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環境と人の共生
発行／公益財団法人とやま環境財団

理事長挨拶
公益財団法人とやま環境財団
理事長 永原 功

このたび理事長に就任した永原でございます。
皆様とともに、水と緑に恵まれた快適なふるさと
を守ってまいりたいと存じます。よろしくお願いい
たします。
さて、北陸新幹線の開業により、県外からも多く
の方が富山県を訪れています。
昨年、富山湾が世界で最も美しい湾クラブに加盟
したこともあり、今年も県内全市町村で「みんなで
きれいにせんまいけ大作戦」に多数ご参加いただき
ましたこと、誠にありがとうございます。
また、他県に先駆けて取り組んできたレジ袋無料
配布廃止運動が県民の皆様に浸透し、マイバッグ持
参率が 95％と全国で最も高い水準にあるほか、環境
に配慮したエコ・ストア制度が普及するなど、皆様
の環境意識が高まっていることに、大きな喜びを感
じております。
当財団では、子どもの頃からの環境教育にも力を

入れており、小学４年生を対象とした「チャレンジ
10 事業」や未就学児向けの「はじめてのエコライフ
教室」
、また、
「川の健やかさ調査」に加え、今年は
８月１日に、廃棄されたパソコンから金を採り出す
「親子で宝探し」を企画したところ、定員を大きく上
回る申込みがありました。
来る 10 月 17 日、18 日には富山市のテクノホー
ルでとやま環境フェアを開催し、親子で楽しめる体
験コーナーをたくさんご用意しますが、18 日には、
廃小型家電から有用金属を探し出す体験もできます。
ぜひ、ご来場ください。
また、舟橋村では、村内の保育所、小学校、中学
校の子どもたち全員に、お盆明けに５つのエコチャ
レンジをしてもらいます。
ご家族も一緒に参加することで、村を挙げての取
組みになることを期待しています。
また、企業の環境経営を応援するエコアクション
21 事業を推進するほか、環境保全活動に取組む企業
や団体が参加するインターネットサイト「エコノワ
とやま」の更新・追加を行っており、エコの輪を着
実に広げて、より暮らしやすい富山県になりますよ
う、事業を展開してまいります。
これからも、財団運営に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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富山県ナチュラリスト活動業務打合せ会及び
第 1 回ナチュラリスト研修会を開催しました！

富山県県土美化推進県民会議総会を
開催しました！

４月 18 日（土）今年度の活動業務打ち合わ
せ会及び第１回ナチュラリスト研修会を行いま
した。
活動業務打合せ会では、26 年度に新認定者
が誕生しナチュラリストの人数も増えたことか
ら、質疑応答も活発に行われ、有意義な打合せ
会となりました。
新幹線が開通したこともあり、
ナチュラリストの皆さんの今後ますますの活躍
が期待されます。
研修会では、講師に立山カルデラ砂防博物館
主任学芸員の反保俊哉氏を迎え、
「立山の地震
と火山活動についての現状」と題してお話して
いただきました。身近な立山地区での火山につ
いて、また地震についての知識や発生した場合
の心構えなど、大
変興味深い内容で
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「ま
ちやむらを美しくする運動」、「川をきれいに
する運動」、「山や海岸をきれいにする運動」、
「空カンゼロ運動」等展開し、前年度は県内
15 市町村から、延べ 198,000 人の方々にご
参加いただきました。
また、４月 24 日（金）には、富山県民会館
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、県土美化推進功労表彰や
26 年度県土美化推進運動実施報告及び 27 年
度の実施要領（案）の報告などがあり事業計
画などが了承されました。また、小学生の代
表による総会決議の朗読や３団体から、日頃
取り組んでいる美化活動の報告発表をしてい
ただきました。発
表の後“すすめよ
う ごみのない美
しいまちづくり”
を活動推進の標語
に据えて、総会を
終了しました。

第１回地球温暖化止活動推進員研修会を
開催しました！

アースデイとやま 2015 に出展しました！
地球環境について考える「アースデイとやま
2015」が富山市ファミリーパークで開催され、
当財団も出展しました。今年度は「子どもたち
に、残す未来」をテーマに、ジビエで楽しむ里
山再生や電気を使わず自然エネルギーで暮らす
トークイベントや土の中の生物を調べるワーク
ショップも行われました。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。

今年度第１回目の地球温暖化防止活動推進員
研修会を５月 16 日（土）高志の国文学館にて
行いました。今回は富山県の「とやまストップ
温暖化計画」等の施策の概要説明や、とやま環
境財団の今年度の事業計画について説明を行い
ました。また、富山県環境科学センターから初
鹿主任研究員を迎え、
「富山県近未来気候」の
見方について説明を受けました。これは富山県
環境科学センターが文部科学省の委託を受け、
国立研究開発法人海洋研究開発機構等と協力
し、富山県の近未来における気候を予測した結
果をホームページとしてまとめたものです。積
雪量や降水量の変化などをアニメーションで見
ることができ、推進員の皆さんも大変興味深く
話を聞いていました。
※ＨＰ「富山県近未来気候」
http://www.eco.pref.toyama.jp/kinmirai/

★今後の市町村エコライフイベント予定★
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９月６日 ㈰

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19日 ㈯

第 21 回環境フェスティバル
（魚津ありそドーム )

10月４日 ㈰

第 10 回射水市環境とくらしフェア
（射水市ミライクル館）

10月中旬

滑川市環境フェア 2015
（滑川市民交流プラザ）

11月14日 ㈯
15日 ㈰

小矢部市農業祭
（クロスランドおやべ）

11月

2015 環境フェア HIMI
（未定）

12月

エコライフの推進
（となみ駅前商店街通り）

きょうせい

第5号

とやま環境財団

平成 27 年 8 月

4 月～ 7 月までの取組み

とやま環境チャレンジ 10 が
今年もスタートしました！

「みんなできれいにせんまいけ大作戦in 射水」を
開催しました！

10 歳の児童が家族と一緒に地球温暖化防止
に関する 10 個の取組みを４週間実践する「と
やま環境チャレンジ 10 事業」が今年もスター
トしました。事業開始から 12 年目を迎える今
年は、県内 66 校 3,783 名の児童がチャレンジ
10 事業に参加しています。
最近では「地球温暖化」や「気候変動」とい
う言葉をニュースなどでよく耳にするようにな
り、児童も言葉を知っている子が多いです。そ
こで、その原因や今の世界の現状等を地球温暖
化防止活動推進員がわかりやすく教えること
で、内容を理解し、地球を守る為に自分たちが
できることを考え、実践につなげていきます。
児童は夏休み期間
に取組みを実施し、
その後、後編授業
でふりかえりを行
います。

６月１日から９月 30 日まで県内 15 市町村で
クリーンアップ活動「みんなできれいにせんま
いけ大作戦」が実施されます。その中のイベン
トとして、７月５日（日）射水市合併 10 周年
記念「みんなできれいにせんまいけ大作戦 in 射
水」を射水市海老江海浜公園にて開催しました。
開会式では全国一斉海浜清掃旗揚げ式、
「森・
川・海」リレー清掃キックオフイベントなども
盛り込まれ、
射水市のゆるキャラ「ムズムズくん」
も応援に来てくれました。
射北中学校の生徒、東明小学校児童、環境衛
生協議会、地域住民、企業の方々、ご家族など
総勢 800 名の参加者で清掃活動行いました。清
掃後にはヒラメの稚魚放流やお楽しみ抽選会等
もあり、楽しい時間になったことでしょう。ご
参加いただいた皆様本
当にお疲れさまでした。

こんなにたくさん
のゴミが集まりま
した！

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 21 日（日）
総曲輪グランドプラザにて行いました。今年はゲストに、シンガーソングライターで環境省３Ｒ推進
マイスターの白井貴子さんを迎え、環境に関するトーク＆ミニライブを行いました。白井さんは３Ｒ
推進マイスターの他、文部科学省 ESD（持続発展教育）オフィシャルサポーターもされており、ESD
普及のための歌を会場にいた全員で踊り、環境について楽しく学びました。
また、むつみ幼稚園の園児による素晴らしい合唱やエコライフ実践エールで、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りました。この他、レジ袋削減 10 億枚達成記念キャ
ンペーンのキックオフイベントも併せて行いました。雨の中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

白井貴子さんトーク＆ライブ

環境月間ポスターの展示

園児によるエコライフ実践エール

レジ袋10億枚達成記念キャンペーン
キックオフイベント
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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
～平成27年度富山県環境関連施策～

循環型社会と低炭素社会づくりの推進
循環型社会づくり
◆ 廃棄物の排出抑制・循環的利用等の推進
富山の次世代型環境産業育成・支援事業…390 万円
県内の先駆的な環境関連企業の海外展開を支援するためのセミナーや、こうした企業を県内外に広く紹介する
シンポジウムを開催
ＰＣＢ廃棄物適正処理対策推進事業…350 万円
事業者が保有する PCB 廃棄物の実態調査や保管事業者を対象とした適正処理講習会を開催
災害廃棄物対策推進事業…110 万円
災害時の廃棄物処理対策について、市町村職員等を対象としたセミナーの開催等を実施
とやま廃棄物プランの改定…93 万円
ASEANにおける
県内の廃棄物の排出・処理の実態等を踏まえてプランを改定
環境ビジネスセミナー

低炭素社会づくり
◆ 県民・事業者による省エネルギー対策の推進
○ 事業者向け環境マネジメントシステム構築支援…54 万円
エコアクション 21 の取得支援、省エネセミナーの開催
○ 住みよい家づくり資金融資制度…3 億 241 万円（土木）
高効率給湯器等の省エネ設備、住宅用太陽光発電システムの導入に融資

臼中発電所

◆ 再生可能エネルギー等の導入推進
○ 団体営地域用水環境整備事業（公共）〔一部 2 月補正〕…20 億 6,736 万円（農林）
農業用水を活用した小水力発電所の整備、新規 3 か所
○ 上百瀬発電所（仮称）の建設…4 億 1,680 万円（企業）
○ 富山新港太陽光発電所（仮称）の建設…12 億 5,040 万円 ( 企業 )
再生可能エネルギー等導入推進基金事業…6 億 8,802 万円
太陽光発電
防災拠点等での太陽光発電等の導入を実施
（富山県環境科学センター）
○ 再生可能エネルギー利用促進資金融資制度…6 億円（商労）
再生可能エネルギー（太陽光、風力、中小水力、バイオマス、地熱）を利用した発電設備導入資金の融資
○ 産学官連携推進支援事業「新商品・新事業創出枠（環境・エネルギー分野 )」…400 万円（商労）
新産業の創出、商品化・事業化を促進するため、産学官グループの研究開発を支援

エコライフの推進
◆ 県民・事業者の取組み支援
レジ袋削減 10 億枚達成記念キャンペーン事業…600 万円
レジ袋削減協力への感謝及びエコ・ストア制度ＰＲキャンペーンの実施
レジ袋削減 10 億枚達成記念プレミアム商品券発行事業…3 億 151 万円
レジ袋無料配布廃止に取り組む店舗で利用できるプレミアム商品券
を発行、多子世帯はﾌﾟﾚﾐｱﾑを上乗せ
ノーマイカー・公共交通利用促進事業…200 万円（知政）
ノーマイカー運動の実施（利用できる交通機関の拡充）

レジ袋削減10億枚達成記念キャンペーン
キックオフイベント（エコ・アクト大会）

◆ 実践的な環境保全活動や環境教育の推進
「森・川・海」リレー清掃事業…450 万円
県内全域で上流域から海岸に向けて清掃活動をリレーでつなぐキャンペーンの実施
○ みんなできれいにせんまいけ大作戦…220 万円
15 市町村で清掃大会を実施、清掃美化活動の啓発
水の恵みと海岸清掃体験ツアー …120 万円
湧水や河川・用水等での水の豊かさの体感、海岸清掃の実施
○ イタイイタイ病資料館管理運営事業…4,347 万円（厚生）
特別企画展、語り部事業、資料館に来て・見て・学ぼう事業等
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自然環境・水資源・生活環境の保全
自然環境の保全
希少野生動植物保護事業…180 万円
「指定希少野生動植物」の指定、周知、監視等の実施や本県の希少野生動植物に関する保
護活動の支援
○ ラムサール湿地等の保全・適正利用の推進…1,640 万円
弥陀ヶ原地区等の木道や案内標識の再整備等
○ 立山バス排出ガス規制推進事業…2 億 767 万円
条例によるバスの排出ガス規制の実施、県内バス事業者への支援
有害鳥獣捕獲担い手育成推進事業…510 万円
射撃場の改修や猟友会新会員等向けの実地捕獲研修への補助の実施
立山の雷鳥保護・ウォッチング事業…388 万円
ライチョウの生態・生息状況・保護の取組みや立山での目撃情報をリアルタイムで紹介
する HP の作成、ボランティアによる保護柵設置等の実施
カモシカ対策事業…400 万円
カモシカ保護（管理）計画の策定のため、生息密度調査を実施
学校登山用ヘルメット整備支援事業…514 万円
学校登山用ヘルメットの整備 ･ 貸出の支援
○ 室堂地区山岳スキー安全対策支援事業…760 万円
入山安全相談窓口の設置（入山届の受付、入山指導員による指導）、遭難防止情報の発信等
県民公園頼成の森環境整備事業…3,570 万円
県民公園頼成の森に多目的トイレの整備

ラムサール条約湿地
弥陀ヶ原

雷

鳥

入山安全相談窓口

水資源の保全と活用
○ 豊かな地下水保全事業…292 万円
「地下水の守り人」の活動支援、モデル地区での節水・涵養の推進

生活環境の保全
○ 富岩運河公害防止対策事業…3 億 258 万円（土木）
中島閘門上流部での対策工事の実施と下流部での対策工法の検討
海岸漂着物対策の推進…7,170 万円（土木・生環）
地下水の守り人
海岸漂着物の回収・処理（市町村補助含む）、効果的な対策の検討
（消雪設備の点検）
新幹線騒音環境調査…1,240 万円
環境基準の達成状況の把握のため、県全域で新幹線鉄道騒音・振動に係る実態調査等の実施
大気汚染物質排出量調査事業…155 万円
大気環境計画の改定のため、硫黄酸化物等の主要な大気汚染物質排出量の現況把握及び将来予測の実施

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の推進
北東アジア地域自治体連合環境分科委員会推進事業…168 万円
NEAR 環境分科委員会を開催
環日本海地域の漂着物対策啓発事業…1,830 万円
環日本海沿岸自治体による漂着物調査・関係者会議、漂着物アート展・アート制作体験会
富山湾リモートセンシング調査事業…150 万円
リモートセンシング技術を活用した富山湾の藻場調査、海づくり大会で成果発信
北東アジア地域環境体験プログラム…500 万円
北東アジア地域の青少年に対して海洋環境の現状や保全活動を体験
する機会の提供及びその成果を海づくり大会において発表
とやま環境協力連携・発信事業…144 万円
県内団体と連携した海洋生物・海底ごみ調査、海づくり大会で海洋環境教育プログラムの PR 等

◆ 環日本海環境協力センターへの支援

漂着物アート展

北東アジア地域環境
体験プログラム

○（公財）環日本海環境協力センター支援事業…8,461 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

◆ ＮＯＷＰＡＰ地域調整部への支援
○ 国連機関（ＮＯＷＰＡＰ地域調整部）への運営協力…5,268 万円（観地）
○ ＮＯＷＰＡＰ広報事業…70 万円（観地）

海岸いきもの観察会

※所管部局名のない事業は、生活環境文化部所管事業
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第5号

エコノワとやま掲載団体・エコアクション 21 登録事業者紹介

株式会社
エコ・マインド

平成 27 年 8 月

ＮＰＯ法人
きんたろう倶楽部

弊社は 2006 年 3 月より富山市エコタウンの一角で
廃棄物処理業を営んでいます。
廃プラスチックを中心に紙くず、木くず、繊維くず
などの廃棄物から固形燃料を製造し、できた製品は石
油や石炭の代替燃料として県内外の企業のボイラーで
利用いただいています。
環境産業に携わるのだから、と創業後すぐにデータ
を取り始め、2009 年 1 月に EA21 の認証を取得しま
した。
廃棄物処理は計画生産ができません。また破砕、
選別、
成型と一連になった工程は加熱部も排水もなく、使用
エネルギーはほぼ電力のみと継続の難しい活動でした
が、審査人の先生をはじめ多くの助言をいただきなが
ら全員で取組んだ結果、無事 3 回目の更新をした今年
2 月、
「EA21 富山県環境活動レポート大賞」優秀賞を
いただきました。
他社の廃棄物や化石燃料利用量の削減、リサイクル
率向上のお手伝いが弊社の業務ですが、これを励みに
今後とも環境社会への貢献と自らの環境負荷低減に取
組んで参ります。

株式会社
富山日立

弊社、株式会社富山日立は企業理念 基本と正道に
もとづき「優れた商品と技術を通しお客様並びに社会
の発展に貢献する・知識創造により継続的に発展しお
客様並びに社員の幸せを追求する ( マーケットは知の
発見・創造の場である )・常に感謝の気持を忘れず行動
し社会に貢献する」に基づきこの理念の具現化を目指
す企業として、地球環境への取組みが、当社の果たす
べき重要課題であることを認識し、自らが責任を持ち、
全社一丸となって環境への負荷軽減に努めています。
当社は 2006 年 7 月にエコアクション 21 の認証を
取得して以来 10 年目を迎え、更なるステップアップ
に向けた取組みが必要と考えており、状況に即した柔
軟な取り組みを実践し、今後も引き続き社員一人ひと
りがさらに環境意識を高め、個々の活動とともに環境
適合製品の売上向上により社会に貢献するという目標
に向かって活動して参ります。

きんたろう倶楽部は、呉羽丘陵を中心に里山の整備を
実施し、利活用を模索しているボランティア団体です。
ファミリーパークに隣接する「きんたろうの森」では、
月２回（第１・第３水曜日 9：30 ～ 12：00）の定期
的整備を実施しており、荒れた竹林を切り開き、雑木林
を間伐して、スミレやササユリが咲く里山を回復し、立
山連峰と新湊大橋が同時に見渡せる尾根までの散策道を
開削・整備しました。
里山の利活用では、里山の自然をたっぷり楽しむ冒険
キャンプ（小学高学年）や、散策を楽しむノルディック
ウォーク、さらに薬膳も味わう里山セラピー、里山の木
からのエッセンスオイルを楽しむアロマづくりなどを実
施しています。
また、４月には皆さんの協力をお願いして、呉羽丘陵
竹林整備ボランティアのお世話もさせていただいており
ます。

株式会社
スダコー

弊社は明治 42 年の創業以来、商業用印刷用紙・医
薬品パッケージ用板紙及びその関連商品の卸売業を営
んでおります。
弊社は平成 18 年 2 月に「エコアクション 21」を取
得し、環境問題に全社員で取り組んでおります。今年
３月には社内の照明をＬＥＤ化し、電力・CO2 削減へ
一定の効果を上げ、社員の意識も高まりました。また、
再生紙や森林認証紙の販売促進により、地球温暖化防
止にも取り組んでおります。営業・配送部門の効率的
な運行計画による燃費向上、包装資材や焼却廃棄物の
削減と再資源化率の向上、上下水使用量の削減、グリー
ン購入の促進、昼休憩時間の消灯、エアコンの温度管
理の徹底など、部署毎に目標を立てて日々努力を重ね
ております。
また、定期的にエコ長会議を開催し、各部署の取組
みや結果などを話し合い、意見交換を行うことで更に
環境への取組みへの意識を高めています。
しかしながら取得から９年が経ち、社員の環境に対
する意識は高まっている反面、数値的な目標達成には
行き詰まり感が出てきているのも事実であり、人員、
車両の増減や気候などに結果が左右される状況となっ
ています。今後はいかに社員の関心を保ちつつエコ活
動を継続していくのかを試行錯誤しながら活動してい
きたいと考えております。
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第5号

賛助会員・寄付金企業紹介

黒谷株式会社

平成 27 年 8 月

株式会社 富士薬品 富山工場

当社は、創業以来
金属資源の有効利
用と美術工芸品の
鋳造を二本柱に据
え、事業を展開して
います。非鉄金属をはじめとした金属材料の収集か
ら製造・加工までを一貫して行い、当社の金属材料
の再生・活用から生まれた製品は、電線や半導体の
基板、船舶用スクリューや水栓金具、バルブ類、各
種産業用機械部品等々の材料として幅広く利用され
ています。
社内での取り組みとしては、社員が各家庭より不
要なアルミ缶を持ち寄り、工場で再生しています。
また年に１度工場周辺のごみ拾いを行うなど、社員
全員で地球環境保全に貢献できるよう力を合わせて
います。

「元気、いっしょ
に！」 の テ レ ビ Ｃ
Ｍでおなじみの㈱
富士薬品です。本
社はさいたま市で
すが、生産部門は
“くすりの富山”に本拠地があります。今年、富山事
業所（富山工場と富山第二工場）では CO2 削減事業
として蒸気発生用ボイラーの燃料転換を行いました。
従来は LPG を年間 1,200t ほど使用しておりました
が、都市ガス (13A) への全面切り替えで CO2 排出量
は 525t-CO2 減少する予定です。
当社では、環境方針に「廃棄物の削減」や「環境
汚染の予防」を取り上げ、更にグリーン購入・3 Ｒ
品の導入を推進し、環境負荷低減を考えた工場運営
を目指しております。

白江 孝俊さん

森杉 國作さん

今 年 末 の COP21 で は、2020
年以降の新しい地球温暖化対策の
枠組みの合意が目指されていま
す。我が国においても、長期エネ
ルギー需給見通し（エネルギーミックス）が取りま
とめられ、それを踏まえて、約束草案（2020 年以
降の削減目標）の政府原案は、2030 年度に 2013
年度比▲ 26％（2005 年度比▲ 25.4％）とされま
した。電源構成の原子力 22 ～ 20％、再生可能エネ
ルギー 22 ～ 24％の達成に加え、省エネ▲ 17％も
大きな課題です。まずは一人一人がムダを省き、様々
なエコを実践していくことがますます重要となり、
財団の活動も一層期待されていくと思います。

人間の営みの中に環境が生まれ、
豊かな環境の内に共存共栄が芽生
え、環境の大切さを自然界から学び、
私共の生活文化が始まっている。
然しながら今は、人間だけが豊
かに住む世界を求め、一見快適な様に感じているが、
他の生物にとっては誠に不幸な状況だけが私には見
えてならない。生活を豊かにする為に単に環境を守
るのではなく、人間の将来を見据えた環境づくりを
進めなくてはならない。
私は地域活動（環境）の中から、環境は自分の為
でなく、人のために守るものであると確信し、日々
村民の事を案じ努力しています。

大建工業株式会社

日産化学工業
株式会社 富山工場

弊社井波工場は、主に
室内ドアを生産していま
す。月間生産能力は約 6
万本。日本最大級の生産
能力を誇ります。
ドア基材に合板工場や製材所から出る端材を原材
料にしたＭＤＦ（木質繊維板）を使用する他、工場
で発生する木粉から木質ペレット（固形燃料）を形
成するなど、地球環境にやさしいものづくりに取り
組んでいます。また、県産材の活用も進めており、
富山県木材研究所と共同開発を実施。北陸新幹線の
黒部宇奈月温泉駅には、共同開発した富山県産杉不
燃パネルが使用されています。
これからも地球環境に配慮したものづくりと県産
材活用を進めてまいります。

当 社 富 山 工 場 で は、
敷地に隣接する遊休地
（約 6,500 ｍ2）を生物
空間（ビオトープ）として整備し、『日産ビオパー
ク西本郷』という名称の公園として地域に開放して
います。地域に憩いの場を提供するに留まらず、地
域固有種であるメダカの放流、自然解説員に認定さ
れた OB 社員による近隣小学生への説明会、地域住
民と合同での花畑の維持管理活動等により、生物多
様性の重要性を学ぶ場として地域と会社とが一緒に
なった一連の取り組みが高く評価され、日本化学工
業協会「RC 賞」大賞の受賞に至りました。これか
らも地域社会の一員として社会貢献活動を積極的に
推進していきたいと考えております。
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第5号

平成 27 年 8 月

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

中村

富山県地球温暖化防止活動推進員

清澤

康昭 さん

私は、環境についてよく知らないのに気楽に推進員を
受けてしまい、推進員になって研修会を重ねていくうち
に地球温暖化防止の重要性と、自分の役割の大変さを思
い知らされたのですが、いつの間にか 10 年の歳月が流
れました。
地域活動に力をいれ、婦人会、自治会の方々とのとり
わけエコメイト事業に力を入れてきました。またチャレ
ンジ 10、はじめてのエコライフ教室で学ぶことも多々
ありました。日々の生活の中では、節電はもとより、グ
リーンカーテンを毎年実施、生ごみの再生利用やものを
買わないシンプルな生活などが太陽光の設置につながり
ました。
これまで勉強をさせて頂いたことに感謝し、温暖化防
止の活動に更に前向きに進みたいと思っています。

推進員になって 10 年、
この間、小学校での環境チャレンジ教室、保育園、幼稚
園でのエコライフ教室も参加して、子供達には地球を病
気に例えて、お話をしてきました。また、地域のボラン
ティア活動においても機会がある度に温暖化の防止を説
いてきました。10 年経ちましたが残念なことに CO２は
削減どころか増え続けているのが現状なのです。一人一
人が温暖化に対して、真剣に取り組んでいかないと近い
将来、地球上、動物が半減してしまうと考えられていま
す。私が子供の頃は近くの小川には魚は沢山いて、掴み
取りをしたり、川の石ころの下には沢蟹がいて、それを
獲ったりして遊んだものです。夜になると‘ホタル’が
舞い飛び自然が一杯でした。その様な自然環境を今一度
甦らせる責務があると感じています。

～次号は推進員の辻

武さん、米田

千恵子さんをご紹介します！～

市町村の取り組み —

環境保全対策の推進を目指して

百合子 さん

滑川市—

～滑川市の取り組み～

滑川市では、天然資源の消費を抑制し、環境負荷を低減するため、市民の日常生活におけるエコライフ行動の推進や
資源リサイクル活動を徹底するとともに、小水力や太陽光などの新エネルギーの利用推進や事業活動に伴う温室効果ガ
スの排出削減などの推進に努めています。

自然エネルギーの普及や、温室効果ガス排出量の削減
◆一般住宅用の太陽光発電システムの普及を支援してい
ます。
◆公共施設への太陽光発電システムや省エネ器具の設置
を進めています。
◆「地球温暖化対策滑川市役所実行計画」に基づき、市
庁舎等の温室効果ガス排出量の削減に努めています。

市民参加型の取り組み事業
◆二酸化炭素排出量の削減を図るため、植物を利用し
た「緑のカーテンコンテスト」を実施しています。
◆市民ひとり一人がごみや地球温暖化等の環境問題に
ついて考え、実践していく契機として、市民、事業者、
行政が一体となって実施するイベント「環境フェア」
を毎年実施しています。

環境学習
◆地球温暖化防止の意識の高揚を図るため、市内小中学
校の児童生徒を対象に「エコポスター」、「環境標語」
のコンテストを実施しています。
◆夏休み期間中に放課後児童育成クラブの児童を対象と
して、環境に関する講演や体験型環境教育を実施し、
環境を守るために自分たちの手で何ができるかを学び、
家庭や学校で実践していくことを目的として「滑川市
こどもエコクラブ事業」を実施しています。
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滑川市こどもエコクラブ事業
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第5号

法人賛助会員一覧

公益財団法人とやま環境財団

平成 27 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。
（363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
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
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
クラリアント触媒株式会社富山工場
黒谷株式会社
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 富山工場
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 北陸工場
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
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
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
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
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中越精器株式会社
中越パルプ工業株式会社
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
株式会社北陸近畿クボタ富山営業所
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
株式会社パナケイヤ製薬
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
有限会社北陸コピーサービス
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
株式会社ミヤタ
株式会社宮本工業所
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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
■ 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
株式会社北陸電力リビングサービス
株式会社丸八
■ 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
ホクリク住材株式会社
株式会社北陸電機商会

法人賛助会員一覧
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
■ 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
富山電気ビルデイング株式会社
■ 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
■ 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
有限会社 スタジオＳＡＯ
■ 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
株式会社オカベ
有限会社小矢部衛生工業

— 10 —

平成 27 年 8 月
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
一般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
一般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
ハリタ金属株式会社
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
株式会社北陸技研
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
株式会社りとる
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うちエコ診断

お知らせ・募集
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◆募集コーナー◆
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ＣＯ 2 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。
■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。

こんな方におすすめです！

◇新規賛助会員募集！
とやま環境財団は、環境と経済の好循
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）
会員数（平成 27 年７月 10 日現在）
法人／３６３件
個人／３１５名
◇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27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

参加事業者大募集！

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）

【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

【募集数】省エネに興味のある富山県内の家庭 30
世帯
【受診申込期間】平成 27 年７月～ 12 月末日
（30 世帯になり次第終了）
【受診形式】
訪問診断（ご自宅）、窓口診断（とやま環境財団等）、
会場診断（県・市町村環境イベント会場等）、団体
診断（企業・団体内、町内会等）
※診断をご希望の方は、（公財）とやま環境財団の
ＨＰよりお申し込みください。
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【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
スが無料で受けれられます。（１回 /
月 全６回）
申込締切

8 月 26 日（水）

詳細はとやま環境財団ＨＰをご覧下さい。
お問い合わせは、
エコアクション21
地域事務局まで

きょうせい
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お知らせ・募集

とやま環境フェア2015 開催のご案内
平成 10 年の開催から、毎年大変多くのお客様にご来場いただいている「とやま環境フェア」。18 回目
となる今年は、昨年に引き続き「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、大人から子どもまで楽しめる展示や体験コーナーを企画しています。
環境と経済が調和した低炭素社会の実現に向けたエコライフを、是非ご体感ください。皆様のお越しを
お待ちしております。
時
場

平成27年10月17日（土）10:00～17:00／18日（日）10:00～16:00
富山テクノホール（富山市友杉1682）

▼▼

日
会

家族みんなで遊びに行こう！
※当日は新富観光サービス本社から
シャトルバスが運行します。

平成27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！！

とやまスターウォッチング
＠富岩運河環水公園を開催します!
【日 時】8 月 21日（金）19:30 ～
【場 所】富岩運河環水公園
【参加費】無料
本格的な天体望遠鏡を使って星空
観察を行います。みんなで星空を
見上げよう！

販売価格（消費税込み）
冊子と CD-ROM がついて 6,500 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。

※事前申込不要

編集後記
先日、ある野外イベントに参加しました。そこではゴミの分別が徹底され、飲み物はリユースカップ（返却すると
素敵なグッズがもらえます！）、イベント終了後はスタッフだけでなく、参加したお客さんがみんなでゴミを拾って
いました。その為、２日間通して行われるイベントにも関わらず、終了後には毎年ゴミ一つ落ちていません。誰が声
をかけるでもなく、その会場にいると自然とゴミを拾うのが当たり前になります。これは「来年もまたこの場所でイ
ベントが開催できるように」という想いから起こる、参加者の自発的な行動です。１人で 100 の力は出せなくても、
100 人が１の力を出し集めれば、大きな力になることを実感する瞬間でした。
節電、エコライフ、環境保全に関する活動は一過性のものではなく、長く継続して行うことが重要です。ですから
義務感で行うよりも、自分達でできることを探し、その中に何か楽しみを見つけてそれを皆で実践していくことが大
切だと思います。節電の夏、自分にできることをなるべく多くの人とシェアして取り組めるといいですね。

公益財団法人

とやま環境財団

K 子どものころから

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。
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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。

