
環境と人の共生
発行／公益財団法人とやま環境財団

新年を迎えて
公益財団法人とやま環境財団
理事長　新木　富士雄

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様方には、お揃いで良いお正月をお迎えのことと
お慶び申し上げます。
　また、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。
　さて、本年の干支は「甲午（きのえ・うま）」でござ
います。午年の馬は、「物事がうまくいく」「幸運が駆
け込んでくる」など縁起の良い動物と言われています。
　待望の北陸新幹線開業まであと１年余りとなりまし
た。また昨年９月には、2020 年東京オリンピック開
催が決定しました。午年の今年を、ぜひ飛躍の年とし
たいものです。
　私どもの財団は、平成３年に、地域に根差した環境
保全活動を展開し、美しく住みよい富山県の創造に寄
与することを目的に設立されました。昨年４月からは
公益財団法人に移行し、これまで以上に各種事業に積

極的に取り組んでいるところであります。
　環境問題は、ごみ等の身近な問題から地球温暖化と
いう世界規模の問題、更には昨年はＰＭ２．５という微
小粒子状物質の問題が注目されるなど、実に幅広くなっ
ています。
　このように、年々多様化する環境問題は、私たちの
日常生活や事業活動に深く関わっており、県民の皆様
一人ひとりが自分の問題として考え、意識を高めてい
くことが大切であります。
　お陰さまで、「住宅用太陽光発電システム」の導入や

「エコドライブ」「３Ｒ」の取組みが県民の間で着実に
広がってきております。
　特に、県が平成 20 年から全国に先駆けて取り組ん
だ「レジ袋無料配布廃止」活動は、更にステップアッ
プし、昨年 10 月に「エコ・ストア」制度としてスター
トしました。今後は県民総参加の運動として、富山県
とともに推進していきたいと考えております。
　なお、本財団は、本年も県民の多くの皆様に環境問
題への意識をより深めていただけるよう、身近で具体
的な環境活動の事例紹介など、普及啓発活動を行って
まいります。
　新年を迎え、役職員一同、気持ちを新たに努力して
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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　日常生活の中から、ごみや二酸化炭素等の排
出を極力抑制する取組み（エコライフスタイル）
を促進するため、県内 10 市においてエコライフ・
イベントが実施され、循環型・低炭素社会の構
築に向けての普及啓発が行われています。
　当財団も、各市のエコライフ・イベント会場
に出展させていただき、パネルによる財団の事
業紹介や太陽光でお湯を沸かすソーラークッ
カーの展示、豆電球とＬＥＤのエネルギー比較
器を用いた実演などを行いました。また、来場
者の皆さまに環境クイズに参加をしていただき、
より身近なところから「地球温暖化防止」につ
いて楽しく考えていただきました。

　夏休み期間等を利用して、川のいきもの・水
辺のすこやかさ調査を、県内の 2 ヶ所の河川に
て行いました。
　水辺のすこやかさは、環境省が作成した「水
辺のすこやかさ指標（みずしるべ）」を元に、快
適な水辺であるかどうかを調べました。また、
川のいきもの調査では、水のきれいさや、川の
上流・中流・下流によって生息している生き物
が違うので、参加者の皆さんも興味深そうに観
察していました。
　豊富な水に恵まれた富山県です。今後も、こ
の水を守り続けるために水環境の保全に努めて
いきましょう。

　平成 25 年 8 月 21 日（水）、第 2 回推進員実
地研修を行いました。
　今回は、「再生可能エネルギーを巡るバスツ
アー」ということで、はじめに「富山太陽光発
電所ＰＲ館」を訪れました。ここでは、太陽光
発電の仕組みや特色などについて学びました。
　その後、「土遊野」へ移動し、見晴らしのよい
高台での昼食後、橋本順子さんの説明を受けな
がら、小水力発電、有畜循環型農業、アイガモ
農法などを見学しました。
　再生可能エネルギーの宝庫のような土遊野と、
パワフルな橋本さんに刺激を受け、みなさん大
満足の様子でした！

　快適でうるおいのある海岸環境を創出するた
め、６月１日から９月 30 日までを県民大運動

「みんなできれいにせんまいけ大作戦」期間とし、
沿岸市町及びその上流エリア・関係団体等と連
携して、流域一体となった清掃美化活動を行っ
ています。今年は県内 15 市町村で、約 40,000
人の参加がありました。
　8 月 4 日に入善町芦崎さわやか海岸で開催し
た海岸特別清掃では、清掃活動を実施するとと
もに、参加した子供たちを対象とした「ヒラメ
の稚魚放流」等を行いました。楽しみながら清
掃活動を行い、美しい海岸環境の維持を実践し
ていきます。

10 市エコライフイベントへ出展しました！ とやま川の健やかさ調査事業

第 2 回推進員実地研修を開催しました！みんなできれいにせんまいけ大作戦！

初めて見る生き物の発見に大興奮！！
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　平成 25 年 12 月 14 日（土）、富山県総合福祉会館サンシップとやま福祉ホールにて、地球温暖化防止県
民大会を開催しました。環境とやま県民会議会長表彰、とやまストップ温暖化アクト賞の表彰式の後、ウォー
ムビズファッションショーを通して、会社や家の中で使えるあったかグッズをご紹介しました。また、「ウォー
ムシェアとやま」キャンペーンと題して、ご当地鍋の試食会を行い、温かさを共有することでエネルギーを
節約するという新しい省エネスタイルを体感しました。

◆ウォームビズファッションショー等にご協力いただいた企業、団体様◆
・オーアイ工業株式会社様　　・カターレ富山ダンスチーム「Leap-Blue」様　・株式会社ゴールドウィン様
・富山テレビ放送株式会社様　・ミズノ株式会社様　　　　　　　　　　　ご協力ありがとうございました！

　平成 25 年 9 月 8 日（日）、日
本でも有数の大峡谷の一つ、黒
部峡谷・欅平周辺においてナチュ
ラリスト研修会を行いました。
研修日直前に降った大雨により、
急遽「祖母谷温泉地獄」がコー
スから外れましたが、中部山岳
国立公園内にある黒部峡谷・欅
平の特徴や解説する際のポイン
トとテクニックを、現地にて研
修しました。
　また、改築され７月からオー
プンした欅平ビジターセンター
にて、展示パネルや映像により
黒部峡谷の自然と植生なども学
びました。
　研修に参加されたナチュラリ
ストの皆さん、本当にお疲れ様
でした！

　来期（平成 26 年 4 月から 2
年間）の地球温暖化防止活動推
進員養成講座を全 5 回で開催す
ることとし、現在第 4 回まで終
了しました。
　今回の養成講座では、座学に
よって温暖化への理解を深める
だけでなく、「とやま環境フェア
2013」でのスタッフ協力など
を通し、現推進員と交流したり、
実際に推進員になった際の活動
を体験していただいています。
　最終回である第 5 回養成講座
は 2 月 15 日（土）に開催予定
です。

　県内の企業を対象にした「環
境保全技術講習会 & 節電・省エ
ネセミナー」を平成 25 年 11 月
22 日（金）にサンシップとやま
福祉ホールにて行いました。
　県の担当者による、大気汚染
防止法の改正内容等、水質汚濁
事故の未然防止対策と事故時の
対応などの説明や、コマツキャ
ステックス（株）による事例発
表を行ったほか、（一財）省エネ
ルギーセンター　エネルギー使
用合理化専門員の井上光治氏を
お招きし、工場・事業場におけ
る省エネ・節電の進め方と具体
的な方策等について、ご講演を
いただきました。

ナチュラリスト研修会
in　黒部峡谷

地球温暖化防止活動推進員
養成講座

環境保全技術講習会
節電・省エネセミナー

地球温暖化防止県民大会を開催しました！
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　弊社は、明治 36 年に越中売薬業界に金属製容器を
製造供給する目的で創業し、昭和 51 年にはアルミ箔
加工業に進出し、同時に昭北ラミネート工業（株）に
社名変更しました。現在は医薬品用アルミ加工箔と電
子部品用加工箔の生産を行っています。
　平成 17 年からはエコアクション 21 の認証を受け、
環境経営活動に取り組んでいます。アルミ箔屑は確実
な管理のもと、裁断・焙焼させ不純物が除去された後
にプレスされてアルミ缶として再利用されています。
　平成 23 年には、環境負荷削減を目的に排熱回収も
兼ね備えた揮発性有機化合物処理装置を本社工場に導
入し、ＶＯＣ除去効率 96％以上を達成しました。
　また、会社全体での省エネ活動の推進を目的に外部
機関を活用し、活動の継続的改善と省エネ技術の向上
に繋げています。
　今後も会社周辺の清掃活動等の社会貢献活動を通じ
て、環境意識の向上に取組んでいく方針です。

　私たちアーキジオは、企業活動と自然環境の調和
を目指し、地域社会と協調した環境保全活動を推進
するため、2008 年に「エコアクション 21」の認証
を取得しました。
　今年度は、環境活動の一環として、二酸化炭素排
出量の削減につながるグリーンカーテンを本社に設
置しました。また、つる性植物としてパシフィック
支店に縁のあるゴーヤを選んだことから、思わぬ楽
しみが生まれました。「お～、なっとるよ～」と休憩
がてらにゴーヤの生育状況を観察したり、休日も交
代で水やり当番を決めたりと、昔懐かしい子どもの
頃を思い出させ、仕事で忙しい中にもほっと一息つ
ける時間と空間を創造してくれました。
　収穫したゴーヤは社員で分けて持ち帰り、ゴーヤ
チャンプルーなどに調理しておいしく頂くことがで
きました。今後も、社員全員で無理なく楽しく環境
活動を推進していきます。

　当法人は、でんき宇奈月プロジェクト実行委員会とし
て 2009 年 7 月に設立され、2013 年 7 月に法人化し「一
般社団法人でんき宇奈月プロジェクト」となりました。
　電源開発と共に発展してきた宇奈月温泉において、自
然エネルギーと電気バスによる公共交通事業を導入し、
宇奈月温泉を先進的なエコ温泉リゾートとして観光客を
誘致するとともに、エネルギーの地産地消による自立し
た地域づくりを推進することを目指しています。
　昨年度からは、時速 19 ｋｍ以下で走行する電気バス

（愛称：ＥＭＵ［エミュー］）を試験的に運行しています。
　地域住民と共に、小水力発電や温泉を利用した温度差
発電・温泉発電など、地域資源の利活用により地域活性
化を図り、自然エネルギーによる公共交通システムの形
成に向け活動を展開しています。

　弊社、株式会社藤井産業は富山市婦中町にて採石業
を営んでいる会社です。
　農家の方々の田畑をお借りし、原石を掘り出し、山
土砂で埋め戻し、田畑を現状復帰しお返しするという

「陸砂利採取」という方法を行っています。また、原
石は弊社プラントにて選別・砕石し、コンクリートの
骨材や、アスファルトの骨材等として販売しています。
　このような事業は、重機やダンプ・砕石機械等を使
用するため、少なからず自然環境に負荷をかけるもの
として自覚をしていました。
　その負荷を少しでも減らせないかと模索していたと
ころ、環境省策定の「エコアクション 21 」を知り、
平成 17 年より取り組み始めました。
　当初は、まだ環境マネジメントシステムもメジャー
ではなく、社内に浸透させるのには苦労しましたが、
3 ヶ年計画で「CO2 の 5％削減」を目標にし、現在で
は取り組み当初より約 12％の削減を達成しています。
　社員一人一人の意識にも「eco」精神が根付いたよ
うに思います。

一般社団法人でんき
宇奈月プロジェクト

株式会社
アーキジオ

昭北ラミネート工業
株式会社

株式会社
藤井産業
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　「とやまエコ・ストア制
度」に登録したイオンでは、
環境保全活動の発信に加
え、地域の小・中学生を
対象に、環境学習をはじ
め社会的ルールやコミュニケーションを学ぶ場として

「イオンチアーズクラブ」を開催しています。高岡南店・
高岡店では、現在 32 人のメンバーが 2 ケ月に１度集
まり、今年度のテーマ「エネルギー」について学習し
ています。
　このように次代を担う子どもたちの“気づきの体験”
を支援することが持続可能な社会の実現に必要であり、
地域と共生する企業への期待される役割ではないかと
イオンは考えています。

　弊社は、平成 8 年に
アルプラザ小杉、平成
12 年にアルプラザ富
山を開店して以来、県
民の皆様の多大なるご愛顧を賜り、大変お世話になっ
ております。
　全社員が定期的に環境教育を受け、節電・節水、包
装資材や食品廃棄物の削減等に取組み、国際規格で
ある ISO14001 の認証を得ています。中でも「店頭
回収リサイクルの推進」に力を入れており、昨年度
は、牛乳パック、各種食品トレー、ペットボトルを計
27,169Kg 回収し、トイレットペーパーや制服、カー
ペット、文具等にリサイクルしています。
　限りある資源の有効利用のため、今後もリサイクル
の普及啓発運動を拡大し、新聞・雑誌等の古紙回収リ
サイクルも計画を進めています。

　低成長時代になると、環境問題よ
りも景気対策に関心が向けられが
ちになります。ですが、近年の長ら
く続く不況下においても、財団では、

「環境フェアの開催」など地道に普及啓発を続けていま
す。中国のＰＭ２．５による大気汚染のニュースを聞く
たびに、環境が保全されている美しい富山県に住んで
いることを喜んでいるこの頃です。
　日本は、ようやくデフレ経済不況から抜け出し、産
業活動、日常生活活動が再び活発になろうとしていま
す。それらに伴い、地球温暖化など多くの環境問題が
発生してくると思われますが、財団の活動に期待して
います。

　わたしが環境教育に出会ったの
は 1992 年。ちょうどリオ・デ・ジャ
ネイロで地球サミットが開催され、
世界中で環境への取り組みが本格
化した年でした。
　以来 20 年、富山県内でいくつかの市民団体を設立
したり、県内外の団体や機関とネットワークしたりし
ながら、自然体験や地域づくりなどの幅広い環境教育
活動を続けています。
　財団との協働でデータベースを作成したり、毎年の
アースデイ・イベントに出展協力をいただいたりもし
ています。NPOと財団との協働がさらに深まり、県
内の環境意識がいっそう高まるよう、お手伝いできれ
ばと願っています。

　当社は、今年
度、地球温暖化
防止や水資源の保全など、たくさんの恩恵を与えてく
れる森林に感謝の気持ちを込めて、創業の地である高
岡市（とやま・ふくおか家族旅行村）で森づくり活動
を開始しました。毎年 500 本の苗木を５年間植樹し、
下草刈などの維持活動を 15 年間継続して森林保全活動
を推進します。
　11 月に記念式典と植樹を行い、従業員とその家族の
ボランティア（約 100 名。うち、子供 30 名）で、コ
ナラやクリなどを植えました。子供たちには、今回の
活動をきっかけに、自然へのやさしさ、思いやりの心
を育んで欲しいと願っています。

　YKK 黒部事業所では、創
業以来一貫して追及してき
た未来工場の姿「森の中の
工場」を具現化するために、
黒部本来の自然（原風景）
を再現する「ふるさとの森」
作りを 2008 年から取り組
んでいます。黒部川扇状地に育成していた樹種 20 種
類の苗木約 2 万本を、従業員やその家族だけでなく、
地域の方々にもご協力いただき植樹しました。
　この ｢ふるさとの森｣ は黒部地域の生物多様性保全
に貢献するとともに、黒部の環境を学習・研究する場、
子どもの遊び場・教育の場、地域交流の場、観光資源
の場として開放しています。

ＹＫＫ株式会社
黒部事業所

三協立山
株式会社

安倍　清さん

イオンリテール株式会社
北陸信越カンパニー

本田　恭子さん

株式会社平和堂
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市町村の取り組み  —高岡市—

富山県地球温暖化防止活動推進員
　石田　勝志 さん

　地球温暖化防止活動推進員２年目となります、中
新川郡立山町の石田です。主に「チャレンジ 10」を
通して地域の小学生の皆さんの環境教育のお手伝い
をさせていただいております。
　また、自身も中小企業向けの省エネ対策の企画、設
計、施工、コンサルティングを中心に手がける会社
を経営しており、省エネのプロとして日々業務に取
り組んでおります。
　推進員活動の中でも定期的に行われている研修会
で地域の環境に特化した学びを得ることができ、推
進員としてもまた業務にも生かすことができとても
助かっております。
　地域の環境問題の一助となれるよう、今後も頑張っ
ていきますのでよろしくお願いします。

～次号は推進員の八川進さん、稲垣里佳さんをご紹介します！～

富山県地球温暖化防止活動推進員
　石田　敏彦 さん

　とやま環境財団の事業内容に「協働」の取組みがあ
ります。私は、10 年ほど前にとやま環境財団が、そ
れまでの「普及活動」から「協働」へと活動の重点
を移した以後、その考えに賛同して，主として中小
事業者の省エネの分野で、協働のお手伝いをさせて
頂いてきました。情報を共有し、共に考え、力・心
を一つにして取組む協働の取組みは、環境の分野に
おいても重要であり、地域に根ざした環境保全活動
に取組む、とやま環境財団の主要な事業として、今
後ますます必要とされるものと考えております。
　個人的には現在協働の取組みは休止状態ですが、
機会があれば微力ながらお手伝いさせて頂ければと
思っています。

環境共生のまち 高岡　高岡市では「環境共生のまち　高岡」を目指しています。

●低炭素社会づくり
地球環境に負荷の少ない低炭素社会の実現を目指しています。
・太陽光発電システムや LED 照明など、省エネルギーに対応した公共施設の整備を進めています。
・住宅用太陽光発電システムの普及を支援しています。

●循環型社会づくり
　ごみの 3R（Reduce（リデュース）発生抑制、Reuse（リユース）再使用、Recycle（リサイクル）再生利用）
を推進し、循環型社会の形成を目指しています。

●美しいまちづくり
　市民の手による美しいまちづくりの実践のため、「美しいまちづくり推進員」の協力を得て、清掃美化活動
を展開しています。

■とやま環境財団との連携イベント
高岡市ではとやま環境財団と連携して、様々な年代の市民が参加できる環境啓発事業を実施しています。

▼環境親子体験　　　　　　▼環境保全体験ツアー  　　  ▼幼稚園 ･ 保育園グリーンカーテン事業（こどもエコクラブ）
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レジ袋寄付金ありがとうございます！
平成 20 年より、全国に先駆けて取り組まれた「レジ袋無料配布の取りやめ」による収益金の一部を
毎年寄付していただいている企業様をご紹介します。（五十音順）

　当社は、北陸 3 県にて 51
店舗（富山県内 33 店舗）展
開するスーパーマーケット企
業です。地域のお客様に、よ
り新鮮で、より美味しく、安
全な商品をお値打ち価格でお
届け出来るよう事業活動を
行っています。
　環境に対する取り組みとし

て、レジ袋無料配布廃止の他、店頭にてペットボトル、アル
ミ缶、スチール缶の回収を行い、これらをアルビスクリーン
サポート㈱にて選別、減容、圧縮作業等を行うなど、再資源
化に貢献しています。

　コメリでは企業は世の中に
よって生かされているという
理念のもと、日頃お世話に
なっている地域の皆様へ、利
益の１％を原資に 1990 年
より地域の植栽活動や街並み
の緑化活動などへの支援と災
害時の物資提供を行なってお
り、その一環として「とやま

エコ・ストア制度」にも参加させていただいております。
　コメリはこうした活動を通じて私たちの住むふるさとがい
つまでも緑豊かで平和であってほしいと願っております。

　平和堂は、５ページでご紹
介した活動の他に、エコ包装・
レジ袋持参の啓発も行ってい
ます。お中元・お歳暮コー
ナーでは極力包装紙を使用し
ない簡易包装へのご協力を呼
びかけ、エコ包装比率は常に
80％を超えています。食品
レジでは、お買い物袋持参運

動を展開し、今年度の持参率はアルプラザ小杉店で 88.5%、
富山店で 85% となっています。
　お客様のご協力のもと包装資材の削減に努め、これからも
地域の環境保全に力を入れてまいります。

　イオンでは「低炭素社会
の実現」「生物多様性の保全」

「資源の有効利用」「社会的
課題への対応」を重点課題
としており、プラスαの活
動ではなく、本業のビジネ
スプロセスでの実践を目指
しています。
　そのためにイオンはこだ
わります。①いちはやく取
り組む　②継続してやり続ける　③お客さまと一緒に取り組
む　イオンはこの３点を深耕することで持続可能な社会の実
現を目指しています。

　クスリのアオキはお客様
の「健康と美」の身近なサ
ポーターとして地域の皆様
の悩みや相談にお応えでき
るソリューションストアを
目指し事業活動を行ってお
ります。環境に対する取り
組みとしてはエコカー導入
による CO2 の削減、BEMS
や LED 照明の導入により電力使用量の削減に取り組んでお
り、又今後は店舗で排出した再生可能な産業廃棄物等を自社
で回収し、リサイクル工場へ引渡しを行うゴミの再資源化に
取り組んでまいります。

　シメノドラッグは環境活動
として、平成 19 年よりマイ
バッグ運動をスタートしまし
た。現在では石川・富山全店
でレジ袋無料配布中止を実施
し、無料配布ゼロ化を目標に、
平均 90％以上のマイバッグ持
参率を維持しています。
　店舗においては、夏冬の温
度設定やごみの分別・廃棄物
の削減など、身近に出来るエコ活動に努めているほか、今後の
省エネ対策として、店舗へのＬＥＤ照明の導入も進めています。
　又、地域の環境保全活動の応援や環境団体への支援なども継
続して行い、地球温暖化防止に役立てたいと思います。

　マックスバリュ北陸株式
会社は、イオングループの
企業として、北陸地区に 10
店舗（内、富山３店舗）のスー
パーマーケットを運営する
企業でございます。私たち
は、「お客さまを原点に平和
を追求し、人間を尊重し、
地域社会に貢献する」とい
う基本理念のもと、多くのステークホルダーの皆さまととも
に、持続可能な社会の実現を目指しています。新しい店舗が
オープンする際には、お客さまとともに店舗の敷地内に植樹
をする「イオンふるさとの森づくり」を行っています。

　多額のご寄付をいただいている企業様へ、毎年感謝状をお渡ししていますが、今年はとやま環境フェア
2013 の会場でお渡ししました。　
　この寄付金や賛助会費を活用している財団の事業を、次ページでご紹介します。

アルビス株式会社

株式会社大阪屋ショップ

株式会社コメリ

株式会社平和堂

株式会社クスリのアオキ

株式会社示野薬局

マックスバリュ北陸株式会社

イオンリテール株式会社
↑基本照明は LED に変更

　株式会社大阪屋ショップは、環
境保全活動に取り組んでいます。
①３Ｒの取組み
・マイバッグ利用でノーレジ袋
・ばら売り、量り売り、詰め替　
　え商品などによるゴミ削減
・トレイ、ペットボトル等の回
　収による再資源化
②地球にやさしい店づくり
・CO2 排出削減への取組み

　自動制御型保冷ケース、セラミックタイル床で照度アップ、
　ＬＥＤ照明
・シックハウス症候群対策　環境対応型壁紙の使用
・快適な店舗環境　環境と人にやさしいデシカント空調システムに
　　　　　　　　  よる室内空気の質向上

レジ袋寄付金ありがとうございます！
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とやま環境フェア2013を開催しました！
　平成 25 年 10 月 19 日、20 日の両日、富山市南総合公園の体育文化センターで、「水と緑に恵まれた快適
な環境をめざして　～見直そう！くらしとエネルギー～」をテーマに開催しました。
　53 の団体、企業に出展していただき、多くの県民の皆さまに循環型社会、脱温暖化社会、自然共生等につ
いて見聞、体感していただき、環境について考え、ライフスタイルを見直すよい機会となったと思っております。
　当日は雨天にも拘わらず、両日合わせて 9,700 人と多くの県民の皆さまに足をお運びいただきました。ご
来場いただいた皆さま、ありがとうございました。
　フェアの様子を写真で振り返りたいと思います。

とやまエコ・ストア制度
オープニングセレモニー

企業ブース むつみ幼稚園マーチングバンド

とやま環境財団  推進員ブース 多くのお客様でにぎわう会場内

エコ遊具で楽しく発電を体験！

来年も皆さまのお
越しを

お待ちしておりま
す！

はじめての
　県内の幼稚園・保育園児に向けた、環境出前授業「は
じめてのエコライフ教室」を実施しています。前期は
11 園で、紙芝居やエコうちわ作りを通し、楽しくエコ
ライフについて学びました。担当推進員のお話を真剣
に聞く園児達の様子が、とても印象的でした。
　授業で学んだことは、園児がエコの取組みを自ら選
び、各家庭で家族の方々と共に実践してもらいました。
現在、後期授業を開催中です。

エコソング
「ピカピカの地球」
ＣＤの作成

「ピカピカの地球」
ダンスコンテスト
の開催

　この他、「ピカピカの地球」に合わせたダンス
の模様を天気予報のバックで放映しました。

エコライフ教室
とっても楽し
かったな〜♪

エコライフ教室
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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

株式会社アイビックス富山支店

朝日印刷株式会社富山工場

アサヒ飲料株式会社北陸工場

有限会社朝日衛生社

朝日化工株式会社

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富山支店

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

アルインコ富山株式会社

株式会社アルト

株式会社安全性研究センター

生地蒲鉾有限会社

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

有限会社イトウ

伊藤忠商事株式会社

伊藤ハムデイリー株式会社北陸工場

有限会社今井運送

射水建設興業株式会社

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

株式会社エコサポート富山

株式会社エコ・マインド

株式会社エコライフサービス

ＳＭＢＣ日興証券株式会社富山支店

ＮＥＣトーキン株式会社富山事業所

株式会社荏原フィールドテック

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

株式会社大江鉄工

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

株式会社大沢商店

大高建設株式会社

株式会社大塚製薬工場富山工場

株式会社オカベ

有限会社小矢部衛生工業

オリエンタル鋼業株式会社

花王カスタマーマーケティング株式会社

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

カナモリ技販株式会社

株式会社金屋商事

有限会社金山産業

株式会社カネソ

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

株式会社環研

株式会社かんでんエルファーム

北日本印刷株式会社

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

クリーン産業株式会社

株式会社クロタニコーポレーション

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

株式会社公生社

有限会社幸林産業

向陽整熱工業株式会社

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

寿設計株式会社

株式会社米三

金剛化学株式会社

金剛薬品株式会社

株式会社斉藤組

桜井合同瓦斯株式会社

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

株式会社三恵ネット

株式会社サンコー

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

有限会社サンビソウ

株式会社サンワハウス北陸支店

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

昭和タイタニウム株式会社

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

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

杉友印刷株式会社

鈴木工業株式会社

株式会社住まい・環境プランニング

有限会社生活環境サービス

生活協同組合ＣＯ・ＯＰとやま

成和興産株式会社

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

積和ウッド株式会社

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

大栄電設株式会社

ダイエー設備工業株式会社

ダイト株式会社

大東印刷株式会社

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

ダイヤモンドエンジニアリング株式会社分析事業部

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

高岡三菱自動車販売株式会社

株式会社タカセキ富山

タカノギケン株式会社

株式会社高野商店

株式会社タケシタ

竹田運輸倉庫株式会社

竹中産業株式会社富山営業所

たち建設株式会社

立山科学工業株式会社

立山高原ホテル

立山製紙株式会社

立山電化工業株式会社

公益財団法人とやま環境財団　法人賛助会員ご芳名一覧

（365団体・企業50音順）

（公財）とやま環境財団が展開する環境保全活動にご協力いただいております。
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立山土建株式会社

立山マシン株式会社

株式会社田中商会

谷内工業株式会社

中越合金鋳工株式会社

中越精器株式会社

中央薬品株式会社

中部機器株式会社

株式会社中部設計

中部保全株式会社

チューモク株式会社

千代田工販株式会社北陸支店

津田工業株式会社富山工場

株式会社ツヅキ砺波工場

津根精機株式会社

デムラ工業株式会社

寺崎工業株式会社

電気化学工業株式会社北陸支店

戸出化成株式会社

東亜薬品株式会社

とうざわ印刷工芸株式会社

藤堂工業株式会社

東邦工業株式会社

東洋建設株式会社富山営業所

東洋電子工業株式会社

株式会社鳥羽

富三建設株式会社

株式会社富山育英センター

富山エフエム放送株式会社

富山カラーリング株式会社

株式会社富山環境整備本社

富山空港ターミナルビル株式会社

株式会社富山クボタ

富山グリーンフードリサイクル株式会社

富山県環境保全協同組合

富山県クリーンボックス協議会（橘開発㈱内）

富山県軽自動車協会

社団法人富山県構造物解体協会

一般社団法人富山県産業廃棄物協会

ＮＰＯ法人富山県自然保護協会

一般社団法人富山県自動車会議所

社団法人富山県自動車整備振興会

富山県自動車販売店協会

公益社団法人富山県浄化槽協会

株式会社富山県寝具センター

富山県生活協同組合

富山県生活協同組合連合会

富山県タクシー協会

公益社団法人富山県バス協会

富山県ホンダ会

一般社団法人富山県緑化造園土木協会

富山県レンタカー協会

富山工営株式会社

富山商工会議所

株式会社富山食肉総合センター

富山信用金庫

富山スガキ株式会社

富山製紙株式会社富山工場

富山総合ビルセンター株式会社

富山電気ビルデイング株式会社

トヤマデンセツ株式会社

富山日産自動車株式会社

株式会社富山日立

富山日野自動車株式会社

富山北研水質管理株式会社

株式会社富山村田製作所

富山ヤクルト販売株式会社

公益社団法人とやま緑化推進機構

株式会社富冷

株式会社トヨックス

豊富産業株式会社

株式会社トンボ飲料

株式会社ナガエ

長岡工業株式会社

中川運輸株式会社

株式会社中島興産

株式会社ナチ立山ベアリング

夏原工業株式会社北陸営業所

並木薬品株式会社

株式会社南砺工業所

南陽株式会社

株式会社新川ビルサービス

有限会社新川リサイクルセンター

有限会社西田環境保全センター

西田工業株式会社

日電産業株式会社

日産物流株式会社富山支店

日本オートリサイクル株式会社

日本電工株式会社北陸工場

日本道路株式会社北信越支店富山合材センター

日本曹達株式会社高岡工場

日本安全産業株式会社

株式会社日本海環境衛生社

日本海環境サービス株式会社

日本海コンクリート工業株式会社

一般社団法人日本自動車連盟富山支部

株式会社ニュース

有限会社入善環境センター

ネッツトヨタ富山株式会社

野口株式会社富山営業所

株式会社野手組

株式会社間組北陸支店

株式会社ハナガタ

パナケイヤ製薬株式会社高岡工場

速水発条株式会社

バルチラジャパン株式会社

パレブラン高志会館

阪神化成工業株式会社

株式会社日立製作所北陸支社

ビニフレーム工業株式会社

株式会社ヒヨシ

広井建材運輸株式会社

ファインネクス株式会社

福寿製薬株式会社

株式会社福光組

富士安全硝子工業株式会社

富士化学工業株式会社

株式会社富士技研

富士コン株式会社

富士ゼロックス北陸株式会社

富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社

富士電機パワーセミコンダクタ株式会社

富士見産業株式会社富山支店

株式会社フジムラ富山工場

株式会社富士薬品富山工場

株式会社二口印刷

株式会社二葉金属製作所

婦中興業株式会社

株式会社プリテックエコタウンセンター

フレッシュ佐武

北産運輸株式会社

株式会社北陸化成工業所

北陸管財株式会社

北陸機材株式会社

株式会社北陸銀行　

北陸砂糖株式会社

ホクリク住材株式会社

北陸電気工業株式会社

株式会社北陸電機商会

北陸電機製造株式会社

北陸電力株式会社環境部環境管理チーム

株式会社北陸電力リビングサービス

株式会社北陸銅器製作所

北陸ドラム工業株式会社

北陸ハイウェイ建設株式会社

株式会社北陸バロン美装

北陸ビル防設株式会社

北陸ポートサービス株式会社

株式会社北国工業

株式会社マイテック

株式会社マツダ

株式会社松本建材

松本建設株式会社

マルキビルサービス株式会社

丸新志鷹建設株式会社

株式会社丸八

マルマス機械株式会社

丸和ケミカル株式会社

株式会社三田商会

株式会社ミツノ広告

ミナエコ合同会社

株式会社宮木製作所

株式会社ミヤシゲ

株式会社ミヤタ

株式会社宮本工業所

ミユキ化成株式会社

株式会社村尾地研

室田土石株式会社

株式会社明文堂プランナー

森永北陸乳業株式会社

山岡石材工業株式会社

山崎コンクリート工業株式会社

ヤマト地質調査株式会社

ユーシン建設株式会社

ユニー株式会社北陸本部

株式会社ユニゾーン

株式会社陽進堂

余川工業株式会社

有限会社横井環境サービス

株式会社横山製作所

吉澤工業株式会社

株式会社ヨシダ

米沢工業株式会社

米原商事株式会社

リードケミカル株式会社

菱越電機株式会社

株式会社リョーシン

ＹＫＫ株式会社黒部事業所

ＹＫＫ ＡＰ株式会社黒部事業所

ＹＫＫ ＡＰ株式会社北陸事業所

ワイディシステム株式会社

若築建設株式会社富山営業所

ワシマイヤー株式会社

株式会社渡辺鉄工
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　今年度、新しく賛助会員となられま
した法人・団体様をご紹介します。

・アールタチバナ株式会社
・一般社団法人　富山県緑化造園土木協会
・日本海環境サービス株式会社
・ホクリク住材株式会社
・リードケミカル株式会社

（五十音順）

　この他、個人では３名の方に新規会
員になっていただいております。皆様
方のご支援を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
　今後も、地域に根ざした環境保全活
動を展開してまいりますので、何卒よ
ろしくお願いいたします。

現在の会員数：団体・企業　365
　　　　　　　個人　　　　189

◇「エコドライブ推進全国フォーラム in TOYAMA」
　開催のご案内
月日：平成 26 年 2 月 9 日（日）
場所：ボルファートとやま　真珠の間
主催：富山県、経済産業省

☆地球温暖化対策・持続可能な地域づくりを、「エ
コドライブ」を通して考えます。

◇「エコノワとやま交流会」開催のご案内
月日：平成 26 年 2 月 12 日（水）
場所：とやま自遊館１階ホール

☆県内の企業や環境保全
団体による事例発表、
意見交換会を行います。

◆募集コーナー◆

◇新規賛助会員募集！
　とやま環境財団は、環境と経済との好循環を目
指し、持続可能な社会を構築していくため、県民、
ＮＰＯ、企業、行政と相互に情報の共有化を図り、
協働して環境保全活動を実施していくことにして
います。

賛助会費　個　　人　年　 2,000 円
 　法人・団体　年　10,000 円（1 口）

◇エコノワ掲載企業・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。
http://tkz.or.jp/econowa/

内容：富山県の公害やごみ処理等に関す
る条例、規則、指針等をわかりやすく掲
載し、環境関係法令に係る届出様式集を
収録。
企業の環境管理・ISO14001 及びエコア
クション 21 取得に必携！！

販売価格（消費税込み）
冊子と CD-ROM がついて 5,500 円

ご希望の方は（公財）とやま環境財団までお問い合
わせください。

平成26年版・環境関係法規の手引き

■「省エネで、いくら光熱費がお得になるの？」という疑問にお答えします。
　省エネ対策を実施した場合の、「光熱費の削減額」や「費用対効果」
をわかりやすくご説明します。

■「省エネってどうすればいいの？」という疑問にお答えします。
　診断結果をもとに、あなたの家にぴったりの“オーダーメイド型省エ
ネ対策”をご提案します。（省エネ対策のほか、太陽光発電等について
の情報提供（設置効果試算等）も可能です。） 

うちエコ診断は、環境・エネル
ギーの専門家である“うちエ
コ診断員”が行
い、ご自宅での
訪問診断のほか、
窓口診断、会場
診断、団体診断
も行っています。
ぜひお申し込み
ください！

ライフスタイルの見直し
に！

CO2 削減・節電のため
に！

申込み
受付中 !うちエコ診断

◆イベントコーナー◆
新規賛助会員様をご紹介!新規賛助会員様をご紹介!
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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

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

　新年明けましておめでとうございます。い
よいよ2014年がスタートしました。今年は、
ソチオリンピックやブラジルワールドカップ
の開催など、スポーツイヤーとなりそうです。
　選手達が一生懸命にプレーする姿は、私た
ちに感動を与えてくれますね。
　今から楽しみです！
　機関紙をご覧いただいて
いる皆様にとっても、今
年が感動いっぱい、嬉しさ
いっぱいの素晴らしい年と
なりますように！本年もよ
ろしくお願いいたします。

編集後記

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。

　事業者・県民団体・行政からなる『とやまエコ・ストア連絡協議会』では、県民のエコライフ定着・拡大
を目的に、レジ袋無料配布廃止に加え、資源物の店頭回収等の環境配慮行動を、消費者と協働で積極的に取
り組む小売店舗を登録する新たな制度「とやまエコ・ストア制度」を創設し、10 月 20 日より運用を開始し
ております。
　当財団も参画しており、会員のみなさんには、環境にやさしい取組みを推進する小売店舗を積極的に利用し、
店舗を後押しする雰囲気づくりにご協力をいただきますようお願いします。

とやまエコ・ストア制度スタートしました！

い
ず
れ
か
を
実
施

　9 月 9 日（月）～ 9 月 20 日（金）ま
で、富山国際大学の学生さんをインター
ンシップとして受け入れました。財団の
概要説明に始まり、小学 4 年生が夏休み
に取り組む「とやま環境チャレンジ 10
事業」の報告とりまとめ、環境フェア出
展者説明会、自然解説事業などを通じて、
環境対策を体験してもらいました。
　十分な実習とは言えなかったかもしれ
ませんが、今後のご本人の糧になれば幸
いに存じます。

富山国際大学 3 年
内山 晶瑚 さん

インターンシップを受け入れました！

※詳細は、富山県環境政策課のホームページをご覧ください。
ホームページ　http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00012779-010-01.html 

＜お問合せ先＞ 富山県環境政策課（とやまエコ・ストア連絡協議会事務局）
　　　　　　　 TEL：076-444-9618　　FAX：076-444-3480

《登録要件の概要》
①レジ袋無料配布廃止　レジ袋無料配布廃止、収益金の寄附

②資源物の店頭回収　食品トレー（スーパー）、古本（書店）、衣服（衣料品店）等の回収

③適切な空調温度設定、環境配慮型商品の販売促進・取扱い
　《全業種共通》店舗空調温度の適切な設定及び CO2 削減効果の掲示
　《業 種 ご と》地産地消の推進（スーパー）、環境関連書籍コーナーの設置（書店）、
　　　　　　　 省エネ製品の説明・効果の明示（家電量販店）等

＋
●自由項目　店舗独自の環境配慮行動を自由に設定（太陽光発電の導入、照明の LED 化など）
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