
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。
日頃から当財団の運営や事業の推進に暖かいご
支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
また、昨年 10月 21・22 日に開催した「とやま
環境フェア 2017」につきましても、今回は特に季
節外れの台風 21号接近に伴う悪天候の中、大勢の
方々にご来場いただき、改めまして厚くお礼申し上
げます。
さて、昨年 10月に公表された世界気象機関（Ｗ
ＭＯ）の観測結果によると、2016 年の世界の主要
温室効果ガス濃度が、観測史上最高を更新したこと
が明らかになりました。
一方、我が国でも、昨年 10月下旬の台風の接近・

上陸など、「何かがおかしい」と思わざるを得ない
事象がしばしば発生しております。これらが地球温
暖化の影響によるものかは、必ずしも明らかではあ
りませんが、地球温暖化防止に向けた取組みは待っ
たなしである、と考えます。
さらに今年は、本県で「３Ｒ推進全国大会」が開
催されます。水と緑に恵まれた本県の素晴らしい
環境が全国的に注目される機会ともなることから、
県民一人ひとりの取組みがますます重要となって
いるものと考えます。
当財団では、県民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、地域に根ざした環境保全
活動の展開や、身近で具体的な環境活動に関する情
報提供など、普及啓発活動に努めてまいります。
新年を迎え、職員一同、気持ちを新たに取り組ん
でまいりますので、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 29年 10月21日（土）、22日（日）の２日間、富山産業展示館（テクノホール）において「とやま環境フェア2017」
を開催しました。台風接近に伴う悪天候にも関わらず、約 9,300 人の皆様にご来場いただきました。

富山県ごみゼロ推進県民大会
とやま環境フェア 2017 に併せ、循環型・低炭素社会の実現に向けて、ごみの減量化等を県民が一体となって進めて
いくことを目的として「富山県ごみゼロ推進県民大会」を開催しました。本大会では、ごみの減量化等において顕著な
功績があった個人、団体等の方々や食品ロス削減のために優れたアイデアを提案された皆さんが表彰されました。

開会式　テープカット

とやま環境フェア２０１７を開催しました！

受　賞　者　・　団　体　等

 富山県環境部門功労表彰
小矢部市連合婦人会（小矢部市）
福田　正和（富山市）

 環境とやま県民会議会長表彰
ごみゼロ・リサイクル部門
消費生活研究グループ　ありみね会（富山市）
黒部おもちゃ病院ピノキオ（黒部市）　

地球温暖化対策部門
松﨑　敬示（高岡市）
学校法人高岡第一学園附属第一幼稚園（高岡市）
滑川市立北加積小学校（滑川市）
滑川市立東加積小学校（滑川市）

とやまエコ・ストア制度部門
株式会社オレンジマート　モア店（富山市）

 食品ロス削減のアイデア表彰
最優秀アイデア賞
妹尾　莉空（富山市）
松浦　慶芽（富山市）

優秀アイデア賞
阿部　純子（富山市）　　上田　美香（高岡市）
尾苗　ひかる（富山市）　工藤　美月（高岡市）
島崎　和子（富山市）　　髙田　美妃（富山市）
浜田　良子（魚津市）　　松井　美結（入善町）
山口　加奈子（富山市）

受賞された皆様
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フォトギャラリー

◇みんなでやってみよう !
　川のすこやかさ調査　
昨年、富山県と当財団では、県内河川の約 90ヶ所で

川のすこやかさ調査を実施し、延べ 600 名に参加いただ
きました。そのうち、高岡
市立中田小学校の子ども
たちに、校下４ヶ所の川で
調査した内容の発表や調
査を体験した感想などを話
していただきました。

◇プラネタリウム工作教室　
富山県立大学天文部の皆さんの協力により、プラネタリウム工作教室が行われまし

た。親子で厚紙を加工して、12面の小さなプラネタリウムを制作し、会場に設置した
暗室ドームにて、星座の観察を楽しみました。

◇富山県立中央農業高等学校　活動紹介　
富山県立中央農業高等学校の生徒さんに、昨年本県

で開催された全国植樹祭で、皇后陛下がお手植えされた
「コシノフユザクラ」の苗
の生産についての研究や、
神通峡地域の耕作放棄地
での犬とヤギを活用した野
生動物の侵入防止の活動
等について、紹介していた
だきました。

富山市立新保小学校の鼓隊演奏 カターレとやま「Leap Blue」ダンス披露　

ピエロのパットくん

　家事えもん　のトークショー　

各ブースの賑わい

　和田朝子舞踏研究所バレエ披露　

エコ遊具楽しめたかな？　 　いみず観光大使のみなさん 好評だったわくわく抽選会　

アンケートに協力ありがとうございました。

新保なかよし認定こども園の遊技

今年も、ゆるキャラ達が頑張ってくれました！

星が作り出す宇宙の美術館「富山の星空」富山県天文学会　川口勝之会長

シャボン玉おじさんなないろさん

来年も遊びに

来て下さいね！
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当協議会は、富山県
を拠点とした企業、大
学及び研究機関、行政、
金融機関、住民団体等
が幅広く連携するこ
とにより、水素エネル
ギーの利用促進と社会
インフラ定着化を目指

すとともに、その関連技術に関する情報交換、共同研
究開発、実証事業を行うことで次世代水素エネルギー
システムの確立と普及を目的に設立されました。
とやま環境フェアには、2回目の参加で、燃料電池
自動車（FCV）のほか燃料電池フォークリフトを展示
しました。試乗体験できることから、小さいお子さん
に大変人気でした。
ブースでは、紙芝居で水素クエストを行い、県民の
皆さんに触れ合う機会となりました。水素は、地球上
に無限にある物質で
す。地域の皆さんとよ
り豊かな未来のエネル
ギーになるよう一緒に
考えていきたいと思い
ます。

当社は、港に荷揚げされた原木から発生する木皮を堆肥化する事業を平成8年から行っ
ています。今では木皮だけでなく、県内の剪定枝や刈草、飲料メーカーから出る植物性
残さなども堆肥化し、多くの方にご利用頂いております。
今年は、会社設立50周年の記念事業として、とやま環境フェアに初出展致しました。
昔に比べ、人々が「土」に触れる機会は少なくなりました。農薬や化学肥料の普及に
より「土作り」が軽視された結果、農産物の安全性はもとより、日本の農業の持続性も
問われています。環境フェアでは、培養土を作る体験コーナーや、堆肥を入れて土壌改
良された土の展示など、「土」を身近に感じてもらえるような展示内容にしました。少
しでも多くの方に「土作りの大切さ」を知ってもらい、当社の堆肥作りに関心をもって
もらえたら幸いです。
地元の「資源」で作った堆肥です。当社の堆肥は県外に出荷している割合が多いので
すが、わざわざ二酸化炭素を排出して遠方に輸送するよりも地元でもっと使って頂き
たいと考えております。是非ともご家庭や会社などでご利用頂ければと存じます。

〇�当協会は、消費に関する
正確な知識を普及すると
ともに、消費者、生産者、
販売者の意思の疎通を図
り、県民生活の安定と向
上に資することを目的として、昭和40年に発足し
ました。
〇�主な活動は、①消費生活研究グループの育成と活動
支援、②様々な団体等との連携による消費者教育の
推進、③「くらしのアドバイザー」や「食品表示ウォッ
チャー」による普及活動、④アンケート調査の実施
（今年のテーマは「食品ロスの削減」）、⑤土・日曜日
の消費生活相談の実施、⑥マイバッグ持参運動の継
続的な推進、などです。
〇�とやま環境フェア2017では、グループの皆さんが
作成したリフォーム作品の展示、可愛い小物の作成
実演、食品ロスに関するクイズを行い、多くの皆さ
んと楽しく交流することができました。
〇�これからも、常に消費者に寄り添い、関係機関と連
携しながら、
持続可能な
消費者市民
生活の実現
をめざして
まいります。

富山水素エネルギー導入促進協議会

北陸ポートサービス株式会社

富山県消費者協会

スタンプラリー景品ご提供企業・団体
公益財団法人オイスカ富山県支部、花王株式会社、関西電力株式会社北陸支社、三協立山株式会社、
西日本旅客鉃道株式会社ＪＲ富山駅、中越パルプ工業株式会社、一般社団法人富山県構造物解体協会、
富山県生活協同組合、富山市エコタウン事業者協議会、北陸コカ・コーラボトリング株式会社、
北陸電力株式会社、丸和ケミカル株式会社、ＹＫＫグループ（ＹＫＫ株式会社／ＹＫＫ�ＡＰ株式会社)
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平成 28年５月に開催されたG７富山環境大臣会合において、国際社会が連携し、資源や廃棄物の有効利用を進める
「富山物質循環フレームワーク」が採択されました。富山県では、このフレームワークで取組みの具体例として食品ロス・
食品廃棄物対策が挙げられたことを踏まえ、「富山県食品ロス・食品廃棄物削減推進県民会議」を設置し、削減に向けた
全県的な運動を推進しています。今回は、環境政策課の取組みの一部を紹介します。

可熱ごみに占める食品ロス等の割合

平成 28年 11 月から 29年８月まで、富山地区広域圏事務組合等に協力いただき、計５回にわたり年間を通じ
た可燃ごみの組成調査を実施しました。可燃ごみ全体に占める食品廃棄物の割合は 45.0％で全国（41.4％）と同
程度でしたが、一方、食品ロス（手付かず食品、食べ残し）については、手付かず食品の占める割合は 69％で食
べ残しの約２倍もあり、全国（46％）と比べて高くなりました。

また、家庭を対象にアンケート調査を実施したところ、88.0％の家庭で「賞味・消費期限切れ等の手付かず食品」
が出ており、その理由で最も割合が高いのが「購入したことを忘れ、期限切れになる」（61.5％）ということが
わかりました。これらのことから、手付かず食品の廃棄を出さないために、冷蔵庫の中を定期的に確認すること
などが有効であると言えます。

富山県の食品ロス削減に関する取組み等について
富山県生活環境文化部環境政策課

　食品ロス：�食べられるにもかかわらず廃棄されている食品。家庭では、食べ残し、手付かず食品など。
食品製造業や小売業では、規格外品、売れ残りなど。

食品廃棄物：食べられない部分（野菜のヘタや皮、骨など）+�食品ロス　

手付かず食品
食べ残し
8.9％

手付かず食品
食べ残し
9.6％

その他の
可燃物等
55.0％

その他の
可燃物等
58.6％

食べ残し
31％

手付かず
食品
69％

食べ残し
54％

手付かず
食品
46％

調理くず、
その他
36.1％

調理くず、
その他
31.8％}食品廃棄物45.0％ }食品廃棄物41.4％

（内訳）（内訳）

富山県 （参考）全国平均

手付かず食品 食べ残し

家庭系食品ロス・食品廃棄物の実態把握
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サルベージ・パーティのモデル開催

食品ロス削減アイデアの募集

県では、楽しみながら食品ロス削減に取り組む機会を提供するため、家
庭で食品ロスになりそうな食材（食べきれない食材、賞味期限が近い食材
など）を利用し、おいしい料理に変身させる「サルベージ・パーティ」を、
今年度、モデル的に５回開催することとしており、そのうちの１回を、10
月 21 日の「とやま環境フェア 2017」で、環境政策課のブースにおいて開
催しました。
参加者からは「意外な食材の組み合
わせでおいしい料理ができた。家でも
余り物をもっと活用したい。」、「家で

は残りそうな物でもみんなで楽しく食べられた。自分の地域でもパーティ
をやってみたい。」などの意見がありました。
今後も、食品ロスの認知度の向上や削減の取組みの実践につなげるため、
地域や職場、学校など様々な場面で開催されるよう普及啓発していくこと
としています。また、家族や友達とも気軽にできるので、ぜひチャレンジ
してみましょう。

家庭での食品ロス削減の取組みを促進するため、家族ぐるみで気軽に取
り組める食品ロス削減のアイデアを幅広く募集し、829 名からたくさんの
アイデアが寄せられました。審査の結果、優秀なアイデアとして以下が選
ばれました。
� （募集期間：平成 29年８月４日（金）～９月８日（金））

メニューの１つ
　昆布＆ピーナッツのパッタイ風氷見うどん

とやま環境フェアでの表彰式

【最優秀アイデア】
食材を使い切る日を作ろう。（家にあるもので料理する日を作ろう。食材を使い切ってから買い物に行こう。）

【優秀アイデア】
・まとめ買いしたものをグループでシェアしたり、家族や友達と一緒に食事して食べきる。
・傷みの早いものは、すぐに下処理をして冷凍保存したり、味噌・酢・こうじ等を利用して保存する。
・バイキングでは、最初は味見で少量ずつ盛り付けるなどして、残さないように食べられる量だけ取る。
・外食の時、小盛にできるか聞いてみる。
・野菜の皮を剥かずに調理したり、食べられる部分を残さないように調理する。
・空腹時の買い物は避ける。
・箸を付ける前に、食べられないものや多すぎるものは先に取り分ける。
・冷蔵庫内に消費期限の切れそうな物を入れるトレイを用意し、手前に出して整理する。
・かき揚げにするなど、余った食材を丸ごとリメイクする調理法で、最後まで捨てない。

これらのアイデアは、県のホームページ、ツイッターなどで幅広く周知しています。
ぜひ家庭で実践してみましょう。
ホームページ：https://twitter.com/pref_toyama

サルベージ・シェフによる調理
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とやま環境財団　8月～ 12 月までの取組み

とやま環境チャレンジ10実施しました！
県と当財団では、平成 16年度から、10歳の児童（小
学４年生）が、地球温暖化を学び、温暖化防止につな
がる 10 の取組みを決めて、家族とともに実践・自己
評価するという一連の取組みを通じて、家庭での地球
温暖化対策の推進を図る「とやま環境チャレンジ 10」
を実施しており、今年も 66 校、2,843 人の児童が参
加しました。
各児童は、地球温暖化防止活動推進員による授業を
受けた後、各家庭において 10 の取組みを４週間実践
することにより、
地球温暖化問題
の大切さについ
て理解を深めて
いる様子でした。

地球温暖化防止活動推進養成講座を

実施しています！
県及び当財団では、地域における地球温暖化防止活
動の普及促進を担う地球温暖化防止活動推進員の養成
を行っており、養成講座には現在 40 名の方が参加し
ております。
養成講座では、地球温暖化問題に関する基礎知識や
最新の動向などに関する講義、施設見学、とやま環境
チャレンジ 10 の見学などを行っています。修了者の

方は、市町村の
推薦等を踏まえ、
富山県知事から
推進員として委
嘱される予定で
す。

ナチュラリスト研修会を開催しました !

９月14日、長野県大町市の大町山岳博物館にて、ナチュラリスト研修会を行い
ました。同館では、ライチョウの保護活動やスバールバルライチョウの飼育に取り
組んでおり、日頃から立山地区でライチョウに接する機会の多い参加者の皆さん
にとって、大いに参考になった様子でした。

エコアクション 21 自治体

イニシアティブ・プログラム実施中！
中小企業向け環境経営システム「エ

コアクション21」の認証・取得を支援
する「自治体イニシアティブ・プログラム」
を実施しています。

現在、富山県で認証・登録を受けている事業者は
121 社で、今回は 10 社が認証・取得に向け講習を受
けています。講習会は10月から２月にかけて６回開催さ
れ、各事業者はエコアクション21の認証・取得を目指し、
審査人を講師とし
て、エコアクショ
ン21 の仕組みや
運用の仕方など
について実践形
式で学んでいると
ころです。

はじめてのエコライフ教室を

開催しています！
幼稚園、保育
園、こども園など
で地球温暖化や
エコライフについ
て学ぶ「はじめ
てのエコライフ教
室」を今年度は
10園で実施しています。
園児たちは、地球温暖化防止活動推進員の皆さんから、
例えば、不要になったものをそのまま捨てると「ごみ」に
なってしまうことや、種類ごとに分けて集めると新しい資源
として生まれ変わり、再び利用できることがわかる「お宝
探しゲーム」をしながら、楽しく学んでいました。
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とやま環境財団　8月～ 12 月までの取組み

スターウオッチング　at 環水公園
８月４日、環水公園野外劇場前広場で「とやまスターウォ
ッチング�at�富岩運河環水公園」が開催され、親子連れな
ど約300名の方が参加されました。
会場では、天体望遠鏡で夏の大三角や月、土星の様子
等の観察を行ったほか、富山県天文学会の会員の方にスタ
ーウォッチングの解説や、「富山の星空」、「たなばた」な
どについてお話しをしていただきました。
参加された皆さんにとっては、星空の観察をとおして光の
害やきれいな星空
や空気を守るため
にできることにつ
いて考えるきっか
けとなったのでは
ないかと考えます。

各地で環境イベントが開催されました！

「射水市第 12 回環境とくらしフェア」
９月24日（日）、ミライクル館クリーンピア射水にて、「エコで育もう！豊かな自然豊かな心！」を
テーマに、「第12回環境とくらしフェア」が開催されました。
地球温暖化防止活動推進員によるリサイクル体験会をはじめ、食品ロス削減啓発ポスター
表彰式や作品展示が行われました。また、環境に配慮する活動を実施している団体・企業の
紹介・展示などが行われ、当財団も本イベントに参加し、食品ロス削減のための「３０１０運動」
や「ＣＯＯＬ�ＣＨＯＩＣＥ」宣言募集のＰＲ、環境教育機材を用いた省エネ等の呼びかけを行い
ました。

「魚津市第 23 回環境フェスティバル」
９月30日（土）、魚津市ありそドームにて、～森と水・山がはぐくむ魚津の海～をテーマに

「第 23回環境フェスティバル」が開催されました。魚津市内の小・中学生を対象とした環
境保全ポスターのコンクールや、市民参加のグリーンカーテンコンテストの表彰式が行われた
ほか、小学生による環境保全活動の紹介や、らんま先生のエコ実験などが行われました。

「となみ食彩ふれあい市」
10月29日（日）、砺波駅前商店街通りにて、「となみ食彩ふれあい市」が開催されました。
当財団も本イベントに参加し、食品ロス削減のための「３０１０運動」や「ＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥ」
宣言募集のＰＲ、環境教育機材を用いた省エネ等の呼びかけを行いました。
　

「第 38 回小矢部市農業祭」
11月11日（土）、12日（日）の２日間、クロスランドおやべにて、安心（地産地消）魅力（農
産物）充実（味わい）をテーマに、「第 38回小矢部市農業祭」が開催されました。地元の小・
中学生を対象とした環境ポスターの展示及び表彰式が行われました。
当財団も本イベントに参加し、「ＣＯＯＬ�ＣＨＯＩＣＥ」宣言の募集や、環境教育機材を用
いた省エネ等の呼びかけを行いました。

地下水の守り人技術講習会・交流会
「地下水の守り人」は、消雪
設備の節水、名水・湧水等の保
全、工場・事業場における合理

的な利用などに積極的に取り組む方々であり、現在、町
内会の消雪管理者、名水・湧水の保全活動団体のリーダ
ー、工場・事業場における担当者など168 名が活動して
います。　
今年度は、10月 5日（木）に、ＹＫＫ 50ビルにて、
活動報告や技術講習（消雪設備の節水方法に関する実
習）、地下水保全のために今後取り組んでみたいこと等に
ついての意見交換が行われました。



弊社は、「大工の感性が造る、信頼の家。」をモットーにベテ
ランの職人が、お客様が快適で安心して暮らせる様に日々汗を
流しています。ちょうどエコノワに参加した頃、弊社は高性能
（省エネ）住宅を標準で取り入れようと考えていました。未来の
地球は一体どうなるのか？未来の子どもたちの住む環境はこ
の先どうなってしまうのか？…私達が出来る家をつくること、

その家づくりで未来を変えることはできないか…。企業として微力かもしれませんが全社員で考えていました。
高気密高断熱で省エネ基準以上の性能にし、消費エネルギーの削減に努め、住まう方にとって一年中快適に過ごせる家。
これはお客様にとってお財布に優しい家づくりであると共に地球にも優しい家づくりです。未来につながる家を一棟で
も多く建てて、この想いを伝えていこうと思います。　http://www.takakuwa-house.jp/

有限会社
高桑ハウス工業

当社は、地域から発生する鉄スクラップをリサイク
ルして、主に鉄筋コンクリート用棒鋼を製造する電炉
メーカーです。電炉による製鋼工程は、鉄鉱石とコー
クスから鉄を製造する方法に比べ、ＣＯ2の排出量が
約80％も少なく、環境にやさしい製造方法です。当社
は電炉メーカーのパイオニア企業として、富山県射水
市に工場を構え、北陸地区を中心に地域のインフラを
支える製品を提供してきました。
また、夜間電力を利用することによる電力の昼夜平
準化や、溶鋼を直接、圧延工程で製品化する「ダイレク
ト圧延」を業界に先駆けて導入するなど、早くから省
エネ・地域環境負荷の低減に取り組んできました。環
境ISO14001の認定工場として、温暖化ガス発生の抑
制と汚染防止、省エネへの取り組みを通じて循環型社
会の構築に努めながら、微力ながら地域社会の発展に
貢献していきたいと考えています。

当社は、大正3年�富山県井波町（現南砺市井波町）で創業以来、
2018年で創立104年目を迎え、現在、富山市内幸町に本社を構
え、建築・土木・舗装・法面処理・ソーラー事業等の総合建設業を営
んでいます。
2008年12月にエコアクション21の認証を取得してから、電力・
化石燃料使用量の削減、産業廃棄物の削減と、使用量や発生量の
“削減”を目標に取り組んでいましたが、事業の内容・工事量に左
右され、なかなか努力の結果が見えないことより、現在では使用量
や発生量を完成工事高（百万円当たり）で割った数値を原単位とし
て、その原単位を削減する目標にシフトしています。現場では産業
廃棄物の分別収集、アイドリングストップなどに積極的に取り組ん
でおり、また新たな事業としてソーラー事業部を立ち上げ、環境に
配慮した設計・施工の提供に取り組んでいます。今年度当社は「富
山県建設業新分野進出企業表彰」において、ソーラー事業の実績
で富山県知事表彰を受賞しました。当社は会社・社員全員で、今後
も日々進化し続ける企業として、人と地球にやさしい快適で機能的
な建設空間の創造を通して社会に貢献します。

大谷製鉄株式会社 辻建設株式会社

◆エコノワとやま登録企業・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。

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。
http://tkz.or.jp/econowa/ 
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エコノワとやま掲載企業紹介

賛助会員・出捐企業紹介



富山県地球温暖化防止活動推進員

明
めう
地
ち
　兼
けん
二
じ
さん

森づくり（所有林でのドングリ採取から
植栽、植林等）、シイタケ植菌（地域振
興会）、間伐材工作（児童）や業務として

ecoＢＣＰ（省エネ＋事業継続）に関わる中で、身近でかつ
複雑な環境課題に取り組む事の関心が低いと感じました。
関心を高めるには、幼少期の体験型環境学習が大切との
思いで推進員活動を始めて８年目になりました。
主な活動は「とやま環境チャレンジ10」、「うちエコ診断」、

「とやま環境フェアの推進員ブース参加」と、いみずＷＡＯ
（いみず地球温暖化防止推進員ネットワーク）の活動として
「いみず環境チャレンジ10」、「いみず環境フェアーの推進
員ブース参加」を経験させていただきました。今年の成果と
して、企画提案（８園でＰＲ）した「わいわいエコ教室」は、２
園で採用いただいた事です。幼少期に「もったいない」、「物
を大切にする」、「環境に対する興味と関心を持たせ行動
に結び付けられる」ように自分に出来る事を企画したい。

～次号（2018年8月号）は推進員の　杉森　茂さん、岡山　重憲さんをご紹介します！～

富山県地球温暖化防止活動推進員　
髙
こう
縁
えん
　洸
たけし
さん

私の環境意識の原点は現役の会社員
時代の海外生活にあります。1970年代
の香港では、毎朝住居ビルの窓からポイ

捨てされる大量の家庭生活ごみの散乱、1990年代からの中
国東北部にあっては、ポイ捨てされたビニール袋が街路樹に
まとわり付き、さも花々が咲き誇るが如く様に見紛う程の異様
な光景、更には2000年代からのフイリッピンにおいては、河
川にポイ捨てされ放置される様々な家庭廃棄物による眼を見
張る澱んだ水と共に発する強烈な悪臭、これら強烈な光景を
日常的に眼にする事で、自らの環境意識が自然に眼覚めたも
のと思います。
その間日本勤務においてのＩＳＯ認証及び各海外勤務に
あってもＩＳＯ認証に関わる過程において、退職後も何らかの
環境活動に関わりたいと考えていたところ知人の紹介で現
在に到り、主に①環境チャレンジ10及び②魚津市環境フェス
ティバル実行委員として微力ながら環境保護に励んでおりま
す。

当社は、水道・消雪・空調設備等の管
工事をはじめとして広く土木建築工事
の設計施工を行う総合建設業の会社

です。1985年の会社設立以来、地域の皆様が安全・健
康・快適に暮らしていくために、建設業の専門性を最大
限に発揮し、お客様のご要望を具現化するよう努力して
まいりました。
2017年８月にエコアクション21認定登録を受けました。
登録に向けた現状把握作業では、当社の二酸化炭素排
出量のうち約85％が建設機械や自動車の燃料に起因す
るものであることや、会社事務所に設置の太陽光発電は
１年を通すと買取される電力量が使用量を上回ることな
ど、環境影響を具体の数字で再認識する機会となりまし
た。
今後もエコアクション21の環境活動を継続的に改善し、
地域の皆様からの信頼を得るとともに、経費削減や社員
の満足度向上など経
営面での効果も上げ
られるよう努めてまい
りたいと考えておりま
す。

私共品川グループは、おか
げ様で本年創業100周年を迎
えることができました。今後も

企業理念『今までもこれからも、私たち品川グループは、
自動車および自動車関連事業を通じて、関係するすべ
ての人々の幸せと発展に寄与していきます』を掲げ、環
境にやさしく人 に々幸せを与えるグループづくりを目指し、
地球環境問題への対応を経営の重要課題と位置づけ、
昨年認証取得したネッツトヨタノヴェルとやま㈱に加え、
グループ６社がほぼ同時にエコアクション21の取得に向
けた取り組みを開始しました。併せてグループ100周年
記念事業の一環として、「100の地域貢献活動プロジェ
クト」にグループ全社で取り組み、各社の事業所毎に近
隣地域の清掃活動やボランティア活動、エコキャップ回
収活動などを行いました。社員全員で取り組むため、各
社の全社員大会でキックオフ会議を行い、また各店舗で
スローガンを掲げて各自の工
夫による環境に配慮した行動
を行ってまいりました。このよ
うな取り組みの結果、10月に
はグループ全社がエコアクショ
ン21認証取得する事が出来
ました。次の100年に向けて、
これからも地球環境を考え
グループ全員で楽しく活動を
行ってまいりたいと思います。

竹澤工業株式会社 品川グループ
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エコアクション 21登録事業者紹介



市町村の取組み　～南砺市～

木質バイオマスボイラー
（桜ヶ池クアガーデン）

ペレットストーブ

発酵バイオマス農業（桜ヶ池近傍）

特産品の新作スイーツ（南砺福光高校）

「かず良」再生イメージ図

   自然エネルギー創造
【木質バイオマスボイラーの整備】
　二酸化炭素排出量の削減とエネルギーの自給を目的として整備。
公共施設（温泉、プール、病院）の温泉加温、給湯、空調などに利用。
年間約2,000ｔのCO２削減を見込む。

  いのちの森創造
【木質燃料の製造】
地域材利用と森林保全を目的に林業再興をはかる。
林地残材や間伐材、木くずをを木質燃料（ペレット）に加工し、公共施設で
利用する。また家庭・事業所への薪、ペレットストーブの普及をはかるため、１
台 10万円の補助を実施。建設中の木質ペレット工場が稼動すると市内でのエ
ネルギー自給が実現する。

  元気農業創造
【循環型農業の推進】
廃棄される木の皮を発酵させると、発酵による熱とCO２等のガスが発生す

る。その熱をビニールハウス内に取り込むことにより冬期でも15℃以上維持す
ることができ、１年を通した温室栽培が可能となる。発酵ガスに含まれるCO２

には成長を促進させる作用があり、短期間での収穫や肥料の削減効果がある。
化石燃料や農薬、科学肥料を使わないオーガニック栽培技術を確立し、安全
な野菜づくりの普及を目指す。

  にぎわい創造
【エコビレッジ部活動】
エコビレッジ構想の実践に向け、次世代を担う生徒たちが地域の歴史や文
化、産業、福祉、教育など幅広い分野での活動を通して自分達の住む地域や
まちづくりについて学ぶことを目的としている。南砺福光高校では、南砺市特
産のあんぽ柿や立野原いちごとマシュマロを合せた新作スイーツの試作を行っ
た。指導には地元菓子店が協力。高校生自らが試作、パッケージデザインな
どを行い、福光高校ブランドとして販売。

【伝統家屋「かず良」からの新たな暮らし方の提案】
建築年が確認できる市内最古の合掌造り家屋「かず良」の改修を行い、
移住、定住者の地域活動の受け皿、既存住民との交流・コミュニティ形成
の場として整備。整備完了後は、市内外にエコビレッジの概念・理念の普
及啓発、体験・学びの場として運営していき、持続可能な新たな暮らしを
体現する情報発信と人材育成を行う。

南砺市では、「小さな循環による地域デザイン」を基本理念に地域の自給率と自立度を高め、安心して
暮らせる持続可能な社会の構築を目指しています。
自然と共生し、人と人が支え合いながら目に見えない豊かさが実感できる「新しい暮らし方」を提案し
ていきます。

あんぽ柿マシュマロ
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南砺市エコビレッジ構想



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

新年明けましておめでとうございます。
昨年、富山県で開催された「全国植樹祭」は、改めて森林の大切さを認識させる良い機会になったのではと思います。
しかし、森が育む豊かな海も温暖化の影響を感じずにはいられない様々な異変が、マスメディアで報道されています。
エコの由来はギリシャ語の「オイコス」（家）から来ていますが、その大小を問わず、仲良くすごせる家（エコ）を実践すべ
く、今よりも少しずつでも、皆が出来る範囲で何か地球にやさしい行動をして行かなければと思います。

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。

内容：富山県の環境に関する条例、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。
企業の環境管理や ISO14001 及びエコアクション 21取得にも役立ちます。

販売価格：冊子とCD-ROMがついて 7,000 円（消費税込み）

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29年版・環境関係法規の手引き

メールマガジン「とやまエコ通信」
登録募集中！

平成29年度新規賛助会員ご紹介

QRコード

K
Y
O
S
E
I

当財団では、環境に関する情報などを掲
載したメールマガジン「とやまエコ通信」
を毎月末に配信しています。
富山県の環境情報を手軽
に受け取れる「とやまエコ
通信」へのご登録をお待ち
しております。

昨年８月以降、新たに賛助会員になられ
た法人様をご紹介します。
「行政書士松景事務所」　「株式会社森崎」

QRコード

QRコード

新規賛助会員募集中！！

�財団の目的に賛同する個
人・法人の方々を対象に広く
賛助会員を募集しています。

申し込み方法はこちら▶

レジ袋の無料配布廃止や資源物の店頭回収など、県民
と協働でエコ活動を行うお店「エコ・ストア」のスマートフォ
ンアプリが配信中です。
キャンペーン期間中、エコ・ストア来店や環境学習によ
りポイントを2050ポイントためて応募すると、抽選でエ
コ・ストア協賛品やエコ・ストアグッズが当たります！！
たくさんのご応募お待ちしております。

キャンペーン期間：平成 30年２月28日（水）まで
※�平成 30 年２月１日（木）よりアプリ内の応募フォーム
から応募可能です。

●ダウンロードはこちらから
下記ＱＲコード又は「エコスト
アアクション」で検索ください。

キャンペーン実施中　スマホアプリ

「とやまエコ・ストアアクション」

Apple StoreGoogle Play

とやまエコ・ストア制度
シンボルキャラクター

「エコぼうや」

エコストアアクション

平成30年１月きょうせい　第 10号

とやま環境財団からの案内


