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開会式
いずみ幼稚園
鼓隊演奏
富山県ごみゼロ推進県民大会
ドラえもんショー
カターレ富山ダンスチーム
「Leap-Blue」ダンス披露
ドラえもんショー
ピエロのパット君のコメディーショー
わくわく抽選会

10月14日日

10：10

11：00

11：30
13：00

13：30
14：00

15：00

もみこ先生の
エコな科学実験教室
ワクワクさんでおなじみの
くぼたまさと工作ショー
食品ロス削減啓発映画
ワクワクさんでおなじみの
くぼたまさと工作ショー
星がつくりだす宇宙の美術館
シャボン玉おじさん
ナナイロさんステージショー
わくわく抽選会

とやま環境フェア開催委員会（　　　　　　　）主　催 富山県、高岡市、環境とやま県民会議
公益財団法人とやま環境財団

公益財団法人とやま環境財団 ☎076-431-4607
［開催期間中］ ☎0766-26-5151お問合せ

併催：ものづくりフェア　富山県地域技能振興コーナー・富山県職業能力開発協会（厚生労働省事業委託）
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富山県ごみゼロ推進県民大会併催

2018年

10月13日土 10：00～
17：00 14日日 10：00～

16：00

高岡テクノドーム
高岡市二塚322番5  ☎0766-26-5151

入場
無料

●親子で体験コーナー
クラフト工作や省エネ実験など、
体験ブースが
いっぱい！

●ワクワクさんでおなじみの
　くぼたまさと
　工作ショー

●ダンボール迷路

●地球温暖化防止活動推進員ブース
日頃の活動などを紹介します！

●スタンプラリー
エコを学んで体験して、スタンプを
集めよう！わくわく抽選会で豪華な
プレゼントがもらえるよ！

●次世代自動車の展示
水素自動車（ミライ）・水素バスが来る！
EV車（リーフ）、ハイブリッドカーなども

イベントスケジュール

民間団体、企業、行政の環境活動をご紹介します。エコ活動

省エネ機器などをご紹介します。エコライフ

工作などを通して、エコを体験しよう。エコ体験

●親子で宝探し
廃小型家電の中から
宝物（有用金属）を
探しだそう！体験者には
抽選で金をプレゼント!

楽しいコーナーが

盛りだくさん♪

10 1回目 11：30～
2回目 14：00～13/ 土

いずみ幼稚園

カターレ富山ダンスチーム「Leap-Blue」
Ⓒ KATALLER-TOYAMA

ワクワクさん こと
くぼたまさと

もみこ先生

ピエロのパット君

●かえっこバザール
あそばなくなったおもちゃを
持ってきてね。
とりかえっこしよう！

会議室イベント
10月14日㈰
10：00～12：00（2階会議室A）
プラネタリウム工作教室

高岡
I.C

砺波
I.C

小杉
I.C

能
越
自
動
車
道

庄
　
川

北
陸
新
幹
線

金
沢
↓

●
瑞龍寺

八丁道

イオン高岡●

スポーツコア
●

済生会高岡病院
●

高岡法科大学
●

中田橋

南郷大橋

産業高度化センター●

おとぎの森公園
● 　

北陸自動車道城端
線

富山→
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清水町 駅南三丁目

スポーツコア（南）佐野新町 二塚

五歩一

舘川町

卸売市場口 赤祖父（南）
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高岡テクノドーム

会 場 ま で の ご 案 内

車でお越しの際は、エコドライブ&乗り合わせで

ご来場には、公共交通機関を
ご利用ください。
●バス乗り場のご案内（高岡駅より）

●北陸新幹線（新高岡駅より） 徒歩約10分

高岡駅南口1番のりば
「済生会高岡病院」行き

イオンモール南
（徒歩2～3分）

行き

高岡テクノドーム 又は
イオンモール高岡（構内） 高岡駅南口帰り

環境にやさしい
植物油インキを
使用しています。

新高岡駅

スポーツコア（北） 産業創造センター前

二塚（北）

北陸新幹線

至高岡駅

イオンモール高岡

A

B

C

高岡
テクノドーム

高岡テクノドームB

イオンモール高岡（構内）C

イオンモール南A

使用済み小型家電を回収します！

回収した小型家電は、2020年
東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会で使用するメダル
の原料に再利用します。

主催：東京 2020 組織委員会
協力：高岡市

回収対象品目
・携帯電話
・ゲーム機
・デジタルカメラ
・ノートパソコン など
※回収ボックス（投入口24cm
　×11cm)に入る大きさのも
　のに限ります。

サイドイベント＠イオンモール高岡
10月13日㈯　10:00～17:00
10月14日㈰　10:00～16:00
場所：２階イオンホール
映画「0円キッチン」を上映！
“食材救出人”が廃棄食材
からおいしい料理を作りな
がら旅をします。
このほか、食品ロス削減に関す
る様々なイベントを行います。 （C）Mischief Films

参加無料

※都合により、時間が変更になる場合があります。



出 展 者 一 覧  （65団体・企業）

環境省 中部地方環境事務所／経済産業省 中部経済産業局／中部エネルギー・温暖化対策推進会議／北陸環境
共生会議／富山県教育委員会／富山県市長会／富山県町村会／富山県市町村教育委員会連合会／富山県商工
会議所連合会／富山県商工会連合会／富山県中小企業団体中央会／一般社団法人 富山県経営者協会／富山経
済同友会／富山県漁業協同組合連合会／富山県PTA連合会／一般社団法人 富山県労働者福祉事業協会／富山
県低公害車導入促進協議会／一般財団法人 省エネルギーセンター北陸支部／公益財団法人 環日本海環境協力
センター／公益財団法人 富山県新世紀産業機構／一般社団法人 富山県自動車会議所／富山県農業協同組合中

央会／富山県森林組合連合会／富山県環境保健衛生連合会／富山県自治会連合会／富山県消費者協会／富山県生活学校連絡協議会
／富山県婦人会／富山県文具事務用品組合／一般社団法人 富山県産業廃棄物協会／一般社団法人 富山県構造物解体協会／公益社
団法人 富山県浄化槽協会／公益社団法人 日本青年会議所富山ブロック協議会／公益社団法人 富山県農林水産公社／ＮＰＯ法人エコ
テクノロジー研究会／ＮＰＯ法人富山県自然保護協会／富山県ナチュラリスト協会／一般社団法人地球温暖化防止全国ネット（全国地
球温暖化防止活動推進センター）／一般社団法人 富山県緑化造園土木協会／一般財団法人 富山県産業創造センター／北日本新聞社
／読売新聞社 富山支局／富山新聞社／　　  富山放送局／北日本放送株式会社／富山テレビ放送株式会社／株式会社チューリップ
テレビ／富山エフエム放送株式会社／一般社団法人 富山県ケーブルテレビ協議会／イオンモール株式会社イオンモール高岡

森づくりの取り組みと地球にやさ
しい環境商品をご紹介します。

三協立山株式会社

ペレットストーブのぬくもりを体
感してください。

有限会社新栄商事

安全性、機能性に優れた最新機
器をぜひ見て触れて体感して下
さい！！

高岡ガス株式会社

剪定枝や刈草を堆肥化。堆肥を
通じた土作りや資源循環の取組
みを紹介。

北陸ポートサービス株式会社

富山県産の杉間伐材を原料とし
た木質ペレットを製造販売してい
ます。

丸新志鷹建設株式会社

エコ・省エネ実験を通して、発電
のしくみを学びます。

北陸環境共生会議

クイズで学ぶエコドライブや次世
代自動車の展示 など

富山県低公害車導入促進協議会・
（一社）富山県自動車会議所

エコライフ
省エネ機器などを
ご紹介します。

エコ 体 験
工作などを通して、
エコを体験しよう。

環境にやさしい企業として環境
教育を実施致します。

株式会社アイザック
環境事業本部

こわれた「おもちゃ」を元気にし
ます ! なおして…楽しく遊ぼう !

おもちゃ病院

木の温もりや香りを通して、木のことも考
える、また、積み木を積んだり並べたり自
由な発想、想像力を養う体験広場です。

公益財団法人
オイスカ富山県支部

21世紀末の富山県の気候はどう
なる？

気象庁 富山地方気象台

「くらしの中でできるエコ」をクイ
ズでご紹介。体験者にはプレゼン
トあり。

花王グループ
カスタマーマーケティング株式会社

海を守ることの大切さを学んで、
理想の海「海のランプ」を作ろう！！

公益財団法人
環日本海環境協力センター

鉄鋼（合金鉄）技術によるリサイ
クルを紹介。紙アクアリウムにお
絵かきした魚が泳ぐよ！

JFEマテリアル株式会社

リサイクル製品で、けん玉や芯型ロケッ
トの工作体験や環境に優しい「おから
クッキー」の試食会を行っています。

地球温暖化防止活動推進員

使用済み小型家電から金を取り
出す取組みについて紹介します。

富山県生活環境文化部環境政策課

パックテストで台所から出る水を
調べ、きれいな水を守る方法を考
えよう。

富山県環境科学センター

富山のきれいな水や地下水、エコ
ドライブが実感体験できるブース
です！

富山県生活環境文化部環境保全課・
JAF富山支部

ものづくりマイスターなどによる
実演・展示・ものづくり体験教室。

富山県地域技能振興コーナー
富山県職業能力開発協会

「水と緑の森づくり税」によるとや
まの森づくりの紹介と木工クラフ
ト作り。

富山県農林水産部森林政策課

リサイクルの王道　廃食油から
石けん作り。

富山県立魚津工業高等学校

魅力いっぱいのペレットストーブ
について楽しく学ぼう！

南砺市 市民協働部
エコビレッジ推進課

「フードバンク」という活動をご存
知ですか？食品ロスを削減する手
段の一つなんです!!

NPO法人
フードバンクとやま

リサイクルしたバッグに絵を描い
て世界にひとつのマイバッグを
作ろう！

北陸コカ・コーラボトリング株式会社

お客さまと一体となり、地域社会
とともに環境保全活動を積極的
に行います。

北陸電力株式会社

環境産業の拠点　ものづくりの
マチ　北海道室蘭市をご紹介し
ます。

北海道 室蘭市

後 援
（50団体・企業）

パネルと実験で研究会の活動と
会員を紹介します。

特定非営利活動法人
エコテクノロジー研究会

あそばなくなったおもちゃを持っ
てきてね。とりかえっこしよう！

かえっ子バザールエ コ 活 動
民間団体、企業、行政の
環境活動をご紹介します。

洋傘・刃物（包丁、ハサミ等）の修
理・刃物砥を行います。

家庭用品修理会

環境関係のよろず相談受付けま
す。

環境カウンセラーズとやま

楽しみながら３Ｒについて知る
“Re-style”に取り組もう。

環境省
中部地方環境事務所

３Ｒってなんだろう？フォーラムと
連絡会の活動をご紹介します。

３Ｒ活動推進フォーラム
３Ｒ推進団体連絡会

環境問題への先進的な取組みを
行い、持続可能な社会の構築に
貢献します。

関西電力株式会社
北陸支社

アダプトプログラムなど、様々な
活動から環境美化の推進に努め
ています。

公益社団法人 食品容器環境美化協会
（北陸コカ・コーラボトリング㈱のブース内で設営）

あなたも身近に出来るリサイク
ルを！！ ゲームで遊んで楽しく学
ぼう。

株式会社 高岡市衛生公社

簡単なアンケートご記入で、ハ
ローキティUFO風船プレゼント!

大和ハウス工業株式会社
富山支店

市内幼稚園・保育園におけるグ
リーンカーテンなどの環境の取
組みを展示。

高岡市市民生活部地域安全課

環境配慮製品である、竹紙・里山
物語の取組みを紹介します。

中越パルプ工業株式会社

エコな素材を使ったゲームを親
子で楽しめます。フードドライブ
もやっています。

高岡市市民生活部環境サービス課

高低差４０００ｍロマン
－ 富山の中の、地球へ行こう。 －
立山黒部ジオパーク

一般社団法人
立山黒部ジオパーク協会

高濃度PCB廃棄物の期限内処理
についてご紹介します。

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道PCB処理事業所（JESCO）

富山発のナノファイバー、太陽電
池、天然香水を紹介します！

富山県産業技術研究開発センター

身近なごみ問題から地球温暖化
防止まで。親子で楽しみ、学んで
ください。　

公益財団法人
とやま環境財団

廃棄物の処理から、循環型社会を
目指しています。移動販売車でパ
ン等の販売も行っています。

株式会社富山環境整備

小中学生の地球温暖化防止に関
するポスター・壁新聞優秀作品の
展示。自然物で工作コーナー。

富山県環境保健衛生連合会

再生可能エネルギーの導入に向
けた取組みの紹介。

富山県商工労働部商工企画課

循環型社会の形成に向け、「分別
解体」して再資源化に努めており
ます。

一般社団法人
富山県構造物解体協会

廃棄物撤去活動のパネルなどを
展示してます。

一般社団法人
富山県産業廃棄物協会

目では見えない微生物を顕微鏡
で見てみよう！

公益社団法人
富山県浄化槽協会

パンフレットや清掃活動写真の展
示を行っています。

富山県西部浄化槽保守点検業組合

ともに築こう豊かな消費社会！ク
イズや実演、リフォーム作品の展
示等。

富山県消費者協会

安心・安全・スリムな暮らしを目
指し、環境・消費者問題等を考え
ます。

富山県生活学校連絡協議会

「生物多様性」について理解を深
めよう。

富山県生活環境文化部自然保護課

「もったいない」から始める
食品ロス等削減の４Ｒのすすめ
－１人ひとりができることから始めましょう－

富山県食品ロス・食品廃棄物
削減推進県民会議

高岡工芸高校、土木環境科・環境
化学コースの活動等を紹介しま
す。

富山県立高岡工芸高等学校
土木環境科・環境化学コース

地中熱は安定的でどこでも利用
できるエネルギーです。富山の取
組みを紹介します。

富山県地中熱利用研究会

今年の国際大は「木質バイオマ
ス」に注目しました。マイ箸をつ
くってお持ち帰りください。

富山国際大学

小型家電のリサイクル技術、希少
金属の回収技術を分りやすく紹
介します。

ハリタ金属株式会社

とやま呉西圏域における取組み
の紹介やペーパークラフト体験
などがあります。

「とやま呉西圏域」
（高岡市、射水市、南砺市、氷見市、砺波市、小矢部市）

富山における水素社会の実現を
目指して、取組んでいます。

一般社団法人
富山水素エネルギー促進協議会

環境を守るやさしい下水道に関
するVTRやパネル展示及び特殊
機械の紹介をします。

公益社団法人日本下水道管路管理業協会
中部支部 富山県部会

弊社は自然の恵みに感謝し環境
の保全に全社員で積極的に取り
組んでいきます。

株式会社松本建材

生ごみを堆肥化し、美しい花やお
いしい野菜をつくり生ごみのリサ
イクルをすすめましょう

社会福祉法人
むつみの里 であい工房

環境に配慮されたファスナーや
窓の商品を見たり、工場内の森づ
くりについて学ぼう！

YKKグループ
（YKK株式会社／YKK AP株式会社）

楽しくエコライフ、クイズに答え
てゴミ削減の取り組みを一緒に
考えましょう！！

エコライフを楽しむ市民の会高岡


	事前チラシ：台紙パンフ外面07（最終版）
	事前チラシ：台紙パンフ中面08（最終版）



