きょうせい

第３号

平成 26 年 8 月

エコ遊具で楽しく発電を体験 !

電気自動車「EMU」もくるよ！

園児によるマーチングバンド

多くのお客様でにぎわう会場内

とやま環境フェア 2014を開催します !
月日：平成 26 年10 月 4 日㈯、5 日㈰
会場：高岡テクノドーム
※詳細は12ページをご覧ください。
カターレ富山ダンスチーム「Leap-Blue」

（公財）とやま環境財団では、ごみ問題などの身近な問題への対応に加え、地球温暖化対策の推進に向けて多く
の県民の皆様の理解と関心を深めるとともに、
「低炭素社会」
「循環型社会」
「自然共生社会」の実現に向け、環境保
全活動を積極的に展開しています。平成 26 年度はこれまでのみんなできれいにせんまいけ大作戦事業、とやま川
の健やかさ調査事業等の協働推進事業や、環境イベントの開催、ホームページ・メールマガジンの配信等による普
及啓発事業のほか、新たに次の事業に取組みます。

地域団体による清掃美化活動推進事業

みんなで川を見守り隊事業

新幹線開業に向け、県内団体等が駅や観光地等

北陸新幹線の開業を契機として、県民に郷

を中心に行う清掃美化活動の運営

土の水環境の魅力を再認識してもらい、県民

支援及び、キックオフイベントや

一人ひとりがその魅力を県内外に発信するこ

ちらし・ポスター作成などの啓発

とにより、本県の水環境の魅力を全国にＰＲ

活動を行う。

する取組みを推進する。

かえっこバザール実施事業

ナチュラリスト・ロングコース試行事業

遊ばなくなったり、使わなくなった「おもちゃ」

ナチュラリスト解説コースの新コース設定

等を物々交換し、物の大切さを学び体験すること

について、獅子ヶ鼻岩展望コース（弥陀ヶ原

により、
「ごみの発生を抑制」
「繰り返し使う」「資

地区）と剱岳展望コー

源として再利用する」３Ｒの精神を小さいころか

ス（室堂地区）を検討

ら意識付けする。
（市町村の環境関連イベント、と

及び試行する。

やま環境フェアの会場等で実施）
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4 月〜 7 月までの取組み
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推進員委嘱状交付式を
行いました！

ナチュラリスト業務打合せ会及び
第１回研修会を開催しました！

県土美化推進県民会議総会を
開催しました！

4 月 5 日（土）
、第 6 期地球
温暖化防止活動推進員委嘱状
交付式を富山県教育文化会館
にて行いました。今期は 66 名
の方が県知事から推進員とし
て委嘱を受けており、平成 28
年 3 月末までの 2 年間、地球
温暖化防止に関する普及啓発
活動を行っていただきます。
式では、富山県環境政策課
の長田知氏からの委嘱状交付
後、市町村ごとに分かれ、市
町村と推進員との連携につい
て話し合い、相互間の理解を
深めました。

4 月 12 日（ 土 ） 今 年 度 の
打ち合わせ会に続いて第１回
ナチュラリスト研修会を行い
ました。講師に立山カルデラ
砂防博物館学芸員の丹保俊哉
氏を迎え、
「立山黒部ジオパー
クについて」と題してお話し
ていただきました。今年度「立
山黒部ジオパーク」認定をめ
ざして立山黒部ジオパーク推
進協議会のメンバーとして活
動しておられ、ジオパークの
理念、説明ポイントなどをわ
かりやすく講義していただき
ました。
研修に参加された皆さん、
本当にお疲れさまでした。

日本一きれいな県土を目指
して、県内で清掃美化活動を
展開し、前年度は県内１５市
町村から、延べ 183,500 人の
方々にご参加いただきました。
ま た、4 月 22 日（ 火 ） に
サンシップとやま福祉ホール
において県土美化推進県民会
議総会を開催しました。総会
では県土美化推進功労者表彰
や 25 年度の県土美化推進運
動実施報告及び 26 年度の実
施要領（案）の報告などがあり、
事業計画等が了承されました。
県民の皆様には、今年度も県
土美化運動へのご協力をよろ
しくお願いいたします。

アースデイとやまへ
出展しました！

★今後のイベント出展予定★

第1回地球温暖化防止活動推進員
研修会を開催しました！

地球環境について考えるイ
ベ ン ト「 ア ー ス デ イ と や ま
2014」 が 富 山 市 フ ァ ミ リ ー
パークで開催され、当財団も
出展いたしました。
今年度は「つなごう、いの
ちの輪」をテーマに、食やエ
ネルギー・農業などの分野で
活躍する県内の方々のトーク
イベントが行われました。当
財団でも、環境にやさしい体
験・実験機材を使ってクイズ
に答えるコーナーを設け、多
くの親子連れの来店がありま
した。

◆8月31日（日）－黒部－
エコライフスタイルの促進
（黒部浄化センター アクアパーク）
◆9月27日(土) －魚津－
第20回環境フェスティバル
（魚津ありそドーム)
◆10月18日(土) －滑川－
2014滑川市環境フェア
（滑川市民交流プラザ）
◆11月8日(土)、9日(日) －小矢部－
「小矢部市農業祭」
（クロスランドおやべ）
◆11月 －氷見－
2014 環境フェアHIMI（未定）
◆12月 －砺波－
エコライフの推進
（となみ駅前商店街通り）
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5 月 18 日（日）、第 1 回地
球温暖化防止活動推進員研修
会を行いました。今年度の推
進員研修の基本方針として、
①推進員の連携・交流を深め
る、②個々の推進員の持つ知
識・経験を共有する、③推進
員の活動支援（現地研修、講
演会等）をする、を掲げており、
今回の研修では推進員の連携・
交流を深めるためのグループ
ワークなどを行いました。今
年度は全４回の研修会を予定
しています。
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とやま環境チャレンジ10 今年もスタート！

はじめてのエコライフ教室が始まりました！

10 歳の児童が地球温暖化防止に関する 10
のとりくみを実践する「とやま環境チャレンジ
10」が今年もスタートしました。
この事業では、県から委嘱を受けた地球温暖
化防止活動推進員が各小学校において地球温暖
化に関する授業を前・後編の２回行い、その間
に児童が各家庭でご家族の方と一緒に 10 の取
組みを行います。
前年度で事業開始から 10 年という節目を迎
えたことから、11 年目となる今年度からはと
りくみ期間をこれまでの 10 週間から 4 週間と
しました。
現在県内 67 校約 3,100 名の児童が、地球
温暖化防止の取組みを実践しています！

6 月 7 日（土）の砺波市の中野幼稚園を皮切
りに、
平成 26 年度
「はじめてのエコライフ教室」
がスタートしました。
「もったいないことをや
めよう」をテーマに、地球温暖化防止活動推進
員による「温暖化」
「省エネ」
「リサイクル」等
のわかりやすいおはなしや読み聞かせと、分別
ゲームやエコ工作・発電教材を使った体験型学
習を組み合わせた教室で好評を博しています。
昨年度は、20 幼稚園・保育所で実施し、幼
児 936 名、保護者 720 名が参加し、事後の取
組みには 2,631 名の幼児・ご家族がエコライ
フにチャレンジしました。
今年度は 20 幼稚園・保育所での実施を予定
しています。

エコライフ・アクト大会を開催しました！
エコライフスタイルの定着を目的とし、
毎年開催している「エコライフ・アクト大会」を６月 22 日（日）
総曲輪フェリオ グランドプラザにて行いました。
今年はゲストに、俳優でお笑いタレントのルー大柴さんを迎え、環境に関するトークショーを行いま
した。観客とのクイズを通してのやり取りや、ルーさんご自身が日頃行っている清掃美化活動などを、
ルー語を用いて楽しくお話していただき、最後は会場全員でのダンスで大いに盛り上がりました。また、
園児によるこどもエコ活動事例発表なども行い、小さな子どもから大人までみんなでエコライフについ
て考えるきっかけとなった大会でした。ご来場いただいた皆様、どうもありがとうございました！！

石井知事あいさつ

環境部門功労者表彰

環境月間ポスターの展示

こどもエコ活動事例発表

ルー大柴さんトークショー

とやまエコ・ストア制度
統一シンボルマーク愛称発表
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環日本海地域の「環境・エネルギー先端県」の実現に向けて
富山県生活環境文化部環境政策課、環境保全課、環境科学センター

県では、環日本海地域の「環境・エネルギー先端県」
の実現に向けて、循環型社会と低炭素社会づくり、自
然環境・生活環境の保全、水資源の保全と活用などの
環境施策を総合的に推進しています。ここでは、平成
26 年度の重点的な取組みを紹介します。

1 県民総参加によるエコライフの実践
資源枯渇や地球温暖化などの地球規模の環境問題の
深刻化が懸念されていることから、３Ｒ（Reduce（排
出抑制）
、Reuse（再使用）
、Recycle（再生利用）
）を
通じた資源循環や温室効果ガス排出量の削減が必要と
なっています。
このため、県では、ごみや二酸化炭素をできるだけ
出さない生活様式「エコライフスタイル」の推進に取
り組んでいます。
平成 20 年４月から開始した全国初となる県内全域
でのレジ袋の無料配布廃止については、25 年度のマイ
バッグ持参率が全国トップの 95％となっているほか、
25 年 10 月にスタートした「とやまエコ・ストア制度」
については、
登録店が 62 社 1,015 店舗・５商店街等
（26
年８月時点）にまで拡大しています。
平成 26 年度は、引き続き登録事業者を拡大すると
ともに、エコな買い物マナーアップ啓発、登録店にお
けるポイントラリーを実施するなど、
「とやまエコ・ス
トア制度」の普及・拡大を図ります。
さらに、新幹線開業直前の平成 26 年秋には、開業
に向けた「おもてなし」の一環として、来県者をもっ
ときれいな富山県にお迎えできるよう、地域団体等が
駅や観光地等で実施する清掃美化活動を支援します。
このほか、
「エコライフ・アクト大会」や「とやま環
境フェア 2014」
、
県内 10 市での
「エコライフ・イベント」
など各種イベントを開催し、エコライフの一層の定着・
拡大を推進します。

2 身近な生活環境の保全と創造
県民の環境に対する関心の高まりから、さわやかな
空気や清らかな水など、快適で安らぎを感じられる環
境の創造が求められています。
このため、県では、身近な水辺での水生生物等の調
査を継続的に実施する「とやま川の見守り隊」の活動
の拡大等により、水環境の魅力への県民の関心を高め、
地域に根ざした水環境保全活動を一層促進するととも
に、
（公財）とやま環境財団と連携して、新幹線開業に
より増加が見込まれる県外からの訪問客に対し、県民
自らが水環境の魅力を PRする活動を支援します。
また、消雪設備の不必要な散水を防止するため、モ
デル地区における住民参加のパトロールや、冬期間の
地下水位変動の把握、消雪設備の一斉点検等の取組み
を重点的に実施するとともに、
「地下水の守り人」の拡
充を図り、県民の貴重な財産である地下水の保全に取
り組みます。
さらに、エコドライビングコンテストやエコドライ
ブ 10 キャンペーンを実施するとともに、星空観察会
や望遠鏡の使い方等を学ぶ講習会を開催するなど、子
どもから大人まで楽しみながら取り組む環境保全活動
を推進します。
このほか、良好な海岸環境を維持するため、小矢部
川流域において、海岸漂着物フォーラムや海岸清掃ツ
アーの開催、刈草の流出防止対策など、平成 25 年度
に定めたアクションプランに基づく行政機関・関係団
体が連携した取組みを推進します。

ボクの名前が

「エコぼうや」に決まったよ！

とやま川の見守り隊の活動
（水生生物の観察）

「とやまエコ・ストア制度」
シンボルマーク愛称の発表・表彰
（平成26年6月22日㈰ エコライフ・アクト大会）

地下水の守り人の活動
（消雪用散水ノズルの点検）
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3 環日本海地域における環境保全活動の推進
環日本海地域での工業化の進展等によって、海洋汚染
や越境大気汚染といった広域的な環境問題への懸念が高
まっていることから、関係機関や沿岸自治体と連携した
環境保全活動が必要となっています。
このため、県では、
（公財）環日本海環境協力センター
エヌペック

（ NPEC ）と連携して、環日本海地域の自治体、市民等
と共同で海辺の漂着物調査や漂着物アート制作体験会
を実施するとと
もに、啓発 DVD
の作成や漂着物
アートキャラバ
ン 等 を 通 じ て、
漂着物の発生抑
制の普及啓発を
実施します。
また、豊かな
環日本海地域の自治体等と連携した活動 沿岸域を創造す
（子どもたちによる漂着物アートの制作）
るため、人工衛
星画像を活用し
た富山湾の藻場
の生育状況及び
海底ごみの影響
調 査 等 を 行 い、
効果的な藻場の
保全対策を検討
します。
さらに、環境
環日本海・環境サポーター等と連携した活動
保全活動に積極
（富山湾の海辺の生物調査）
的に参加協力す
る「環日本海・環境サポーター」等と連携した海底ごみ
調査や海辺の生物調査を行うとともに、今後予定されて
いる「世界で最も美しい湾クラブ」加盟や「全国豊かな
海づくり大会」開催等を契機として、県や NPEC の国
際環境協力事業を県内外に発信します。
このほか、中国遼寧省で開催される青少年向けの環境
教育事業「北東アジア地域環境体験プログラム」に高校
生を派遣し、環日本海地域の環境保全リーダーを育成し
ます。

4 環境保全に関する調査研究の推進
県では、今日の様々な環境問題に適切に対応するた
め、環境保全に関する科学的知見や技術の集積に努めて
おり、環境科学センターでは、現在、次のような研究に
取り組んでいます。
ア PM2.5 の実態解明に関する研究
微小粒子状物質（PM2.5）による大気汚染の起源は
大陸や県外からの越境由来と県内由来があり、大気中の
濃度は季節や観測地点の違いにより変化していますが、
汚染の実態は解明されていません。

そこで、本県の地理的特長を生
かし、平野部と立山山域で観測を
行い、標高差を利用した観測デー
タにより越境汚染の実態を把握す
るとともに、平野部の PM2.5 高濃
度時に成分分析を行い、化学成分
の特徴から PM2.5 の発生源の寄与
割合を推定し、県内の汚染の特徴
を明らかにするための研究を進め
ています。

PM2.5 自動測定機

イ 農薬多成分同時分析法の確立に関する研究
ゴルフ場からの排出水に含まれる農薬濃度について
は、国により指針値が示されており、平成 25 年に 75
項目から 209 項目へと大幅に追加されました。これを
踏まえ、水質分析を効率的に行うため、平成 25 年 11
月に導入した LC/MS/
MS（液体クロマトグ
ラフタンデム型質量分
析装置：高精度で水中
に含まれる物質を分析
する最新の装置）を用
いた農薬多成分同時分
析法の確立に取り組ん
LC/MS/MS
でいます。
ウ 食品廃棄物のリサイクルに関する研究
近年、全国的に、食品廃棄物のリサイクルが注目され
ており、飼料化、堆肥化、バイオガス化等、様々なリサ
イクルが各地で実施されていますが、依然として多くの
食品廃棄物が有効利用されずに焼却処分されています。
このような現状を踏まえ、県内における食品廃棄物の発
生状況とリサイクル製品の供給量及び需要量を試算し、
食品廃棄物の
マスフローを
検討していま
す。 こ れ ら の
解析結果をも
と に、 効 率 的
で地域特性に
応じたリサイ
クルシステム
の提言を目指
食品廃棄物発生量マップ
します。
（取りまとめの一例）

県では、こうした取組みを通して、本県の素晴らしい
環境をより魅力的なものに育て、将来の世代に引き継い
でいきたいと考えています。
今後とも、
（公財）とやま環境財団と連携しながら環
日本海地域の「環境・エネルギー先端県」の実現に向け
て様々な事業に取り組んでまいりますので、一層のご理
解とご協力をお願いします。
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株式会社
アース・コーポレーション

平成 26 年 8 月

高岡市立
中田中学校科学部

弊社、株式会社アース・コーポレーションは産業廃棄
物の中間処理を行っている会社です。特に、工場の排水
処理施設や公共の下水処理施設から排出される汚泥の処
理をメインに行い、その処理量 144 トン／日は全国で
も類がないと自負しています。
この汚泥の処理には、重油や固形燃料を燃料として
800℃程度の熱風を生み出し、その熱風によって乾燥さ
せる方法です。乾燥された汚泥は農業用資材や燃料とし
てリサイクルされています。
弊社の事業は環境保全に貢献できていると思っていま
すが、事業を行うことで自然環境に少なからず負荷をか
けています。そこで弊社は平成 16 年より ISO14001 を
取得し、環境負荷の削減に取り組んできました。さらに
平成 22 年に北陸の産業廃棄物業者では初めて二酸化炭
素排出権を活用したカーボンオフセットに取り組み、
『自
社の産業廃棄物処理で発生する二酸化炭素排出量 25%
の削減』を実施しました。
今後も、より環境負荷の削減に取り組んでいきます。

私たち科学部は、毎年、ゲンジボタルを卵から幼虫に
なるまで飼育しています。地域の方々にも協力していた
だきながら、水苔を入れたホタル籠を用意して採卵した
り、近くの川にエサとなるカワニナをとりに行ったりし
ています。育った幼虫は、学校の中庭である「郷里の泉」
や、地域の川に放流しています。中田は六月から七月に
なると、夜にたくさんのホタルが飛びかう自然豊かな町
です。
私たちは、この活動を通して、少しでも、この中田の
町に貢献できたらいいなと思っています。また、地域の
方々と一緒に、川や田んぼの生き物調査も行っています。
大人の方や子供達と一緒に生き物に触れ合ったり、川の
掃除をしたりすることで、地域の方々や世代間の交流の
場ともなっています。
これからも、部員みんなで、ホタルの飼育や地域の環
境保全活動に積極的に取り組んでいきたいと思います。

株式会社
ジェスコ
北興産業
株式会社

弊社は 1966 年設立し、来年 2015 年に 50 周年を迎
える IT サービス事業と電子機器販売を営んでいる会社
です。タッチパネル、ネットワーク機器の販売から IC
タグを利用したソリューションを展開しており全都道府
県に販売先があります。
製品は業者への委託生産であり、工場からお客様へ製
品直送を基本としているため環境への負荷は極めて少な
いのですが、得意先の環境管理取得要請から「エコアク
ション 21」の存在を知り、2005 年に富山県で 3 番目
に取得いたしました。
当初は仕方ない雰囲気で始めた環境への取り組みも開
始 5 年間で CO2 を 40%、水を 35%、コピー用紙はな
んと 65% も削減することができ、経営にも大きく寄与
しています。
今後も調達先、得意先と一緒になって環境活動の向上
に取組んでいく方針です。

弊社は平成 12 年 6 月に機密文書のリサイクルによる
循環型社会の構築を目的に設立し、
14年が経過しました。
事業活動自体が環境をタ－ゲットに営んでいる企
業です。
以前はオフィスや事業所の重要な情報が含まれる文
書、印刷物などはシュレッダ－や焼却による廃棄処理が
一般的でした。
近年、
環境に配慮した事業活動に取り組まれる企業も増
加し、
年間処理量が約1,500tを上回るようになりました。
従業員の環境に対する取り組みとしては、
「エコアク
ション 21 行動宣言」を掲げ、従業員一人ひとりが環境
に対する意識を深めるよう努めています。
行動宣言の取り組みとしては、
・二酸化炭素排出量の
抑制・一般廃棄物排出量の削減・産業廃棄物のリユ－ス・
節水、水の効率利用等々８項目を掲げており、年２回の
職場研修会時に周知徹底を図っています。
環境に対する取り組みは一人ひとりが常に意識し、継
続していくことが一番大切だと思います。
これからも、今、実施している取り組みを着実に継続
的に実施していきたいと思います。

—6—

きょうせい

第３号

平成 26 年 8 月

賛助会員・寄付金企業紹介

株式会社
富山環境整備

北陸コカ・コーラボトリング
株式会社

富山市婦中町にある
当 社 は、ISO14001 を
全社で取り組んでおり、
①法令遵守、情報公開、
②環境監視、資源使用抑制、リサイクルなど環境へ
の配慮、③ CO2 削減、省エネなど環境負荷の低減を
目標に設定し、常に環境に配慮しています。特に主
要な業務である産業廃棄物の処理において、持ち込
まれる廃棄物はリサイクルを優先して、極力外部に
廃棄物を出さない一極集中型処理システムを構築し
ています。また、家庭から集められた容器包装プラ
スチックをプラスチック原料に加工し、パレットに
形を変えて資材として流通させています。

当社は環境負荷低減の為に自販機の
節電に取り組んでいます。その取組の
1 つが「ピークシフト自販機の設置拡
大」で今年は 2,600 台の設置を目指しています。
ピークシフト自販機とは「電力使用のピークとなる
昼に冷却用電力を停止して夜間に冷やす！」最長 16 時
間も日中の冷却運転を停止するので日中に使用する消
費電力を最大 95％も削減できます。更に冷媒には自然
冷媒ＣＯ2 ノンフロン、照明には新型ＬＥＤを使用し自
然環境に優しい自販機です。今後もピークシフト自販
機の設置拡大等で更なる環境負荷低減を進めていきた
いと考えています。

三屋 政明さん
村上 孝一さん
環境行政の現役を退いてから十
余年を経たが、某市々の環境審議
会や環境保全委員会の委員を担っ
ていることから、私の環境行政は
未だ続いている。このため、浦島太郎にならないよう、
新聞の切抜きと、関係機関のホームページによる情
報の収集を続けている。
このような私にとって、復刊の「きょうせい」も
利便性の高い情報源の一つになっている。世はペー
パーレス時代だが、保存・整理さえしておけば、世
の動向を知る上で、これほど、便利で頼りがいのあ
る情報誌はない。今後一層の紙面の充実を期待して
やまない。

日本っていいなｱ・・四季がある
から。
北 陸 は 雪 国、 冬 は 一 晩 に 4 ～
50cm の雪が降るのが普通。春は桜、
山菜。秋は作物の収穫、松茸狩り、
家の周りでよく穫れました。でも今は違う。雪が降ら
ない、カエデの紅葉が遅い、富山県固有の水島柿が戻
らない（渋味がない）
。何かが変・・・そんな時、ある
イベントに参加し「不都合な真実」の映画を見る。そ
の時初めてとやま環境財団の存在を知る。地球温暖化
とは何？から始まり環境財団主催のイベント等に参加
して、少しずつ自分なりに理解できるようになったが、
まだ色んな事を見たい・知りたい。今、世界で、日本で、
県内で何かが起きている。そんな情報を知るにはと思
い、とやま環境財団の賛助会員に入会しました。

新規賛助会員様をご紹介！

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。

・キクラ印刷株式会社

・境自動車株式会社

・三協ワシメタル株式会社

・中部工営株式会社

・株式会社とさ

・日東メディック株式会社

・株式会社宮越印刷

・株式会社やぶうち商会

このほか、個人で 11 名の方々に新規会員になっ
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。
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（五十音順）

現在の会員数：団体・企業 361社
個人
189名
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地球温暖化防止活動推進員・市町村コーナー

富山県地球温暖化防止活動推進員

八川

富山県地球温暖化防止活動推進員

進 さん

稲垣

平成 15 年に推進員になって以来、今年で 12 年目に
なります。その間、チャレンジ 10 とうちエコ診断を担
当し、普及啓発活動のお手伝いをさせていただいており
ます。
平成 16 年、とやま環境財団の「富山県温暖化対策診
断」に応募したところ、結果は「類似家庭の 1.05 倍の
エネルギーを使っている」と診断されショックを受けま
した。その後、自宅エネルギーのソフト、ハード両面の
見直しを行い改善に努めたので、その取り組みをチャレ
ンジ 10 とうちエコ診断に生かしていきたいと思ってお
ります。
また、年内に当地域で住民を対象にした研修会「家庭
でできる地球温暖化防止対策」を予定しておりますので、
講師派遣をよろしくお願い致します。

～次号は推進員の大作

里佳 さん

早いもので地球温暖化防止活動推進員になり今年で
11 年目になりました。私はリサイクル事業をしている
会社に勤めており、もっと幅広く環境について学び、地
域の皆さんに環境全般に関する情報を伝える仕事がした
いと思い推進員になりました。幸運にも勤務先から推進
員活動をすることに理解していただいたおかげで、現在
は「チャレンジ 10 事業」やご要望があれば地球温暖化
防止に関する事や３Ｒ、リサイクルに関する出前授業の
活動等をしています。
地球温暖化は地球規模の大きな問題ですが、各家庭で
の小さな取り組みでも、その輪を広げていけばきっと良
い効果に結びつくと信じています。今後もこの輪を広げ
ていく一助となれるようお手伝いさせていただければと
思っておりますので、宜しくお願い致します。

隆一さん、林

武子さんをご紹介します！～

市町村の取り組み —魚津市—

生物多様性うおづ戦略

～豊かな自然と共生したまちの実現に向けて

魚津市では、
平成 26 年３月に本市の生物多様性の保全と持続可能な利用のための指針となる
「生物多様性うおづ戦略」
を策定いたしました。この戦略に基づき、市民の皆様や事業者、行政等が互いに協力・連携しながら、生物多様性の保
全等に取り組んでいます。
将来像「豊かな自然 多様ないきもの 未来につなごう ふるさと魚津」
本市の生物多様性に係る課題を踏まえ、豊かな自然環境や様々な動植物や産業等を育んでいる魚津の水循環の保全を
重視しながら、多様な生態系や野生生物等の保全を進めます。また、市民生活の豊かさや地域振興、産業活性化等に結
び付けることも念頭に置きながら取り組みを進めます。さらに、魚津市の博物館が有する知見等を最大限に活かしなが
ら、生物多様性保全を推進するための仕組みを構築します。この将来像の実現に向け３つの基本目標を掲げ施策の展開
を図ります。

守

る

●生態系等の保全
・魚津の水循環の保全
・自然公園等の適正な管理
●生物の保護・管理
・野生動植物等の調査・保護
・外来生物等への対策
外

重点事業

恵みを活かす
●市民生活における活用
・自然の恵みの活用
●事業活動における活用
・農林水産業の推進
外

学

ぶ

●調査・研究の充実
・博物館を中心とした調査研究
●普及啓発・教育の推進
・自然とのふれあいの場の提供
●人材育成とネットワークづくり
・生物多様性に関わる人材育成
外

各基本目標に係る様々な施策を進めるとともに、地域特性を踏まえて、以下の取り組みを重点的に進めていきます。
●水と緑の学び舎 ●海の生物保全と活用 ●人と野生動物との共生
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賛助会員一覧

公益財団法人とやま環境財団

平成 26 年 8 月

法人賛助会員ご芳名一覧

（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。
（365団体・企業50音順）

■ 建設業
アールタチバナ株式会社
朝日建設株式会社
安達建設株式会社
射水建設興業株式会社
射水工業株式会社
株式会社エフテック
オーケー空調サービス株式会社
株式会社大江鉄工
大高建設株式会社
株式会社岡部
株式会社カシイ
有限会社金山産業
窪江産業有限会社
向陽整熱工業株式会社
寿設計株式会社
株式会社サプラ
株式会社サンコー
株式会社斉藤組
笹嶋工業株式会社
株式会社佐藤渡辺北陸支店
三久建設株式会社
株式会社サンワハウス北陸支店
塩谷建設株式会社
有限会社清水重建
株式会社城東工業
株式会社新興
昭和工業株式会社
鈴木工業株式会社
株式会社住まい・環境プランニング
第一交易株式会社
第一冷熱株式会社
ダイエー設備工業株式会社
大栄電設株式会社
大道建設工業株式会社
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
株式会社高野商店
たち建設株式会社
立山土建株式会社
谷内工業株式会社
千代田工販株式会社北陸支店
寺崎工業株式会社
東洋建設株式会社富山営業所
株式会社鳥羽
富三建設株式会社
トヤマデンセツ株式会社
西田工業株式会社
日本道路株式会社北信越支店富山合材センター
株式会社野手組
株式会社福光組
株式会社富士技研
婦中興業株式会社
北陸機材株式会社
北陸ハイウェイ建設株式会社
松本建設株式会社
丸新志鷹建設株式会社
室田土石株式会社
ユーシン建設株式会社
米沢工業株式会社
米原商事株式会社

■ 製造業
アサヒ飲料株式会社北陸工場
朝日印刷株式会社富山工場
朝日化工株式会社
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
株式会社あつみファッション
アルインコ富山株式会社
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
伊藤ハムデイリー株式会社北陸工場
ＮＥＣトーキン株式会社富山事業所
株式会社大塚製薬工場富山工場
オリエンタル鋼業株式会社
株式会社加積製作所
神岡部品工業株式会社環境推進室
川端鐵工株式会社
キクラ印刷株式会社
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
クラリアント融媒株式会社富山工場
株式会社クロタニコーポレーション
株式会社ＫＥＣ
株式会社研磨ックス
有限会社古志建設運輸
株式会社古城製作所
五洲薬品株式会社
金剛化学株式会社
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
三芝硝材株式会社
三晶ＭＥＣ株式会社
サンズコーポレーション株式会社
株式会社シキノハイテック
志貴野メッキ株式会社
シミックＣＭＯ株式会社
昭和電工セラミックス株式会社
新栄システム株式会社
シンコー精機株式会社
神通コンクリート工業株式会社
新日本電工株式会社
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
セキサンピーシー株式会社富山工場
積和ウッド株式会社
泉洋化工株式会社
第一共同印刷株式会社
第一薬品工業株式会社
ダイト株式会社
大東印刷株式会社富山営業事務所
株式会社高岡ケージ工業
タカノギケン株式会社
株式会社タケシタ
立山科学工業株式会社
立山製紙株式会社

—9—

立山電化工業株式会社
立山マシン株式会社
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
チューモク株式会社
津田工業株式会社富山工場
津根精機株式会社
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
東洋電子工業株式会社
富山カラーリング株式会社
株式会社富山クボタ
富山スガキ株式会社
富山製紙株式会社富山工場
株式会社富山村田製作所
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
株式会社ナチ立山ベアリング
日電産業株式会社
日東メディック株式会社
日本安全産業株式会社
日本海コンクリート工業株式会社
日本曹達株式会社高岡工場
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
阪神化成工業株式会社
ビニフレーム工業株式会社
BBS ジャパン株式会社
株式会社日立製作所北陸支社
ファインネクス株式会社
福寿製薬株式会社
富士安全硝子工業株式会社
富士化学工業株式会社
富士コン株式会社
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
株式会社フジムラ富山工場
株式会社二葉金属製作所
株式会社富士薬品富山工場
株式会社プリテックエコタウンセンター
株式会社北陸化成工業所
北陸電気工業株式会社
北陸電機製造株式会社
北陸ドラム工業株式会社
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
マルマス機械株式会社
丸和ケミカル株式会社
株式会社宮木製作所
株式会社宮越印刷
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賛助会員一覧

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
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
株式会社ユニゾーン
株式会社陽進堂
余川工業株式会社
株式会社横山製作所
吉澤工業株式会社
リードケミカル株式会社
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
株式会社渡辺鉄工

ホクリク住材株式会社
株式会社北陸電機商会
株式会社三田商会
株式会社ミヤシゲ
株式会社明文堂プランナー
株式会社やぶうち商会
ユニー株式会社北陸本部
株式会社ヨシダ
菱越電機株式会社

■ 電気・ガス・熱供給・水道業
桜井合同瓦斯株式会社
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
株式会社丸八

■ 学術研究、専門・技術サービス業
アースコンサル株式会社
株式会社安全性研究センター
株式会社碓井プランニング
株式会社エコライフサービス
カナモリ技販株式会社
株式会社環境理研
株式会社環研
株式会社協和総商
株式会社国土開発センター富山支店
ゼオンノース株式会社
株式会社中部設計
中部保全株式会社
株式会社とさ
長岡工業株式会社
夏原工業株式会社北陸営業所
株式会社ミツノ広告
ミナエコ合同会社
株式会社村尾地研
ヤマト地質調査株式会社
有限会社横井環境サービス

■ 情報通信業
株式会社シー・エー・ピー
富山エフエム放送株式会社
■ 運輸業、郵便業
株式会社アイカワ
株式会社イトウ
有限会社幸林産業
竹田運輸倉庫株式会社
中川運輸株式会社
日産物流株式会社富山支店
広井建材運輸株式会社
北産運輸株式会社
■ 卸売業、小売業
有限会社石本商店
伊藤忠商事株式会社
株式会社大阪屋ショップ
株式会社大沢商店
花王カスタマーマーケティング株式会社
金岡忠商事株式会社
株式会社カネソ
河上金物株式会社
株式会社ケンテック
株式会社米三
金剛薬品株式会社
株式会社サンショウ
株式会社三進堂
株式会社シマダ
株式会社島田商店
株式会社セキノ興産
株式会社瀬戸
高岡三菱自動車販売株式会社
竹中産業株式会社富山営業所
中部機器株式会社
中部工営株式会社
富山日産自動車株式会社
株式会社富山日立
富山ヤクルト販売株式会社
株式会社富冷
並木薬品株式会社
南陽株式会社
ネッツトヨタ富山株式会社
富士ゼロックス北陸株式会社
フレッシュ佐武
北陸砂糖株式会社

■ 金融業、保険業
富山信用金庫
株式会社北陸銀行
■ 不動産業、物品賃貸業
富山空港ターミナルビル株式会社
富山電気ビルデイング株式会社

■ 宿泊業、飲食サービス業
株式会社延楽
立山高原ホテル
パレブラン高志会館
■ 生活関連サービス業、娯楽業
株式会社富山県寝具センター
■ 教育、学習支援業
株式会社富山育英センター
■ 複合サービス事業
生活協同組合ＣＯ・ＯＰとやま
富山県生活協同組合
■ サービス業
株式会社アイビックス富山支店
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
アイオーティカーボン株式会社
株式会社アイザック環境事業本部
有限会社朝日衛生社
株式会社アムテック
株式会社アルト
株式会社石橋
イシモト環境資源開発株式会社
有限会社今井運送
株式会社魚津清掃公社
株式会社エコ・マインド
公益財団法人オイスカ富山県支部
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有限会社小矢部衛生工業
金原開発株式会社
株式会社金屋商事
環境問題とやま懇話会
株式会社かんでんエルファーム
有限会社クリーンアクト砺波
クリーン産業株式会社
黒部クリーン株式会社
株式会社公生社
株式会社黒東アメニティ公社
境自動車株式会社
有限会社サンビソウ
株式会社シマキュウ
十全美装株式会社
新高清掃株式会社
太平ビルサービス株式会社富山支店
株式会社高岡市衛生公社
株式会社タカセキ富山
株式会社田中商会
デムラ工業株式会社
株式会社富山環境整備本社
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
株式会社富山食肉総合センター
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
富山商工会議所
富山総合ビルセンター株式会社
富山日野自動車株式会社
富山北研水質管理株式会社
公益社団法人とやま緑化推進機構
株式会社中島興産
株式会社南砺工業所
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
日本オートリサイクル株式会社
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
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
野口株式会社富山営業所
株式会社ヒヨシ
富士見産業株式会社富山支店
北陸管財株式会社
株式会社北陸バロン美装
北陸ビル防設株式会社
株式会社松本建材
マルキビルサービス株式会社
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お知らせ・募集

◆かえっこバザール◆
日 時：10 月 4 日（土）10:00 ～ 17:00
10 月 5 日（日）10:00 ～ 16:00
場 所：高岡テクノドーム（高岡市二塚 322-5）
※とやま環境フェア 2014 内にて
かえっこバザールってな～に？？
～かえっこのあそびかた～
① 使わなくなったおもちゃを持ってこよう！
② かえるポイントと交換しよう！
③ かえるポイントで、すきなおもちゃとかえっこしよう !
（協賛）株式会社大阪屋ショップ、株式会社中部設計

うちエコ診断

受診家庭
募集中 !

■「ご自宅のエコロジー度」を判定します。
ご自宅の“どこから・どれだけ CO2 が
出ているか”を分析し、平均的な家庭との
比較等を通じ、「あなたの家のエコロジー
度」を判定します。
■「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（効果試算等）
も可能です。）
■「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。

◆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。

■うちエコ診断は、環境・エネルギーの専門
家である“うちエコ診断士”が行います。
うちエコ診断は、環境省の認定を受けた
“うちエコ診断士”が行います。診断時間
の目安は、45 分～１時間程度です。一度
の診断で、診断から結果の説明、省エネ提
案のすべてを行います。診断日時はお申込
者様のご都合に合わせ、休日を含めて調整
いたします。

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/

平成26年版・環境関係法規の手引き
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 6,000 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。
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こんな方におすすめです！
①家電製品や自動車の買替え
②高効率給湯器の導入・熱源の統一
③太陽光発電システムの導入
④新築・リフォーム
⑤家族構成に変化があった
（お子さんの進学・Ｕターン・独立など）
【受診形式】
訪問診断（ご自宅）、窓口診断（とやま環境財
団・高岡市ふれあい福祉センター等）、会場診
断（県市町村環境イベント会場）、団体診断（企
業・団体内、町内会等）
※お申し込みの詳細は、
（公財）とやま環境財
団のＨＰをご覧いただくか、お電話でお問い
合わせください。
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とやま環境フェア2014 開催のご案内
今年で 17 回目の開催となる「とやま環境フェア 2014」。今年
は「水と緑に恵まれた快適な環境をめざして～未来につなごう！
エコなくらし～」をテーマに様々な展示・実演・販売等を企画し
ています。楽しい「キャラクターショー ドラえもん」も行いま
すので、ご家族そろってぜひお越しください。
日
会

平成 26 年 8 月

お知らせ・募集

時：平成 26 年 10 月 4 日（土）10:00 ～ 17:00
5 日（日）10:00 ～ 16:00
場：高岡テクノドーム（高岡市二塚 322-5）

参加事業者大募集 !
【エコアクション 21 とは】
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
【プログラムの概要】
・エコアクション 21 の認証登録を目指します。
・専門家による講習会での個別アドバイスが無
料で受けられます（1 回 / 月 全 6 回）
※お問い合わせは、エコアクション 21 地域
事務局（とやま環境財団）まで

ご来場お待ちしています

Pick up!

平成26年度 エコアクション21
自治体イニシアティブ・プログラム

当財団では、環境に関する本やＤＶＤの貸し出しを行っております。その中の１冊をピッ
クアップします。

「１秒の世界

GLOBAL CHANGE in ONE SECOND」

責任編集 山本 良一／編集 Think the Earth プロジェクト／発行所 ダイアモンド社
—世界は刻々と変化している。あなたがお茶を飲み、空を見上げ、となり町へと移動して
いる間に、森林が消失し、氷河が崩れ落ち、大量の資源が消費されている。この世界のあ
らゆるものはとどまることなく変化している。—（冒頭より抜粋）
今この瞬間に世界で起こっている変化を、様々な角度から捉え紹介している一冊です。１
ページに１つの事例が書かれているのでとても読みやすく、思わず誰かに教えたくなります。
「1 秒間にグリーンランドの氷河が 1,620㎥溶け…」
「
、1 秒間に 79 個の星が爆発してそ
の生涯を終え…」 この続きは、ぜひ本を手に取りご覧ください。

新任事務局長・協働交流課長をご紹介します！
事務局長

竹林

雅典

前任地の名古屋の人々にとって、
富山県は、おいしい水、お米、お酒、
お魚に、雄大な立山連峰と不思議
の海富山湾に育まれた、あこがれ
の土地でした。皆様と一緒に美し
いふるさとを守っていきたいです。
よろしくお願いいたします。

協働交流課長

万尾

和恵

県の環境職員として大気、水質、
廃棄物、国際環境協力等の事業を担
当してきました。今度は財団職員と
して、ふるさと富山の環境を守るた
め、皆様と一緒に頑張っていきたい
と思っていますので、よろしくお願
いいたします。

編集後記
今日の終わりに１日を振り返ると、
自分が何をしていたか具体的に思い出せないことがしばしばあります。そんな時、
意識せずに日々
を過ごしているのだということに気づかされます。今日の自分が未来の自分を作るのですが、今日の１日が未来の地球も作ります。
国連の IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の発表した第 5 次評価報告書では、十分な対策をとらずにこのまま地球温暖化が進
むと、今世紀末には地球の平均温度は最大 4.8 度上昇し、海の水位も最大 82 センチ上昇すると予測しています。日本付近は温かい
黒潮の影響で、世界でも特に海面が上昇するといわれています。私たちの体温が 4.8 度上がることを想像するとどうでしょう。生き
てはいけません。地球もそのような状況に刻一刻と近づいているのです。
日々の過ごし方で未来が変わるのなら、地球にやさしい生活を毎日の中で少し意識してみませんか？人にも地球にもやさしい暮ら
しを考えていきましょう。

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

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。

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
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。

