
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　永原　功

　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、厚くお礼申し上げます。
　さて、昨年春の北陸新幹線開業により、本県は飛躍の
ときを迎えていますが、今年５月にはＧ７富山環境大臣
会合が開催されます。
　レジ袋削減運動や「森・川・海」リレー清掃キャンペー
ンをはじめ県民総参加での取組みが評価されたものであ
り、県民の皆様に心から敬意を表する次第であります。

　昨年のとやま環境フェアでも、こども環境大臣会議を
開いたほか、たくさんの親子連れの皆様にエコな体験を
していただきました。
　財団としましては、こどもの環境教育に力を入れると
ともに、地球温暖化防止活動推進員など環境ボランティ
アの育成、環境保全に関わる団体と人材の連携の強化、
中小企業における環境経営の推進にも取組んでおりま
す。
　また、昨年末にＣＯＰ 21があり、来る１月 30日に
は富山国際会議場において気候変動シンポジウムを開
催いたします。
　ぜひ多くの皆様にお集まりいただき、地球温暖化防止
のために私たちに何ができるのかを考えていただきた
いと存じます。
　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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　平成 27年 10 月 17 日（土）、18日（日）の２日間、富山テクノホールにおいて「とやま環境フェア 2015」
を開催しました。18回目となる今年は、２日間を通して約 9,300 人のお客様にご来場いただきました。どうも
ありがとうございました。

とやま環境フェアを開催しました!

■富山県ごみゼロ推進県民大会
　ごみゼロ・リサイクル運動の普及、発展を目的として「富山県ごみゼロ推進県民大会」を環境フェアと併せて
開催しました。ここでは、各部門において顕著な功績があった個人、団体等が表彰されました。

■出展者による環境活動紹介
　出展者による環境活動紹介では、各企業が日頃取り組んでいる環境活動をパット君とのかけあいで楽しく発表
していただきました。

北陸電力株式会社　　　　　　　　　　　　　ＹＫＫ株式会社　　　　　　　　　　　　　三協立山株式会社

花王㈱、関西電力㈱北陸支社、三協立山㈱、塩谷建設㈱、第 35 回全国豊かな海づくり大会事務局、㈱高岡市衛生公社、
中越パルプ工業㈱、富山県生活協同組合、（一財）富山県建築住宅センター、（一社）富山県構造物解体協会、（公社）富山
県浄化槽協会、富山県地方創生推進室、あいの風とやま鉄道㈱、富山市（環境政策課・交通政策課・森林政策課）、富山自
然農法ふれあいクラブ、北陸コカ・コーラボトリング㈱、北陸電力㈱、ＹＫＫグループ（ＹＫＫ㈱ / ＹＫＫ ＡＰ㈱）

スタンプラリー景品ご提供企業・団体

【受賞者、団体等】

富山県環境部門功労表彰

環境とやま県民会議会長表彰

富山県立砺波工業高等学校生徒会、原野久夫

ごみゼロ・リサイクル部門 ：高岡龍谷高等学校ボランティア部、射水市立新湊中学校生徒会
地球温暖化対策部門：吉久ひなどり保育園、滑川市立田中小学校
とやまエコ ･ ストア制度部門：（株）文苑堂書店ブックマーケット上飯野店

とやま環境フェアを開催しました!
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■こども環境大臣会議
　来年５月に開催される「Ｇ７富山環境大臣会合」にさきがけ、県内で環境保全に取り組んでいる児
童たちが「こども環境大臣」となり、「こども環境大臣会議」を行いました。日頃の活動発表や、地球
環境への思いを発信し、これからも緑豊かな富山県を守っていくことを宣言しました。

来年も皆様のお越しを

お待ちしております!

フォトギャラリー
新保小学校鼓隊

和田朝子舞踊研究所

にぎわうブース

シャボン玉おじさんナナイロさん ゆるキャラたち

プラネタリウム工作

こども環境大臣会議

ピエロのパット君
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　未就学児向けに「もったいな
い」の心を育てるはじめてのエ
コライフ教室を各園で行ってい
ます。今年度は県内の 16の幼
稚園や保育園などで事業を実施
しています。
　小さな頃から、節電やリサイ
クルなどのエコに触れることで、
物を大切にする心を育て、エコ
ライフを身近なものにします。
　エコ工作や紙芝居、分別ゲー
ムなどで楽しんでエコを学んだ
園児が、家でも積極的に使って
いない電気を消したり、蛇口の
水をこまめに止めたりするなど
に取り組みました。

　次世代を担う子供たちを対
象に、使用済み小型家電など
に含まれる基板等に使用され
る有用金属を探す体験を通じ
て、環境問題に楽しみながら
学ぶ体験プログラム「親子で
宝探し」を、８月１日（土）、
10月 18 日（日）の２回開催
しました。
　子どもたちは、普段体験で
きない小型家電の分解や金を
採りだす実験を通じて、ごみ
の減量やリサイクルについて
興味を持つ良い機会となりま
した。

　（公財）とやま環境財団と舟橋村では、子どもの頃から環境を
大切にする習慣を身につけてもらうため、「ふなはしエコチャレ
ンジ」を実施しました。夏休み中の 10 日間、村内の保育所園児、
小学生、中学生の全員 445 名が、ご家族の方と一緒に以下の５
つのチャレンジ（地球温暖化対策）に取り組みました。

①早寝・早起きをする　②テレビを見る時間を減らす
③ムダなあかりを消す　④家族団らんの時間を作る
⑤ゲーム・スマートフォンの時間を減らす

　取組みの結果、10 日間で削減できた二酸化炭素は約 3,180kg、
節約できた金額は 143,491円でした。

【参加者の感想】
・電気の使いすぎなど、これからも注意していきたい
・意識すれば、エコを日常でもたくさんできることに気づいた
・規則正しい生活をすることが、地球温暖化防止につながるとわ
かった

【事後アンケート】
ふなはしエコチャレンジによって、
子どもや家族の環境に対しての
意識は変わりましたか？

はじめてのエコライフ教室を
開催中です！

小型家電啓発事業
「親子で宝さがし」を開催しました！

エコキッズ探検隊を行いました！

ふなはしエコチャレンジを実施しました！

　小学４年生以上を対象に、
環境に配慮しながら事業を
行っている企業の見学や体験
学習を通じて、環境問題につ
いて学ぶ「エコキッズ探検隊」
を、夏休み期間中に開催しま
した。
　参加した子どもたちは「エ
ネルギーコース」、「ものづく
りコース」、「お店見学コース」
に分かれて、普段見ることの
できないショッピングセン
ターのバックヤード見学や、
電気・燃料電池に関する実験
等を通して、環境保全活動や
それに取り組んでいる企業に
ついて学びました。

　夏休み期間に、川のすこやか
さや生き物調査を行いました。
　今年は、県内の５箇所の河川
で調査を行いました。

　各市町村で行われるエコライ
フイベントに出展し、簡易版う
ちエコ診断やエコライフ等につ
いての普及啓発を行いました。

川のすこやかさ調べを
行いました！

市町村エコライフイベントに
出展しました！

変わった
56％

未記入
22％

特に変わらない
19％

変わらなかった
3％
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第７期地球温暖化防止活動推進員
養成講座がスタートしました！

EA21 自治体イニシアティブ・
プログラムがスタートしました！

地球温暖化防止活動推進員実地研修会
（養成講座併催）を開催しました！

　第７期地球温暖化防止活動
推進員（委嘱期間：平成 28
年４月１日～ 30 年３月 31
日）の養成講座がスタートし
ました。今回は 24 名の受講
者が地球温暖化についての知
識の習得や、推進員としての
活動を体験するなどの講座を
受けています。
　とやま環境フェアでは、推
進員と共に地球温暖化防止の
普及啓発活動等を行い、推進
員としての活動をより身近に
感じられたのではないでしょ
うか。
　２月の最終回まで、皆さん
がんばりましょう！

　今年度の推進員実地研修会
では石川県にある「いしかわ
エコハウス」及び金沢市西部
環境エネルギーセンターの見
学と、石川県地球温暖化防止
活動推進員との交流を行いま
した。
　石川県推進員との交流で
は、お互いの県の取組みや推
進員活動を知ることができ、
とても有意義な時間となりま
した。
　地域が違えば求められる活
動も違うのだということ、ま
た、推進員活動の幅の広さを
実感しました。皆様お疲れ様
でした。

　環境省が定める環境経営シ
ステム「エコアクション 21」
の認証・登録を目指す、自治
体イニシアティブ・プログラ
ムがスタートしました。
　現在、富山県では 105件の
事業所が認証・登録を受けて
おり、今回は 16 件の事業者
が認証・登録に向け、講習を
受けています。
　講習では、審査人からエコ
アクションの仕組みやデータ
の取り方などを学び、今後Ｐ
ＤＣＡを実践していくための
やり方や知識の習得を行って
います。
　全参加事業者の認証・登録
を目指します！

水環境保全活動団体交流会を開催しました！

　10月 17日（土）、とやま環境フェア会場内で、水環境保
全活動交流会を開催しました。地下水の守り人など水環境保
全活動に取り組む方々が、活動内容等について意見交換を行
い、その活動の活性化を図るために開催したものです。
　交流会では、地下水の守り人（富山県フォレストリーダー
協会）の岡山重憲様から「地下水をはぐくむ森づくり」と題
して活動事例の発表や県担当者から富山県の取組みについて
の説明があった後、意見交換を行いました。

エコノワとやま交流会を開催しました！
　
　同じくとやま環境フェア会場内では、エコノワとやま交流会が開催されました。県内の環境保全に取
り組む企業・団体を県民に広くＰＲするホームページ「エコノワとやま」の登録事業者等による交流会
では、（一社）でんき宇奈月プロジェクト代表理事・大橋聡司
氏とＮＰＯ法人きんたろう倶楽部副理事長・中野康英氏による
事例発表の後、企業とＮＰＯ法人の担当者が混じり活動に対す
る意見交換を行いました。

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。
ht tp : / / t k z .o r . j p /
econowa/ 
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　2016 年主要国首脳会議（伊勢志摩サミット）に先立ち、５月 15日（日）、16日（月）に富山市でＧ７富山環
境大臣会合が開催されます。
　これまで富山県では、環日本海地域の「環境・エネルギー先端県」の実現を目指し、全国初となる県内全域で
のレジ袋の無料配布廃止をはじめ、立山の自然保護、「水と緑の森づくり税」を活用した里山林の再生、小水力発
電の導入促進、さらには、富山市においても「環境未来都市」や「エネルギー効率改善都市」に選ばれるなど先
進的な取組みを進めており、環境施策に関するこれまでの実績が高く評価されたものと考えています。
　また、今回のＧ７富山環境大臣会合にあわせて、本県の環境施策を大いにＰＲし、さらに取組みを進めるとと
もに、世界から要人が集まるこの機会に、雄大で美しい自然、多彩な歴史・文化、新鮮で美味しい海の幸、山の
幸など、本県の魅力を国内外へ発信することとしています。
　県では、環境省、富山市、関係団体等と十分連携を図りながら、万全の態勢で会合が開催されるよう準備を進
めていますので、今後ともご協力をお願いいたします。

　昨年 10 月 24 日（土）
に丸川環境大臣が来県さ
れ、石井知事と懇談され
るとともに、県立イタイ
イタイ病資料館等を視察
されました。

Ｇ７環境大臣会合とは
　先進７か国（日、米、英、仏、独、伊、加）
及び欧州連合（EU）の環境担当大臣や関係国際
機関の代表等が出席し、国際社会が直面する主
要な環境問題に関する意見交換を行う会合。サ
ミット（主要国首脳会議）に環境面から貢献す
ることを目的に、サミットに先立ち開催されて
います。

　開催日 ▼平成 28年５月 15日（日）～ 16日（月）
　会　場 ▼富山国際会議場（富山市）
　議題案 ▼気候変動及び温暖化対策、持続可能な開発のための

2030 アジェンダ、資源効率・３Ｒ、生物多様性、

化学物質管理、海洋ごみ等（調整中）

　参加国 ▼Ｇ７各国（日、米、英、仏、独、伊、加）、ＥＵ、
アウトリーチ（調整中）

Ｇ７富山環境大臣会合の開催について

Ｇ８神戸環境大臣会合（H20）の様子

富山県 知事政策局 Ｇ７環境大臣会合開催担当

Ｇ７富山環境大臣会合

丸川環境大臣が来県・視察
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環日本海地域の「環境・エネルギー先端県」を目指して
全国に先駆けたレジ袋の削減
　本県では、法令等の規制によることなく、県民、事業者、
関係団体、行政が一体となった自主的な取組みにより、平成
20年から全国初の県内全域でのレジ袋の無料配布廃止の取
組みを実施しています。

○ H20.4.1　レジ袋の無料配布廃止スタート
・マイバッグ持参率：95％（H26、全国トップ）
・H20～ 26（７年間）のレジ袋削減枚数：10億枚達成
・全国 16県に取組み拡大

○ H25.10.20　「とやまエコ・ストア制度」スタート
・レジ袋無料配布廃止に加え、資源回収、低炭素化等の取
組みを県民と協働で行う店舗を登録　

・登録店舗：74社 1,151 店舗・６商店街（H27.12）

豊かな森、水資源の保護
　本県では、県土の多くを占める森林を守り育てるため、「水
と緑の森づくり税」を活用して、幅広い県民の参加を得なが
ら森林の整備と保全に取り組んでいます。

○ H17.10.3　「とやまの森づくりサポートセンター」の設立
・サポートセンター登録数（H27.3）
　111 団体、4,412 人、50企業
・森づくり活動に毎年１万人以上が参加

○ H19.4.1　「水と緑の森づくり税」の導入
・８年間 (H19 ～ 26) の整備実績【～H28目標】
　里山林 2,111ha【2,600ha】
　混交林 1,118ha【1,500ha】

国際環境協力の推進
　本県では、北西太平洋地域の環境保全のため、国際機関と連携した海洋環境の保全や日本、中国、韓国、
ロシアの地方自治体との交流を積極的に行っています。

○ H11.7　北東アジア地域自治体連合（NEAR）環境分科委員会のコーディネート自治体に本県が選出
　・４カ国（日本・韓国・ロシア・モンゴル）22自治体が参加し、情報交流や共同調査等を実施

○ H16.11　国連の北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）地域調整部を本県が誘致
・国連環境計画（UNEP）が提唱し、４カ国（日本・中国・韓国・ロシア）が参加するNOWPAP
　地域調整部の運営を支援
・環日本海環境協力センター（NPEC：NOWPAP の地域活動センターの一つ（CEARAC) に指定）
が人工衛星によるリモートセンシング技術を活用した沿岸環境評価等を実施

○ H19.12　日中韓三カ国環境大臣会合が本県で開催（※地方都市での開催は初）
・4カ国（日本・中国・韓国・ロシア）が参加し、「北東アジア環境パートナーズフォーラム」を併催し、
「とやま宣言」を採択

立山の貴重な自然の保全
　富山県のシンボルである立山は、ライチョウなど貴重な
動植物が生息・生育し、日本有数の山岳観光地でもあります。
本県では、マイカー規制、バスの排出ガス規制を行うなど
立山の自然保護に取り組んでいます。

○ H27.4　立山におけるバスの排出ガス規制の開始
　※自然環境保全のための排出ガス規制は全国初

レジ袋の無料配布
廃止スタート

ボランティアに
よる森づくり

小水力発電所

太陽光発電所

バイオマス発電所

優良無花粉スギ
「立山森の輝き」の普及
H24 から植栽（全国初）

NEAR 環境分科委員会

リモートセンシングに
よる藻場の調査

三カ国環境大臣会合

漁業者を交えての森づくり
「森づくり」を通じて
「豊かな海づくり」を実践

レジ袋削減 10 億枚
達成記念イベント

安定的に生息している
立山のライチョウ

自然解説員による解説活動

外来種除去活動

立山弥陀ヶ原・大日平が
ラムサール条約登録湿地

に登録（H24.7）

とやまエコ ･ ストア制度
シンボルマーク「エコぼうや」

再生可能エネルギーの積極的な導入
　本県では、豊富な水資源を活かした小水力発電など再生
可能エネルギーの導入を進め、低炭素社会の実現に向けて
取り組んでいます。

○小水力発電所の整備
　・30カ所（H27.11）【H33目標：45カ所以上】
　※固定価格買取制度による発電 13カ所の発電設備容量
　　5,779kW（H27.3）→全国第 1位
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　弊社はサッシ用防虫網専用メーカーとして昭和 49
年に設立しその後モヘア・各種輸入資材・アルミ形材他、
お客様のご要望にお応えしていくべく商品の販売に取
り組み、信用と信頼を頂きながら現在に至っておりま
す。
　弊社は平成 19年 8月に「エコアクション 21」を認
証取得して以来、全社員で環境活動に取り組んでおり
ます。主な活動として、エコドライブの推進、緑のカー
テンの実施、地域環境保全への協力また、設備の改善
として太陽光発電の導入、照明を全て LEDに変更する
等環境負荷の低減に努めて参りました。
　しかし、製造業として生産活動を行う以上どうして
も環境に負荷を掛ける事は避ける事が出来ません。し
たがっていかに効率よく生産し、いかにして不良品（ゴ
ミ）を出さずに生産するかこそが環境負荷低減の一番
の課題であると捉えております。生産の改善＝エコア
クション活動と捉え、今後も活動していきたいと考え
ております。

　当社は昭和48年から富山市で産業廃棄物処理を行っ
てまいりました。業界最先端のＩＴシステムによる管理
体制を整え、廃棄物の分析から収集運搬・中間処理やリ
サイクル・最終処分までをグループ一貫体制で行ってい
ます。そして、多種多様な産業廃棄物を適正処理する
とともに、廃棄物の再利用や有価金属抽出、固形燃料製
造など、「限りある資源の有効活用」を徹底することで、
ゼロエミッションの実現に取り組んでいます。
　また、真の循環型社会づくりを目指し、エネルギーの
創生にも積極的に取り組んでいます。その中核が「エ
ネルギーセンター」での廃棄物発電事業です。ここで
は、次世代型焼却炉と高効率ボイラーにより、発電量
4,000kW／ h、熱回収率 20％超の能力を誇り、「熱
回収施設設置者」の認定を受けています。その他、約
410kWの太陽光発電システムを設置し、二酸化炭素排
出削減、省エネルギーへの関心がますます高まる中で、
このような発電事業による「創エネルギー」にも積極的
に取り組んでいます。

　富山県ナチュラリスト協会は、富山県が認定する富山県自
然解説員（ナチュラリスト）365人余りで構成している団体
です。
　昭和 51年に「富山県ナチュラリスト研究会」として発足
し、平成 5年に「富山県ナチュラリスト協会」へ改称しまし
た。新たに、ふるさとの自然や環境・歴史や文化など幅広く
学習する場を提供する「研修」、自然に親しみ、学び、自然
環境について普及・啓発を行う「普及」、様々な活動を記録し、
情報を発信する「情報」、他団体とのネットワークの輪を広
げる「渉外」の４部門を設け活動を行っています。
　普及では県内をフィールドにして一般県民対象の自然観察
会やネイチャーウォークを開催し、研修では近年大きな問題
になっている立山地区での外来植物除去活動及び指導者養成
研修会、会員の資質向上のための野外・室内研修を行ってい
ます。
　また、渉外では、県内のナチュラリスト団体との交流等を
目的として県チュラリスト大会を、互いの解説技術の向上や
情報交換を図るため、北陸三県のナチュラリスト団体と合同
交流研修会を開催するとともに、活動を紹介する一端として
県内５地区で写真展を開催しています。
　情報では、広報誌「ナチュラリスト広場」の発行やホーム
ページも開設しています。

　弊社、三協ワシメタル株式会社は、金属加工製品の製造・
販売事業活動の中で環境保全が経営の重要課題であること
を認識し、環境経営システムを構築・運用し、全社一丸となっ
て自主的・積極的に環境保全活動に取り組み、顧客に信頼
される製品の提供を心がけております。
　製造工場では、アルミの鋳造から熱処理、加工、検査ま
でを一貫して行うことができる体制を整えていますが、特
に鋳造工程では大量の燃料と電力を使用しています。その
為、環境保全に対する取組みでは、とりわけ二酸化炭素の
排出と電力量の削減に力を入れて取り組んでおり、鋳造重
量当りの二酸化炭素の排出量は、４年連続減少させており
ます。
　平成 19 年８月に「エコアクション２１」の認証を取得し
８年が経ちましたが、製造部門はもとより、技術部門、設
備保全部門、営業部門、総務経理部門がそれぞれの数値目
標を掲げて、環境改善に向けての努力を欠かさずに、今後
とも社員一人ひとりが環境意識を持ち、エコ活動を実践し
て参ります。

※前号でご紹介した株式会社スダコーですが、正しくは「スダコー株式会社」です。お詫びして訂正いたします。

富山県
ナチュラリスト協会

株式会社
アイザック

株式会社
三恵ネット三協ワシメタル

株式会社

※前号でご紹介した株式会社スダコーですが、正しくは「スダコー株式会社」です。お詫びして訂正いたします。
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　弊社は1935年10月、富山
県魚津市に会社を設立して
以来、今年 80 年という記念すべき年を迎えます。
長年に渡り蓄積された技術をバックボーンとして、
道路標識などに使われる『再帰反射シート』、ラベル
やステッカー等の幅広い用途に使われる『粘接着剤』、
携帯電話や PCの部品となる『セラミック基板』等
の製造・販売を行っています。
　弊社は社会に価値ある存在であり続ける為に、環
境を含めた行動指針を具体的に設定し、冊子にまと
めてグループ内で配布する事で周知徹底しています。
また、各工場における環境管理に関するハンドブッ
クの作成・配布による環境への従業員意識向上に取
り組んでいますが、これらの取組みは環境格付にお
いても「進んでいる環境経営」との高い評価を頂い
ています。
　今後も更なるCO2の排出量削減に取り組むなど、積
極的に環境経営を推進していきたいと考えています。

　当社は 2009 年 7
月、石油精製業から
業態変更しエネオス
製品を取り扱う油槽
所として生まれ変わ
りました。安全操業の確保を最優先とし、石油製品
の安定供給の拠点として、地域社会の豊かな暮らし
に貢献しております。環境面では JX日鉱日石エネル
ギーグループの環境方針に則り、「地球温暖化防止・
生物多様性保全策の推進」、「環境負荷低減」や「環
境マネジメント体制の充実」を図るとともに、使用
燃料の削減やゼロエミッション、3Ｒ活動（Reduce、
Reuse、Recycle）の推進に取り組んでいます。こ
れからも環境に配慮した活動を通して、地域社会の
一員として努力してまいります。

　北陸電力グルー
プで環境・リサイ
クル事業を担う当
社は、大気・水・
自然環境などの調
査・化学分析等を
行う環境部門、Ｐ
ＣＢ無害化処理に関する業務や変圧器の余寿命診断
及びメンテナンスサポート等を行うＰＣＢ部門、大
規模施設の植栽から個人宅庭園の維持管理及び石炭
灰・石膏販売等を行う緑化資源部門からなり、お客
さまが取り組む「地球環境保全・創造」のため、よ
り信頼されるベストパートナーとして、環境に関わ
る多岐にわたるニーズにお応えしております。
　なかでもＰＣＢ部門では、ＰＣＢ特別措置法によ
り平成 39 年３月末までに処理が義務付けられてい
る微量ＰＣＢ汚染変圧器等の洗浄処理や、ＰＣＢ含
有絶縁油の無害化処理を、確かな技術と環境対策で
推進しております。

　当社は、自動車、
ベアリング、一般産
業機械、製鉄、造船などあらゆる産業へ国内はもと
より、世界各国へ販売しております。お客様の要求
特性に合った材料開発から原材料の溶解、鋳造、押
出、鍛造、熱処理、機械加工完成品までの一貫製造
ラインを構築しており、独自のチェック体制を備え、
多くの分野に供給しています。その中には風力発電
機に使用される製品等もあり、再生可能エネルギー
の発展に貢献しています。
　社内の環境保全活動として、会社で所有する乗用
車をハイブリッドカーへ、トラック等の車両を低燃
費車へ随時変更しています。各部署では省エネの年
度計画を立案し、実行しています。社内に「省エネ
部会」を組織し、各部署からの省エネ活動に関する
相談を受け付けています。特に電力は、「見える化」
を推進し、電力使用量の削減に取り組んでいます。

中越合金鋳工
株式会社

日本海環境サービス 株式会社

日本カーバイド
工業株式会社 魚津工場

日本海石油
株式会社

このほか、個人で 17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。

・有限会社スタジオSAO　・有限会社北陸コピーサービス　・株式会社りとる

現在の会員数：団体・企業　363社
　　　　　　　個人　　　 314名

平成 27 年度新規賛助会員様ご紹介 今年度、新たに賛助会員となられました法人様をご紹介します。
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市町村の取り組み  —　氷見市—

富山県地球温暖化防止活動推進員

　米田　千恵子 さん

　自分のライフワークを考えていた頃、富山県で「第１

回環境保全活動推進員養成講座」が開催、多少心が動い

たが、進んで受講する気持ちはありませんでした。しか

し、地域で町内会長だったことで勧められ受講しました。

地球温暖化防止、気候変動等々難しい講義が多い中で、

地球温暖化防止は今後の課題と強く認識し、地域で呼び

かけ環境家計簿を作成し、取組みをしてみました。

　そして、チャレンジ 10が始まり、児童にわかりやすく、

楽しく続けるために、紙芝居やクイズをして、一緒に温

暖化になったら困る食糧のことや災害の怖さ、でも今か

ら出来る節電やゴミを減量する工夫を共に考えました。

　豊かな自然を守ることは、一人の一歩からお互いに知

恵を出し、行動を続けることだと思います。

～次号は推進員の水落 勇二さん、久々江とみ子さんをご紹介します！～

富山県地球温暖化防止活動推進員

 辻　　武 さん

　 温暖化防止推進員になり、その範囲
の広さに当惑し、とても自分では対処できず、子どもた
ちと話し合いたかったので、「チャレンジ 10」を主体に
するようにしました。
　しかし、結果を見て一番驚いたのは、家庭内にあって、
家族間の会話の時間の少なさでした。
　そこで、学校へは実施日を極力授業参観日にお願いを
し、１人でも多くの家族のみなさんにもお伝えできるよ
うにしてきました。
　温暖化防止を考えるとき、一人ひとりには小さなこと
でも続けることのたいせつさ、そして「ものを大切にす
る」、「もったいない」という心を忘れず、出来ることを「か
たち」にしてゆくことが温暖化防止の「原点」ではない
かと思うようになりました。
　その輪を徐々に広げ、それが、子どもたちと故郷と絆
になってゆくことを願い…。

自然環境 ～青い海、緑の山、恵み豊かな自然を守り伝える～

生活・都市環境　～安全で安心して暮らせるまちづくり・人がやすらげるまちづくり～

人づくり　～環境にやさしい行動ができる人づくり～

恵み豊かな自然と共生する　うるおいのまち　ひみ　

　氷見市には、緑豊かな山並みや、富山湾に浮かぶ立山連峰、白砂青松の松田江の長浜などの美しい自然景観と、そこ
から育まれる豊かな食材があります。この恵み豊かな自然を将来の世代へ守り伝えていくため、市民の皆様や事業者と
行政が連携・協働しながら環境保全事業に取り組んでいます。

　氷見市自然保護員協議
会が主体となって、地域
固有の原生動植物の保護
や市民が自然と触れ合う
活動に取り組んでいます。

　環境チャレンジ 10のほ
か、民間団体の「氷見市
の環境をよくする会」が
主体となって、子供たち
の環境活動への取組みを
支援しています。

●海岸の景観保全
　年間を通してボランティ
アのご協力をいただきなが
ら、機械清掃と合わせて海
岸の景観保全に取り組んで
います。

●市街地のカラスの糞害対策
　近年、市街地をねぐらとするカラスの糞害は、公衆衛生の悪化や、街並みの景観を破壊するなど大きな問題となっ
ています。カラスの住みにくいまちづくりを目指し、地域の皆様のご協力を得ながら、カラスの習性を利用した追
い払いの実験や路面の美化清掃等を実施しています。

　移動式監視カメラと啓発
看板を設置することで、道
路脇などへの不法投棄を無
くす取組みをしています。

●不法投棄対策
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対　象 分　野 対　　　　策

全般

断熱など

１．窓に空気層のある断熱シートを貼る

２．暖房時にカーテンやブラインドを閉める

３．床に断熱シートやカーペットを敷く

４．すき間テープなどを活用してすき間風を防ぐ

衣類など
５．重ね着などによりあたたかくする

６．湯たんぽ、ひざかけなどを活用する

リビング

暖房

７．寒冷地以外の地域では、ストーブやファンヒーターではなくエアコン暖房を活用する

８．室温を低めにし、こたつや電気カーペットなど効率のよい部分暖房を活用する

９．暖房時に部屋のドアやふすまを閉め、暖房範囲を小さくする

10．暖房の温度設定を控えめ（目安は20℃）にする

11．扇風機などを使い、天井付近の暖かい空気を室内に循環させる

12．暖房の使用時間を可能なかぎり短くする（外出30分前に消すなど）

照明 13．照明を使う時間を可能なかぎり短くする

テレビ 14．テレビを見る時間を少なくする（つけっぱなしにしない、見る番組を絞る）

台所

保温 15．電気ポットや炊飯ジャーの保温をやめる

炊事
16．圧力鍋などの活用により調理時間を短くする

17．食器洗いでお湯を出しっぱなしにしない

お風呂 お風呂
18．節水シャワーヘッドを取り付け、使うお湯の量を減らす

19．家族が続けて入り、風呂の追い炊きをしない

トイレ 便座 20．保温便座の設定温度を下げ、使わないときは保温便座のふたを閉める

外出 車 21．エコドライブを実践する

　冬場は、暖房器具の使用や日照時間が短くなり電気をつける
時間が長くなるなどの理由から、１年の内で最も消費電力が多
くなる季節です。また、富山県は雪国のため、特にこの時期の
電力消費量は多くなります。富山県の家庭における二酸化炭素
の排出量のトップは自動車（36%）であり、次いで暖房（21%）
の順となっています。
　平成 24年度における１世帯当たりのエネルギー消費量（GJ/
世帯）を見ても、富山県は暖房が占める割合がもっとも多く、
全国平均の 1.8 倍という結果も出ていることから、この時期
に省エネ対策をすることが重要となります。
　そこで今回は「家庭でできる冬の省エネ対策」をご紹介しま
す。皆さんで家計にも地球にも優しい eco 生活をしていきま
しょう！

　経済産業省の発表によると、今年度の冬季の電力需給は、直近の経済成長の伸び、企業や家庭における節電の定着な
どを織り込んだ上で、いずれの電力会社においても安定供給に最低限必要とされる予備率３％以上を確保できる見通し
です。3.11 の東北地方太平洋沖地震以降、国民の節電への関心は高まり、家庭での取組みも定着しつつあります。自分
ができる取組みを無理なく続けることがとても大切です。

平成 25 年度富山県うちエコ診断受診 200 家庭データ

冬 の 取 組 み ２１

出典：家庭で取り組む節電マニュアル（全国地球温暖化防止活動推進センター）

富山県の家庭における用途別 CO2 排出割合

今日からできる！家庭でできる！ 冬の省エネ対策
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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

　新年あけましておめでとうございます。2016 年がスタートしました。今年はどんな年になるのでしょうか？機関
紙をご覧の皆様は、どんな年にしたいですか？
　今年は５月に「G7富山環境大臣会合」が開催されます。富山のこれまでの環境に対する取組みが評価され開催地に
選ばれたことは、とても光栄なことです。ただ、富山県民はアピールが得意ではないと言われます。普段から雄大な
立山連峰と神秘の海・富山湾に見守られながら、おいしい水や魚を食べて育ってきた私たちにとって、今の生活はご
く当たり前ですが、これは県外の人から見ればとても贅沢なことだと思います。今回のG7富山環境大臣会合は、世
界中の人達に富山の魅力をアピールする絶好の機会です。富山県の素晴らしさを世界にPRするとともに、私たちも
ふるさとの魅力を再発見していきましょう。

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。

お知らせ・募集

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 6,500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27年版・環境関係法規の手引き

　Ｇ７富山環境大臣会合に向け、県民の皆さんを

対象とした環境問題に対する関心や理解を深める

ためのシンポジウムを開催します。この機会に一

緒に地球温暖化問題について考えてみませんか？

日　時 ▼平成28年１月30日(土) 13:00～16:00
会　場 ▼富山国際会議場　メインホール
内　容 ▼・表彰式

・特別講演　講師　宮崎　緑氏
 （千葉商科大学教授／国際教養学部長
　元NHKニュースキャスター）

・パネルディスカッション
  「わたしたちが取り組むべき地球温暖化対策」

皆様の参加をお待ちしております！

詳細は富山県環境政策課または財団HPをご覧下

さい。

　事業者における環境経営の理解と取組みを支

援するため、また、EA21の取組み開始10周年

となることから、環境経営に関するシンポジウ

ム及びEA21・10周年の記念大会を開催します。

日　時 ▼平成28年２月17日（水）13：30～16：30
会　場 ▼パレブラン高志会館カルチャーホール
内　容 ▼・環境経営に関する基調講演

・事業者による環境経営の取組み事例の
発表

・EA21・10年継続事業者等への感謝状
及び記念品の贈呈式

・EA21富山県環境活動レポート大賞表
彰式 など

　環境経営に興味を持つ事業者の皆様、EA21

認証・登録事業者の皆様の参加をお待ちしてい

ます。

◆募集コーナー◆

◇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/

環境経営シンポジウム及び
EA21・10周年記念大会inとやまを開催します！

気候変動シンポジウムin富山を開催します！
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