサイクル

2001年

H13

●財
 団設立10周年記念「地球温暖化防止シンポジウムinとやま」開催

●国、環境省発足
（環境庁改組）

2002年

H14

●環境に関する出前講座開始

2003年

H15

●富山県ごみゼロ推進県民会議事務局の設置

●国、環境保全活動・環境教育推進法公布

2004年

H16

●とやま環境チャレンジ10事業の開始

●国連、NOWPAP の地域調整部
（RCU) が富山市

（NOWPAP）地域活動センター（RAC) に指定
法・グリーン購入法・食品リサイクル法公布

●富山県地球温暖化防止活動推進員養成講座開始
●国、京都議定書締結
●国、土壌汚染対策法・自動車リサイクル法公布

に設置

●第1回富山県ごみゼロ推進県民大会開催

●メールマガジン「とやまエコ通信」配信開始

2005年

H17

●エコアクション21地域事務局に認定

2006年

H18

●エコライフスタイル推進大会開催

とやま環境チャレンジ 10

●10市エコライフスタイルイベント開始
●第1回富山県地球温暖化防止県民大会開催
●エコアクション21自治体イニシアティブ・プログラム開始

2007年

H19

●環境とやま県民会議事務局の設置

●富山県レジ袋削減推進協議会発足

●第1回エコライフ・アクト大会開催

●国、日中韓3ヶ国環境大臣会合を本県で開催

●とやまふる里海岸クリーンアップキャンペーンの展開

●県、北東アジア環境パートナーズフォーラム in

とやま開催

2008年

H20

2009年

H21

●エコソング「ピカピカの地球」大作戦の実施

●国、海岸漂着物処理推進法公布

2010年

H22

●新理事長に新木富士雄氏就任

●富山型使用済み小型家電等リサイクルの開始

●富山県内全域でレジ袋無料配布廃止スタート

●事務所を富山市舟橋北町に移転
●財団ホームページリニューアル

CD ジャケット

●清掃美化運動「みんなできれいにせんまいけ大作戦」の展開
●うちエコ診断事業開始

2011年

H23

●財団設立20周年記念式典・
「こどもエコサミット in とやま」開催
●ホームページ「エコノワとやま」開設

こどもエコサミット
in とやま

みんなできれいにせんまいけ大作戦
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年号

2012年

H24

とやま環境財団

国・県

●地下水の守り人養成講座開始

等

●富山県イタイイタイ病資料館の設置
●国、小型家電リサイクル法公布

●とやまスターウォッチング開催
●かわのすこやかさ調べ体験会開催
●エコノワとやま交流会開催

2013年

H25

地下水の守り人

かわのすこやかさ調べ体験会

●公益財団法人へ移行
●機関誌が「きょうせい」として復刊
エコノワとやま交流会

●中小企業省エネ診断事業開始

2014年

H26

●とやまエコ・ストア制度の創設

●新幹線開業 ! ピカピカとやま一斉清

掃運動の実施

「きょうせい」第 1 号

●かえっこバザール開催
●ナチュラリスト自然解説ロングコ

ース設定

ナチュラリスト
自然解説ロングコース

2015年

H27

●新理事長に永原功氏就任

かえっこバザール

●第35回全国豊かな海づくり大会が本県で開催

●気候変動シンポジウム in 富山の開

●国連、持続可能な開発目標
（SDGs）が採択

●エコアクション21・10周年記念大

●国連、気候変動枠組条約締約国会議
（COP21）で

催

会開催

「パリ協定」が採択

エコアクション21・10周年記念大会

2016年

H28

● G7富山環境大臣会合開催記念シン

●国、G7富山環境大臣会合開催、
「富山物質循環フ

ポジウム開催

レームワーク」の採択

●「世界で最も美しい富山湾」

海岸一

斉清掃の実施

●とやまうるおいのある水辺めぐり

体験ツアー開催

海岸一斉清掃

2017年

H29

●かがやく水と緑をつなぐ清掃美化

●第68回全国植樹祭とやま2017が本県で開催

●富山物質循環フレームワーク啓発

●富山県食品ロス・食品廃棄物削減推進県民会議の

活動実施

イベント開催

2018年

H30

設置、3015運動の展開

●「いつでも、

どこでも3R」キックオ

フイベントの開催

●「3R

への架け橋に」県内一斉清掃実

施

●とやま環境チャレンジ10事業の拡

●3R 推進全国大会を本県で開催
「いつでも、どこでも３R」
キックオフイベント

充（食品ロス削減の追加）

2019年

R1

●親子向け環境月間講演会
（トークシ

●国、食品ロス削減推進法公布

●「とやまゼロカーボン推進宣言」

共

● SDGs 未来都市に富山県が選定

ョー）の開催

●「世界で最も美しい湾クラブ」

世界総会開催

同宣言式の開催

とやまゼロカーボン推進宣言

2020年

R2

●レジ袋無料配布廃止全国展開記念

●県、食品ロス削減推進計画策定

イベントの開催

●全国一律のレジ袋有料化開始

●フード・ドライブモデル事業実施
●とやま環境フェア2020

催

in Web 開

● SDGs 理解促進トップセミナー開

催

●ニューエコライフ実践アイデアコ

ンテスト開催

2021年

R3

●新理事長に麦野英順就任
●財団設立30周年
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レジ袋削減
とやま環境フェア2020inWeb
（トップページ）

●プラスチック資源循環推進法公布

とやま環境財団の活動を支えてくださるみなさま
（出捐企業）
アール・タチバナ有限会社

大成建設株式会社

日鉱亜鉛株式会社

アイシン軽金属株式会社

株式会社大和

日産化学工業株式会社

アイシン新和株式会社

株式会社高岡市衛生公社

日清紡績株式会社

有限会社アクアセービングシステム

株式会社タカギセイコー

日本医薬品工業株式会社

朝日印刷紙器株式会社

武内プレス工業株式会社

日本海環境サービス株式会社

アルビス株式会社

立山アルミニウム工業株式会社

日本カーバイド工業株式会社

石﨑産業株式会社

立山グリーンランド株式会社

日本カーボン株式会社

株式会社インテック

立山黒部貫光株式会社

日本海ガス株式会社

上田産業株式会社

立山合金工業株式会社

日本海建興株式会社

魚津観光開発株式会社

田中精密工業株式会社

日本海石油株式会社

株式会社魚津清掃公社

中越パルプ工業株式会社

日本鋼管株式会社

荏原興業株式会社

株式会社チューリップテレビ

日本高周波鋼業株式会社

大谷製鉄株式会社

辻建設株式会社

日本重化学工業株式会社

株式会社大林組

株式会社ディ・エス・ティ・マイクロニクス

日本製紙株式会社

大山開発株式会社

テイカ製薬株式会社

日本ゼオン株式会社

株式会社岡部

株式会社テルサ日本海ガス

日本曹達株式会社

鹿島建設株式会社

東亞合成株式会社

ハリタ金属株式会社

鐘紡株式会社

東洋ガスメーター株式会社

氷見観光開発株式会社

金原開発株式会社

東洋紡績株式会社

株式会社氷見村田製作所

川田工業株式会社

東ソー株式会社

株式会社ヒヨシ工業

関西電力株式会社

トナミ運輸株式会社

株式会社ヒラキストア

株式会社北日本新聞社

砺波工業株式会社

福岡観光開発株式会社

北日本物産株式会社

トナミロイヤルゴルフ株式会社

伏木海陸運送株式会社

北日本放送株式会社

富山化学工業株式会社

株式会社不二越

株式会社熊谷組

株式会社富山環境整備

藤沢薬品工業株式会社

呉羽観光株式会社

株式会社富山銀行

富士薬品工業株式会社

黒部クリーン株式会社

富山軽金属工業株式会社

北酸株式会社

株式会社ケンテック

富山県労働金庫

北星ゴム工業株式会社

コーセル株式会社

富山合金株式会社

株式会社北陸銀行

ゴールドウイン開発株式会社

株式会社富山西武

北陸コカ・コーラボトリング株式会社

御坊山観光開発株式会社

富山住友電工株式会社

北陸電気工事株式会社

株式会社小松製作所

富山県石油業協同組合

北陸電機製造株式会社

サカヰ産業株式会社

社団法人富山県測量設計業協会

北陸電力株式会社

サクラパックス株式会社

株式会社富山コクヨ

北陸スパーギルド協同組合

笹嶋工業株式会社

株式会社トヤマゴールドウィン

細川機業株式会社

佐藤工業株式会社

株式会社富山ゴルフ

前田建設工業株式会社

三協アルミニウム工業株式会社

株式会社富山新聞社

松下電子工業株式会社

塩谷建設株式会社

株式会社富山第一銀行

株式会社丸八

清水建設株式会社

富山地方鉄道株式会社

三菱自動車バス製造株式会社

ショウワノート株式会社

富山テレビ放送株式会社

三菱レイヨン株式会社

新日軽株式会社

富山日本電気株式会社

八尾観光開発株式会社

株式会社スギノマシン

株式会社富山村田製作所

株式会社山田写真製版所

株式会社千羽平ゴルフクラブ

長岡工業株式会社

株式会社リッチェル

大建工業株式会社

株式会社中村燃料商店

YKK 株式会社

太閤山観光株式会社

有限会社南砺衛生工業所

株式会社若林商店

（出捐時の企業名／五十音順

敬称略）
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とやま環境財団の活動を支えてくださるみなさま
（賛助会員）
【個人】 191 名
【 企 業 ・団 体 】
株式会社アースクリーン 21
株式会社アースコーポレーション
アースコンサル株式会社
アールタチバナ株式会社
アイオーティカーボン株式会社
株式会社アイカワ
株式会社アイザック環境事業本部
株式会社アイザック・オール
朝日印刷株式会社富山工場
有限会社朝日衛生社
朝日建設株式会社
旭産業株式会社
朝日電子株式会社
アサヒビール株式会社
アステラスファーマテック株式会社富山技術センター
安達建設株式会社
株式会社あつみファッション
株式会社アムテック
株式会社アリタ
アルコット株式会社
株式会社アルト
株式会社安全性研究センター
株式会社安全性研究センター 高岡
株式会社石金精機
石黒工建株式会社小矢部アスファルト工場
株式会社石橋
イシモト環境資源開発株式会社
有限会社石本商店
株式会社イトウ
伊藤ハムデイリー株式会社北陸工場
有限会社今井運送
射水工業株式会社
株式会社魚津清掃公社
株式会社碓井プランニング
株式会社エコ・マインド
株式会社エフテック
株式会社延楽
公益財団法人オイスカ富山県支部
株式会社大江鐡工
大谷製鉄株式会社
オーケー空調サービス株式会社
株式会社大阪屋ショップ
株式会社大澤商店
大高建設株式会社
株式会社大塚製薬工場富山工場
有限会社小矢部衛生工業
オリエンタル鋼業株式会社
花王ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｽﾀﾏｰﾏｰｹﾃﾝｸﾞ株式会社
株式会社カシイ
株式会社加積製作所
金岡忠商事株式会社
金原開発株式会社
株式会社金屋商事
6

株式会社金山産業
株式会社カネソ
株式会社上市清掃公社
神岡部品工業株式会社環境推進室
河上金物株式会社
川端鐵工株式会社
環境問題とやま懇話会
株式会社環境理研
環研令和株式会社
株式会社かんでんエルファーム
キクラ印刷株式会社
北日本印刷株式会社
木村産業株式会社
共和コンクリート工業株式会社富山工場
株式会社協和総商
窪江産業有限会社
クラリアント触媒株式会社富山工場
有限会社クリーンアクト砺波
株式会社グリーン・カルチャア
クリーン産業株式会社
クレハ運送株式会社
黒谷株式会社
黒部クリーン株式会社
株式会社ＫＥＣ
株式会社ケンテック
株式会社研磨ックス
株式会社廣貫堂 HSE グループ
株式会社公生社
有限会社幸林産業
株式会社黒東アメニティ公社
株式会社国土開発センター富山支店
有限会社古志建設運輸
五洲薬品株式会社
株式会社古城製作所
寿テクノス株式会社
株式会社米三
金剛化学株式会社
金剛薬品株式会社
近藤建設株式会社
境自動車株式会社
笹嶋工業株式会社
株式会社佐藤渡辺北陸支店
株式会社サプラ
三久建設株式会社
三協立山株式会社
三協ワシメタル株式会社
株式会社三恵ネット
株式会社サンコー
三光合成株式会社
三芝硝材株式会社
株式会社サンショウ
三晶ＭＥＣ株式会社
株式会社三進堂

サンズコーポレーション株式会社
三精工業株式会社
有限会社サンビソウ
ＪＸ金属三日市リサイクル株式会社
株式会社シー・エー・ピー
塩谷建設株式会社
株式会社シキノハイテック
志貴野メッキ株式会社
株式会社シマキュウ
株式会社シマダ
株式会社島田商店
有限会社清水重建
シミックＣＭＯ株式会社
十全美装株式会社
株式会社城東工業
昭和工業株式会社
昭和電工セラミックス株式会社富山工場
新栄システム株式会社
株式会社新興
新高清掃株式会社
シンコー精機株式会社
神通コンクリート工業株式会社
株式会社シンソーワ
株式会社新日本コンサルタント
新日本電工株式会社富山工場
新保軽合金工業株式会社
伸和工業株式会社
株式会社スカイ
株式会社すがの印刷
鈴木工業株式会社
株式会社住まい・環境プランニング
生活協同組合ＣＯ・ＯＰとやま
ゼオンノース株式会社
セキサンピーシー株式会社富山工場
株式会社セキノ興産
株式会社瀬戸
泉洋化工株式会社
第一共同印刷株式会社
第一交易株式会社
第一薬品工業株式会社
第一冷熱株式会社
ダイエー設備工業株式会社
ダイト株式会社
大道建設工業株式会社
太平ビルサービス株式会社富山支店
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱分析事業部
高岡アスコン合材センター
株式会社高岡ケージ工業
株式会社高岡市衛生公社
株式会社タカセキ富山
高野写真館
株式会社高野商店
株式会社タケシタ

富士ゼロックス北陸株式会社
竹田運輸倉庫株式会社
富山信用金庫
竹中産業株式会社富山営業所
富山スガキ株式会社
富士フイルムマニュファクチャリング株式会社富山事業所
たち建設株式会社
富山製紙株式会社富山工場
富士電機パワーセミコンダクタ株式会社
立山科学株式会社
富山総合ビルセンター株式会社
富士見産業株式会社富山支店
立山高原ホテル
富山ダイヤモンドモータース株式会社
株式会社フジムラ富山工場
立山製紙株式会社
富山通商株式会社
株式会社富士薬品富山工場
立山電化工業株式会社
富山電気ビルデイング株式会社
株式会社二葉金属製作所
立山土建株式会社
トヤマデンセツ株式会社
株式会社婦中興業
立山マシン株式会社
富山日産自動車株式会社
北産運輸株式会社
税理士法人 田中会計
富山日野自動車株式会社
株式会社ホクタテ
株式会社田中商会
富山北研水質管理株式会社
北陸管財株式会社
谷内工業株式会社
富山ヤクルト販売株式会社
北陸機材株式会社
株式会社ＴＡＮ - ＥＩ - ＳＹＡ
公益社団法人とやま緑化推進機構
株式会社北陸技研
中越合金鋳工株式会社
豊富産業株式会社
㈱北陸近畿クボタ富山営業所
中越精器株式会社
株式会社トンボ飲料
株式会社北陸銀行
中越パルプ工業株式会社高岡工場
株式会社ナガエ
有限会社北陸コピーサービス
中央薬品株式会社
中川運輸株式会社
北陸砂糖株式会社
中部機器株式会社
中村印刷工業株式会社
北陸電気工業株式会社
中部工営株式会社
株式会社南砺工業所
株式会社北陸電機商会
株式会社中部設計
株式会社新川ビルサービス
北陸電機製造株式会社
中部保全株式会社
有限会社新川リサイクルセンター
北陸電力株式会社
チューモク株式会社
有限会社西田環境保全センター
株式会社北陸電力リビングサービス
千代田工販株式会社北陸支店
西田工業株式会社
北陸ドラム工業株式会社
津根精機株式会社
日産物流株式会社富山支店
北陸ハイウェイ建設株式会社
デムラ工業株式会社
日東メディック株式会社
北陸ポートサービス株式会社
寺崎工業株式会社
日本安全産業株式会社
株式会社北国工業
デンカ株式会社北陸支店
日本オートリサイクル株式会社
堀井鉄工株式会社
戸出化成株式会社
株式会社日本海環境衛生社
株式会社マツダ
東亜薬品株式会社
日本海環境サービス株式会社
株式会社松本建材
とうざわ印刷工芸株式会社
日本海コンクリート工業株式会社
松本建設株式会社
東ソー・エイアイエイ株式会社
一般社団法人日本自動車連盟富山支部
丸新志鷹建設株式会社
藤堂工業株式会社
日本総合リサイクル株式会社
株式会社丸八
東邦工業株式会社
日本曹達株式会社高岡工場
マルマス機械株式会社
株式会社三田商会
東洋建設株式会社北陸支社（富山営業所） 日本たばこ産業株式会社富山支店
三豊工業株式会社
株式会社トーキン
日本道路株式会社北信越支店富山合材センター
株式会社ミツノ広告
株式会社とさ
株式会社ニュース
株式会社宮木製作所
株式会社鳥羽
有限会社入善環境センター
株式会社宮越印刷
富三建設株式会社
ＮＥＳ株式会社
株式会社ミヤシゲ
株式会社富冷
ネッツトヨタ富山株式会社
株式会社ミヤタ
株式会社富山育英センター
株式会社野手組
株式会社宮本工業所
富山エフエム放送株式会社
野村土建株式会社
ミユキ化成株式会社
富山カラーリング株式会社
株式会社ハナガタ
株式会社村尾地研
株式会社富山環境整備本社
株式会社パナケイア製薬
株式会社森崎
富山ｸﾞﾘｰﾝﾌｰﾄﾞﾘｻｲｸﾙ㈱
林建設株式会社
森永北陸乳業株式会社
富山県環境保全協同組合
速水発条株式会社
株式会社やぶうち商会
富山県軽自動車協会
ハリタ金属株式会社
山岡石材工業株式会社
一般社団法人富山県構造物解体協会
バルチラジャパン株式会社
ヤマト地質調査株式会社
一般社団法人富山県産業資源循環協会
公立学校共済組合富山宿泊所パレブラン高志会館
ユーシン建設株式会社
ＮＰＯ法人富山県自然保護協会
株式会社バロン
株式会社ユニゾーン
一般社団法人富山県自動車会議所
阪神化成工業株式会社
株式会社陽進堂
（一社）富山県自動車整備振興会
ＢＢＳジャパン株式会社
吉沢工業株式会社
富山県自動車販売店協会
美笑興業株式会社
株式会社ヨシダ
公益社団法人富山県浄化槽協会
株式会社日立製作所北陸支社
米沢工業株式会社
株式会社富山県寝具センター
ビニフレーム工業株式会社
米原商事株式会社
富山県生活協同組合
株式会社ヒヨシ
リードケミカル株式会社
富山県生活協同組合連合会
広井建材運輸株式会社
菱越電機株式会社
富山県タクシー協会
ファインネクス株式会社
株式会社リョーシン
公益社団法人富山県バス協会
福寿製薬株式会社
ＹＫＫ株式会社黒部事業所
富山県ホンダ会
株式会社福光組
ＹＫＫ ＡＰ株式会社黒部事業所
（一社）富山県緑化造園土木協会
富士安全硝子工業株式会社
ＹＫＫ ＡＰ株式会社滑川製造所
富山県レンタカー協会
富士化学工業株式会社
富山商工会議所
株式会社富士技研
株式会社富山食肉総合センター
富士コン株式会社
（令和３年７月１日現在 五十音順 敬称略）
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とやま環境財団の主な活動
身近な環境問題から地球規模までの幅広い環境問題の解決に向け、
県民、企業、行政が一体となって地域に根ざした環境保全活動に取
り組んでいくことを目的として、平成３年７月に設立されました。
2015年 に 国 連 サ ミ ッ ト で 採 択 さ れ た「 持 続 可 能 な 開 発 目 標
（SDGs）」達成にも資する各種取組みを進めています。
１

環境保全活動及び協働取組の推進
エコライフの実践事例を楽しみながら見聞・体験す

る「とやま環境フェア」を毎年開催しています。環境
フェアにおいては、SDGs の理解促進も図っています。
このほか、市町村との環境パートナーシップ形成や
みんなできれいにせんまいけ大作戦、フードドライブ
などの食品ロスの削減、地下水の守り人の活動支援に
取り組んでいます。
２

環境教育及び環境学習の推進
幼児期から（家族ぐるみで）エコライフの理解・実践・

定着を図ることを目的に、幼稚園・保育所等に地球温
暖化防止活動推進員を講師として派遣し授業を行う「は
じめてのエコライフ教室」を実施しています。
また、ナチュラリスト自然解説や環境教育資機材の
貸出しを行っています。
３

環境及び環境保全活動に関する情報収集、提供
県内で行われている、個人、NPO 等団体、学校、事業所等の環

境保全活動をより多くの方に知っていただくため、情報発信ホー
ムページ「エコノワとやま」を運営しています。
４

地球温暖化対策の推進
県内の10歳の児童（小学４年生）を対象に、エコラ

イフの理解・実践・定着を図ることを目的に、小学校
に地球温暖化防止活動推進員を講師として派遣し授業
を行う「とやま環境チャレンジ10」を実施するほか、
地球温暖化防止活動推進員の養成や研修会の開催に取
り組んでいます。
また、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」を促す新たな国民運動「COOL CHOICE」の賛同者を募集してい
ます。
５

環境経営システムの認証・登録、普及
エコアクション21地域事務局として、制度の普及啓発を図る

とともに、県と連携して指導講習を行うなど事業者の認証・登
録を推進しています。
8

富山県県土美化推進県民会議からのお知らせ
うるおいとやすらぎのある住みよい郷土を目指して！
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けるなかでも、環境美化活動には多くの方々に熱心に参
加いただいています。引き続き、「新しい生活様式」を踏まえ、密集・密接を避け、マスクや手袋を着
用するなどの配慮をしながら、清掃活動を実施しましょう。
去る４月22日には、県土美化推進功労者の表彰式が行われました。受賞者の皆様には、心よりお祝
い申しあげますとともに、率先した県土美化の実践に対して、敬意を表し、感謝を申しあげます。

知 事 表 彰
< 個人＞

1名

＜団体＞

４団体

窪田

美子 様

（魚津市）

加島町二区よらんまい会 様
東野尻ごみ対策委員会 様
シミックＣＭＯ株式会社富山工場 様
朝日町立さみさと小学校 様

（滑川市）
（砺波市）
（射水市）
（朝日町）

会 長 表 彰
＜個人＞

６名

活動実践者（３名）
掛田 武紀 様（小矢部市）
田中 芳弘 様（南砺市）
清水 隆朗 様（射水市）

＜団体＞

表彰式

団体の指導者（３名）
田口 俊雄 様（富山市）
大角 修一 様（高岡市）
清水 和弘 様（高岡市）

19 団体

（富山市）
上飯野新町町内会 様
（富山市）
上堀駅を愛する会 様
（富山市）
自衛隊富山地方協力本部睦友会 様
公益財団法人日本鳥類保護連盟富山県支部 様（富山市）
（高岡市）
国吉校下環境保健衛生協議会 様
（高岡市）
富山県立伏木高等学校 様
（魚津市）
天神山を守る会 様
公益社団法人 砺波市シルバー人材センター 様 （砺波市）

4月22日（木）県民会館にて

（南砺市）
平建設業協会 たいらクリーン会 様
（南砺市）
南砺市立上平小学校 様
富山県立新湊高等学校 ボランティア部 様 （射水市）
（射水市）
射水市サッカー協会 様
（射水市）
射水平野土地改良区 様
（射水市）
内川花壇愛好会 様
（射水市）
大島地区老人クラブ連合会 様
富山県電気工事工業組合呉西支部新湊地区会 様（射水市）
（射水市）
特別養護老人ホームこぶし園 様
（立山町）
立山町立雄山中学校 様
（朝日町）
朝日ロータリークラブ 様

皆様の活動内容はこちら

→ http://www.tkz.or.jp/bika/seturitu.html

～ 今年もやります！『みんなできれいにせんまいけ大作戦』～
美しい海岸を将来にわたって守っていくため、７月から12月までの期間、上流から下流まで県内全
域を県民、関係の皆さんが連携して清掃美化活動を推進する運動『みんなできれいにせんまいけ大作
戦2021』を展開しています。
富山県の海岸に流れ着く「ごみ」の８割は県内で発生し、川から海
に流れ出たものです。
わたしたちの生活と深く関わっている海洋ごみ問題。
一人ひとりができること、はじめてみませんか？
詳しくはこちら→

https://www.pref.toyama.jp/1705/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00021617.html

キックオフイベントでの
清掃活動の様子

（7 月 4 日（日）射水市六渡寺海岸）
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富山県の環境関連施策の紹介
ター

環境科学セン

オンラインで「エコ・ラボとやま」を
見学してみよう！

環境科学センターでは、環境について、見て・ふれて・
学ぶ施設「環境楽習（がくしゅう）室エコ・ラボとやま」
の Web 版を新たに作成しました。
Web 版は24時間オープンしています！
皆さんのゆったりとした「おうち時間」に、ぜひ見学し
てみませんか？

１ アクセス方法
「エコ・ラボとやま」で検索又は環境科学センターホームページの新着情報からアクセスして
ください。

２ Web サイトの内容

海岸漂着物の現状
ぜん

いき

ひょうちゃく

富山県の海岸には、ほぼ全域にわたってごみが漂着しています。
漂着物には、ペットボトル、プラスチック、発泡スチロールなど
の人工物や、ヨシ・アシ類、流木、刈草などの自然物が多く見られ
ます。
じん

・施設全体の紹介動画

こう

るい

ぶつ

りゅうぼく

はっ

ぽう

し

ぜん

かり くさ

富山県の海岸に漂着しているごみの量は？

ち

当センターの取組み、マイクロプラスチッ
ク、地球温暖化などに関するパネル掲載（PDF
形式でダウンロードできます。）

だん

か

さん ぎょう かく めい

ペットボトル、発泡スチロール、
苗木ポットなど

自然物

1970年～2000年の間に
急激に上昇

特に、近年（1970年～2000年）
は急激な上昇が見られます。
世界の平均気温がなぜこんなに
上昇しているのでしょう？

図. 観測された世界平均地上気温（陸域＋海上）の偏差（1850～2012年）
出典：環境省

H24富山県調査

海岸一面に広がるアシ類

ＣＯ２ の増加と地球温暖化のメカニズム

ちょうさ

・展示コーナー

きゅう おん

上昇する世界の気温-地
地 球温暖 化 産業革命が始まった1880年から
2012年までの間、世界の平均気温
は0.85℃上昇しました。

人工物

エ コ・ラ ボ と や ま の 概 要（ 富 山 県 の 公 式
YouTube動画）

ぶつ

調査したすべての海岸で人工物や自然物の漂着ごみが流れついていました。
ぶくろ
ろく ど じ
い みず
最も多い海岸（射水市六渡寺海岸）では、100㎡あたりに45リットルのごみ袋で
53袋分もの漂着ごみがありました。

県内３海岸における人工物の漂着ごみの割合（個数）
0.4%
1.1%
0.2%
0.4%
0.7%

松田江浜（氷見市）
7.2%

0.9%
1.2%
1.1%

岩瀬浜（富山市）
六渡寺海岸（射水市）
0.7% 0.6%
6.4%
0.1%

13.6%

①

Ｃ Ｏ ２ の 増加

420

2018年の世界の平均濃度は、前年と比べ
て2.3ppm増えて407.8ppmとなっており、
1750年以前の平均的な値とされる278ppmと
比べて、47%も増加しています。

18.6%

5.9%
31.5%
76.6%

CO2濃度
(ppm)

産業革命以降、人間は石油や石炭などの
かせきねんりょう
化石燃料を大量に燃やして使用することで、
に さん か たん そ
大気中への二酸化炭素（CO2）の排出を急
速に増加させてしまいました。

人工物の漂着ごみで多いものは ？

410
400

390

青色は月平均濃度、赤色は
季節変動を除去した濃度

380
370
360
350
340

年
世界各地の観測データから解析したＣＯ2平均濃度

58.2%

0.7%

出典：気象庁

73.4%

0.7%

H24富山県調査

②

地球温暖化のメカニズム

おんしつ こう か

–二酸化炭素などによる温室効果-

し

人工物の漂着ごみの中ではプラスチックが一番多く、約６割以上を占めています。
くだ
し がい せん
プラスチックは太陽からの紫外線や波により細かく砕けることで、マイクロプラス
チックの発生につながります。

・映像コーナー
環境省の「2100年の天気予報」動画（外部リンク）など

大気中の二酸化炭素などは温室効果
ガスと呼ばれ、地表から出ていく赤外
線を吸収し、熱として大気に蓄積し、
再び地球の表面に戻り表面付近の大気
を暖めます。

地球の平均気温を約
14℃に保ってくれる
温室効果がないと、
平均気温－19℃に

大気中の温室効果ガスが増えると
温室効果が強まり、地球の表面の気温
が高くなるのです。
出典：経済産業省

＜実物の「環境楽習室エコ・ラボとやま」もどうぞ＞
いつでも誰でも気軽に訪れることができるよう平日は
常時開館としておりますので、多くの皆様のご来場をお
待ちしております。
（10 名以上の団体の見学は、事前予約をお願いします。）
場

所：射水市中太閤山 17- １（富山県環境科学センター内）

開館時間：９時から 16 時 30 分まで（土・日・祝日、年末年始は休館）
お問合せ：TEL 0766-56-2835
Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.pref.toyama.jp/1730/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00022729/index.html
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環境政策課

市民参加型広域モニタリング調査の実施について
～セミなどの投稿大募集！～
「気候変動」によってセミをはじめとした身の回りの生物の分布や種類が変わってきているので
はないかと言われています。

富山県も構成員となっています気候変動適応中部広域協議会では、中部７県（富山、石川、福井、

長野、岐阜、愛知、三重）における市民参加型の生物調査を実施します。

生物調査はスマートフォンアプリ“iNaturalist”を用いて行います。ご自身のスマートフォン

やタブレットにアプリをダウンロードいただき、身の回りの生き物の写真や鳴き声の音声を投稿
してください。アプリのダウンロード、利用は無料※ですので皆さまふるってご参加ください。
投稿イメージ（セミの場合）
種名

ヒグラシ

ツクツクボウシ

鳴き声

カナカナ
カナ…

ツクツクオーシ、
ツクツク
ジジジジジ…
オーシ…

活動
時期

７月～９月頃
早朝と夕方

７月～11月頃
午前中～夕方

アブラゼミ

アプリのダウンロード

ミンミンゼミ

クマゼミ

ミーンミン
ミンミー…

シャーシャー
シャー
シャー…

７月～10月頃 ７月～10月頃
７月～９月頃
早朝、
午前～午後
早朝～午前中
午後～夕方 （地域性あり）

iPhone の
方は
こちら
Androidの
方は
こちら
※ダウンロードやご利用時にかかる通
信費（パケット代）は利用者のご負担
となります。

詳細については次のＵＲＬをご確認ください。（http://chubu.env.go.jp/earth/ad_nature.html）

自然保護課

ジュニアナチュラリスト養成コースを
開講しています！！

小学４年生から中学３年生の児童生徒を対象に、３年ぶりとなるジュニアナチュラリストの養

成コースを NPO 法人富山県自然保護協会と連携して、開講しています。受講者は、森の生き物

や水生生物についての講義や自然観察に加え、外来植物の除去活動も体験するなど、自然の面白
さや大切さを楽しく学んでいます。

県では引き続き、子ども達が自然と触れ合い、親しむことができる機会を提供することを通して、

自然保護思想の一層の普及啓発を図ってまいります。

※写真は過去の養成コースで撮影されたものです。
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県内各市町村の取組みの紹介（高岡市）

～ 健やかで美しく豊かな環境共生のまちの実現を目指して ～
高岡市は、庄川・小矢部川や二上山・西山丘陵そして雨晴海岸など水と緑が織りなす美
しく豊かな自然と越中万葉の故地で国宝瑞龍寺などがある、長い歴史の中で培われた薫り
高い伝統と文化に恵まれたまちです。

１ 地球温暖化防止活動の拡大
太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入促進のため、住宅に蓄電池付き太陽光発電システムや
V2H（Vehicle to Home*）システムを設置する方を対象に補助制度を設けています。また、環境負
荷の少ないエコライフスタイルの啓発や幼少期からの環境教育の充実を図っています。

保育園での環境教室

とやま環境フェアの出展ブース

*V2H：電
 気自動車に蓄えた電気を家庭でも使用できるようにするシステム。太陽光発電と連携させるものもある。

２ 資源循環事業の充実
資源効率化や３Ｒを推進し、環境への負荷ができる限り低減された循環型社会の形成を図っていま
す。家庭で余っている食品を提供いただき、福祉団体等に寄付するフードドライブ事業や「使用済み
年賀はがき」・「使用済みわりばし」を紙にリサイクルし、小・中・特別支援学校、こどもエコクラブ
に登録している幼稚園・保育園に寄贈しています。

フードドライブ

学習用再生紙の贈呈式

３ 地域共生社会の展開
四季折々の花と緑が満ちあふれた快適な自然空間や美しい都市景観の形成、美しいまちづくり等、
まちの快適性の向上を図っています。市内の小学生を対象に企業の社有林での自然体験学習会や美し
いまちづくり推進員の協力を得た清掃美化活動を実施しています。

企業の社有林での自然体験学習会
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雨晴海岸での清掃活動

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

野間喜代美さん（富山市）
コロナ禍と共に地球温暖化という災害が私たちを直撃

し続けています。どんな時でも地球温暖化防止活動は推
進していかなければという思いで“チャレンジ10”や“は

じめてのエコライフ教室”の事業に関わってきました。
コロナの蔓延を防ぐのと同じように、将来を担う子ども
たちに地球温暖化の現状を知らせ、防止に向けての活動
を推進してもらうことは、地球での生活を維持していく
ためにも必要不可欠なことです。

授業の際には、次の点を心がけています。
①

伝えたいことは何かを絞る（地球温暖化の現状と対策、今できること）

③

子どもたちが参加できる学習にする

②

伝わりやすい言葉、道具を選ぶ

４年生では、この１時間をきっかけとして、「総合の時間」に発展させて学習する姿を目の当たりに

し、子どもたちのパワーに圧倒されました。幼児では、地球温暖化防止の大切さを教えるのに助けとなっ
たのが、「もったいないのはどっち？」の大型絵本です。

もったいないという感覚をもつことが地球温暖化防止推進の第一歩です。また、ごみを分別すると、

物がごみではなくなるというマジックは幼児を驚かせ、活動の原動力となりました。子どもたちとの

出会いを通して、彼らは地球環境を守る大人になることを確信しました。私も負けてはいられません。
情報収集を心がけ、活動していきたいと思っています。

室谷

智さん（高岡市）

2008年から高岡市役所に勤務することになり、７年間にわたり環境に関する業務に従事しました。

その後、2015年より現部署にて消費生活の向上など、４R の推進や食品ロスの削減に取り組んでいます。
環境部局から異動した際に、これまでの経験を活かして活動を続けていきたいと考え、地球温暖化防
止活動推進員として取組みを続けています。

これまでの環境に関わる仕事では、子どもたちを対象とした、こどもエコクラブや環境チャレンジ

10の事業が印象に残っています。2010年には担当していたこどもエコクラブの壁新聞が県代表となり、
全国大会に行くことになりました。出前講座などで子どもたちと触れ合っていたこともあり、東京ま
で同行することになっていました。しかしながら、全国大会の直前に東日本大震災が起き、その年の
全国大会は中止となりました。この震災を転機として、国民全体に自然エネルギーに対する関心が高まっ
てきたように思われます。

さて、現在は新型コロナウイルス感染症が猛威をふるっ

ており、世界中で大きな混乱が生じています。このよう
な時だからこそ、目標を見失わないように必要な事を見
極めて取り組んでいかなければならないと思います。全

世界一丸となって、SDGs に代表される、誰一人取り残す
ことのない世の中を実現するために、より多くの方に環
境に関心を持っていただくため、今後も地球温暖化防止

活動推進員としての活動に取り組んでいく気持ちを強く
しています。
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ナチュラリスト活動場所紹介
活動場所紹介2回目は、立山弥陀ヶ原です。多くの人が通り過ぎてしまいがちなこの場所の
魅力を、弥陀ヶ原の魅力を知り尽くしたナチュラリストの方から紹介して頂きました。
薬師岳

立山カルデラ

弥陀ケ原

ザラ峠

立山・雄山

富山湾から眺めた弥陀ヶ原

富山湾から望む3000m 級の立山連峰は世
界に誇る絶景です。眺める稜線から目線を
少し降ろすとなだらかな弥陀ヶ原が見えま
す。弥陀ヶ原は標高1600～2000m に広が
る溶岩台地で、2021年７月に大日平と一帯
で「立山弥陀ヶ原・大日平」としてラムサー
ル条約に登録されました。年間降水量は5～
左の台形の右端が雄山です。低くなっているところがザラ峠です。
6000mm、湿地末端の500m の岩壁から称
なだらかな斜面が弥陀ヶ原です。噴火あとのくずれた跡が立山カ
名滝（落差350ｍ）やハンノキ滝（落差500
ルデラです。右端のなだらかな山が薬師岳です。
ｍ）が流れ落ちます。

雪原散策／不動滝
根雪期間は11月中旬～６月下旬で、４月下
旬～５月下旬頃は雪原を散策で楽しむことが
できます。この時期は雪の上を自由に散策で
きるので、この期間のみ弥陀ヶ原から不動滝
を眺めることができます。不動滝へは弥陀ヶ
原バス停からなだらかな雪原を北西へ、根本
雪原散策
不動滝
が雪で覆われ傾いたオオシラビソや雷鳥の糞
などのフィールドサインを見ながら１時間近く歩くと、一の谷から称名峡谷に落下する不動滝を見る
ことができます。雪解け時は水の勢いがあり迫力ある風景を眺めることができます。荒天時は方向が
わかりにくくなるので、視界が良い時にお出かけください。

木道散策／６～９月

オタマジャクシのガキの田

雪解けの６月中旬頃からようやく木道を歩くことができます。
この時期にはガキの田広場に向かう最初のガ
キの田（池塘）にオタマジャクシを確認でき
ます。この成体はアズマヒキガエルで、夏の
夜には標高1930m の宿泊施設玄関にエサの
蛾などを求めて現れます。人間が近づいても
すぐに逃げず動きは遅いです。

アズマヒキガエル

高山植物は、雪が解け始めるとガキの田（池塘）の中にスゲの仲間のミヤマホタルイの花、周りに
はワタスゲの花が咲き、花の時期を迎えます。ワタスゲの花は目立たないですが、綿毛が揺らぐ頃の
様子は弥陀ヶ原の美しい風景となります。湿原ではゼンテイカ（ニッコウキスゲ）
・タテヤマウツボグサ・
イワショウブ・イワイチョウなどが、森林の地表面ではゴゼンタチバナ・ミツバオウレン・キヌガサ
ソ ウ な ど が、 次 々
と彩りを添えます。

ワタスゲの綿毛
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ゼンテイカ（ニッコウキスゲ）

タテヤマウツボグサ

高山植物だけでなく、木道では
すばしこいオコジョが突然現れた
り、思いがけない生き物との出会
いもあります。また夏の後半には
ベニヒカゲが人間に寄って留まっ
たり、コヒョウモンが乱舞する光
景を目にすることもあります。

オコジョ

コヒョウモン

紅葉はイワイチョウやヌマガヤの草紅葉か
ら次第に始まります。ウラジロナナカマドや
ヤマウルシの赤、ミネカエデやダケカンバの黄、オオシラビソなど常緑樹の濃緑やチシマザサの淡緑
など鮮やかな色彩がとても綺麗です。見頃の10 月上旬～中旬はバス停に長い列ができるほど多くの人

紅葉散策／９月下旬～ 10 月下旬

弥陀ヶ原バス停周辺

が訪れます。また、標高1610m の弘法バス停から七曲りの木道を
歩くと、紅葉した階段状の台地の北西方向には富山平野や富山湾を
眺めることができ開放感が味わえます。
10 月下旬には弘法から八郎坂を下ると称名滝を眺めながら500ｍ
の垂直岩壁の紅葉を楽しむことができます。さらに初雪が降ると雪
の白がさらに加わり一層鮮やかになります。
七曲り

今年も弥陀ヶ原では、ゴールデンウィーク、６月の土日、７月４日～10 月11日に富山県自然解説
員が無料で案内を行っています。私たちと一緒に広大な自然の中を歩いてみませんか。

弥陀ヶ原エリアマップ
自由散策コース
内回りコース
所要時間：1 時間

●

A

B

E

F

G

A

外回りコース
所要時間：1 時間 20 分～ 2 時間

●

A

B

C

D

E

F

G

A

カルデラ展望コース
所要時間：40 分

●

A

H

A

富山県自然解説員

佐伯

正己
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お し ら せ
EA21 自治体イニシアティブ・プログラム
参加事業者募集中！

地球温暖化防止活動推進員
養 成 講 座 受 講 者 募 集 中！

エコアクション21（環境省が策定
した中小企業向けの取り組みやすい
環境経営システム）の認証・登録を目
指 し ま す。申込締切 は、
9月17日（金）です。

富山県知事からの委嘱を受け、現在 87 名の推進
員が、県内において地球温暖化防止に関する普及
啓発や環境保全活動に取り組んでいます。今年度 2
年ぶりに養成講座を開催します。あなたも推進員に
なって講師やイベントスタッフとして活動してみま
せんか？
★募集締切は、8 月 16 日（月）です。
＜詳細はホームページをご覧ください。＞
http://www.tkz.or.jp/index.html

＜詳細はホームページをご覧ください。＞
http://www.tkz.or.jp/ea21/ea21.html QRコード▶

リレーフードドライブ

QRコード▶

参加団体募集中！

クールチョイス（COOL CHOICE）

「手付かず食品」の有効活用策となる「フー
ドドライブ」について、県民の認知度の向上、
取組みの浸透・拡大を図るため、県内全域で
「とやまリレーフードドライブ・キャンペー
ン」を実施しています。あなたの街や会社、
団体でもフードドライブに取り組んでみませ
んか？期間：令和 3 年 6 月～令和 4 年 3 月

賢い選択

未来のために、いま選ぼう！
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」を促す新たな
国民運動「COOL CHOICE」
！
賛同者を募集しています。

＜詳細はホームページをご覧ください。＞

https://www.pref.toyama.jp/1705/20210603fooddrive.html

QRコード▶

クールチョイスの宣言はこちらから▶

とやま環境財団では、
環境出前講座を実施しています！

皆様のご賛同が
「とやま環境財団」
をささえます！

学校での総合的な学習の時間や環
境教育、地域の婦人会や自治会の会
合などで、この出前講座をご活用く
ださい。

令和３年７月１日現在

＜詳細はホームページをご覧ください。＞
http://www.tkz.or.jp/con10.html
QRコード▶

http://www.tkz.or.jp/mailmaga/gaiyou01.html

賛助会員数

個人 191 名
企業・団体 346 社

申込方法はこちら
QRコード▶

表紙写真「未来に向かって」
５月、美女平の原生林では、長く厳しい冬を乗り越え、雪解けを待ってブナの巨木が一斉に目ざめる。生長はゆっくり
だが、足元にはミネラルをたくさん含んだ落ち葉が堆積し、地衣類の美しい幹に栄養を蓄え、空高く枝葉を広げていく。
この美しい森を、自然をいつまでも守っていきたいものである。

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 : tkz8@tkz.or.jp

富山県自然解説員 R.S（高岡市在住）

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。

