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理事長　永原　功

　残暑厳しき折、皆様におかれましては、ますます

ご清祥のこととお喜び申し上げます。

　さて、皆様ご案内のとおり、去る５月 15 日、

16 日に、富山にて「G7 富山環境大臣会合」が開

催されました。

　これは、レジ袋無料配布の廃止をはじめ、水と緑

の森づくり税を活用した森づくりの推進など、皆様

の環境問題への熱心な取組みが、高く評価されたた

めであります。

　また、大臣会合に先立ち、地元での気運を盛り上

げるため、県内３会場での「G7 富山環境大臣会合

開催記念シンポジウム」の開催や「世界で最も美し

い富山湾海岸一斉清掃」を行ったところ、多くの皆

様にご参加いただきました。この場をお借りして改

めてお礼申し上げます。

　さて、大臣会合の成果の一つとして、資源の循環

的な利用や使用量の削減を目指す「富山物質循環フ

レームワーク」が採択されました。富山県民として

大変光栄に思うとともにその名に恥じない取組み

を行う責任の重さを実感しているところです。

　県では今後食品ロス・食品廃棄物の削減や効率的

な利用を推進することとしており、皆様におかれま

しても、いわゆる「食品ロス」の削減に向け、食

べ残しゼロや残り物リメイク料理の促進など、身近

なところからの取組みを進めていただきますよう、

お願いします。

　また、10 月 15 日、16 日には、「とやま環境フェ

ア 2016」を高岡テクノドームで開催いたしますの

で、皆様お誘いの上、お越しいただきますよう、合

わせてお願いします。
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※画像提供：環境省

Ｇ７富山環境大臣会合について

会合参加者　　　　　　　　　　　　　　　　 　とやま国際会議場での会合　　　

海洋ごみに関する議論　　　　　　　　　　　　　　　　　　共同記者会見

日　程：平成28年５月15日（日）、16日（月）
場　所：富山県富山市
参加者【Ｇ７各国、ＥＵ（欧州連合）】
　　　　日　　本：丸川珠代　環境大臣
　　　　イタリア：ジャン＝ルーカ・ガレッティ　環境大臣
　　　　カ ナ ダ：キャサリン・マッケナ　環境・気候変動大臣
　　　　アメリカ：ジーナ・マッカーシー　環境保護庁長官
　　　　ド イ ツ：バーバラ・ヘンドリクス　環境大臣
　　　　Ｅ　　Ｕ：カルメヌ・ヴェッラ　環境・海事・漁業担当欧州委員
　　　　フランス：ザヴィエ・スティッカー　環境大使
　　　　イギリス：ソニア・フィパード　環境・食糧・農村地域省　環境・地方局長
招へい機関：地球環境ファシリティ、持続可能性を目指す自治体協議会、経済協力開発機構、国連環境計画、

国連グローバルコンパクト、100のレジリエント・シティ
議　題：気候変動及び関連施策、資源効率性・３Ｒ、持続可能な開発のための2030アジェンダ、生物多様性、

化学物質管理、都市の役割、海洋ごみ

　大臣会合では丸川環境大臣が議長を務め、７つの議題について議論し、成果をコミュニケ（共同声明）と
してとりまとめられました。
　また、各国が連携して資源や廃棄物の有効利用を進める新たな枠組みとして「富山物質循環フレームワー
ク」（4頁に抜粋）が採択されました。

G7 富山環境大臣会合開催概要
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　Ｇ７富山環境大臣会合等推進協力委員会（会長：石井知事）では、地元主催エクスカーションやレセプション、環境
に関する展示などを通じて、本県の雄大で美しい自然環境、多彩な歴史・文化、食の魅力、先進的な環境施策などを国
内外に広くアピールしました。

地元主催エクスカーション　５月14日（土）
　立山コース（室堂、雪の大谷など）、高岡コース（国宝瑞龍寺、金屋町など）

G7富山環境大臣会合記念イベント

環境省主催エクスカーション　５月16日（月）
　国登録有形文化財・内山邸、イタイイタイ病資料館など

とやま情報館　５月13日（金）～16日（月）、富山県民会館２階
　環境関連企業の優れた技術や県内市町村の取組みを紹介・展示
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H28.5.27 第１回会議開催
H28.7.  1 第２回会議開催

出典：富山県
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気候変動シンポジウム in 富山を開催しました

エコアクション21・10周年記念大会inとやまを開催しました

G7 富山環境大臣会合開催記念シンポジウムを開催しました（環境とやま県民会議総会同時開催）

　G7 富山環境大臣会合関連イベントの第１弾として、「気候変動シンポジウム in 富山」を開催しました。千葉
商科大学国際教養学部教授宮崎緑氏による「地球規模で考え、足元から行動する」と題した基調講演が行われ
たほか、環境省大臣官房審議官田中聡志氏をはじめ、各分野で活躍される７名の方によるパネルディスカッシ
ョンが行われ、約 600 名の県民の方々が耳を傾けていました。 
　また地球温暖化対策に功績のあった個人・団体に対して、「富山県環境部門功労」や「とやまストップ温暖化
アクト賞」の表彰が行われました。 

　当財団が、エコアクション 21 地方事務局としての業務開始から 10 周年を迎えたことを記念して、パレブ
ラン高志会館において、（一財）持続性推進機構（エコアクション 21 中央事務局）とともに「エコアクション

21・10 周年記念大会 in とやま」を開催しま
した。10 年継続事業者として６事業者と、普
及プログラム継続自治体として富山県がそれ
ぞれ表彰されました。また、（一財）持続性推
進機構の安井至理事長に基調講演をしていた
だきました。 

　G7 富山環境大臣会合開催に向けた地元の気運を盛
り上げるため、開催記念シンポジウムを富山、高岡、
新川の３会場で開催しました。
　富山会場では、（一財）日本環境衛生センター南川秀
樹理事長（元環境事務次官）による基調講演や、各界
を代表する 7 名の方によるパネルディスカッションが
行われ、約 400 名の県民の方が耳を傾けていました。
　また同時に「環境とやま県民会議総会」が開催され
たほか、長年にわたり環境保全に功績を上げられた方
への表彰や、「とやまエコ活動宣言事業」のキックオフ
イベント、富山県地球温暖化防止活動推進員委嘱状交
付式が行われました。

＜富山会場  タワー 111 ＞

＜高岡会場  高岡市ふれあい福祉センター＞

＜新川会場　ホテルグランミラージュ＞

平成28年１月31日 富山国際会議場

平成28年４月10日（富山）、4月19日（高岡）、4月29日（新川）

平成28年2月17日 パレブラン高志会館
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「とやま海岸クリーンアップ大作戦」が実施されています

同じ日に G7 富山環境大臣会合が開催されており、
家族みんなで環境を考える良い機会になりました。

射水市の六渡寺海岸では、
約400名の方々が海岸清掃
に参加されました。

　山から川、そして海まで流域が一体となった「とやま
海岸クリーンアップ大作戦」を実施しています。
　皆様の活動は、HP(toyama-kaigan-cleanup.com) に
紹介されています。

アースディとやま　2016に出展しました 平成28年5月15日　県庁公園前

「世界で最も美しい富山湾」海岸一斉清掃を実施しました 平成28年5月７日8日 　県内20カ所の海岸

平成28年6月～9月 県内の海岸、川辺、等　県内15市町村にて実施

アースディフェステバル
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　４月 19 日（火）に、富山国際会議場におい
て県土美化推進県民会議総会を開催しました。
総会では、清掃美化活動に功績のあった 9 個人　
20 団体を表彰したほか、27 年度の運動実施報
告や、28 年度の運動実施計画の承認がなされ
ました。最後に、水と緑といのちが輝く県土づ
くりをめざす決意を表明した、平成 28 年度総
会決議案を堀川中学校の生徒 2 名が朗読し、全
会一致で承認されました。

　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、地球温暖化問題を学び、
10 の取組みを決めて、家族とともに家庭での
対策を実践・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 71 校、約 3800 名の児童が参加してお
ります。
　各児童は、地球温暖化防止活動推進員による
授業を受け、各家庭での 10 の取組みを実践し
ているところです。

2016 富山県県土美化推進会議総会を
開催しました！

とやま環境チャレンジ10が
今年もスタートしました！

水環境保全活動交流会を開催しました。
（平成28年2月20日（土） 高岡おとぎの森公園、 2月21日（日） 黒部市生地公民館）

　地下水の守り人や、とやま川の見守り隊などの水環境保全活動に携わる方々を対象に、情報意見交

換を行う「水環境保全活動交流会」を開催しました。高岡会場では「藪波川ホタルの里を守る会」の

小矢部市立藪波公民館館長　殿山美喜夫氏による河川・海岸ゴミ清掃に関する事例発表、黒部会場で

は、黒部川扇状地研究所所長　水嶋一雄氏による水環境保全活動に関する事例紹介がなされました。

はじめてのエコライフ教室を開催しています　
　保育所・幼稚園で園児と保護者を対象に、地球温暖化やエコライフに関する３つの取組みを決めて、

家族とともに実践・自己診断するという一連の

取組みを通して地球温暖化対策の推進をはかる

「はじめてのエコライフ教室」を実施していま

す。

　今年は、7 園が参加しています。

うちエコ診断士の登録を行っています
　家庭などを対象に省エネルギー等の診断をしていただく「うちエコ診断士」

の登録を行っております。

　今年は、11 名の方が登録しておられます。
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　弊社は、1877 年に創業したスガキ紙店を始まりと
して、1926 年に印刷業を開業して以来、印刷物の企
画やデザイン、印刷、加工を扱う総合印刷メーカーと
しての実績を築いてまいりました。そして今日、“お客
様第一主義”をキーワードに、医薬品および化粧品パッ
ケージからカタログや電子媒体にいたるまで、お客様
のお手伝いができる「高付加価値・高機能」商品づく
りを展開しております。
　特にパッケージ製品においては、昨今の市場ニーズ
にともなう多様化や個性化、そして、高付加価値化に
対応するために、早くからシルクスクリーン印刷、UV
印刷など新しい印刷技術に取り組んでまいりました。
そうした中で、パッケージ印刷業界として先駆けた、
廃液を削減する「水なし印刷」を採用。2016 年 5 月
にはエコアクション 21 の認証を取得し、環境に配慮
した活動を通して社会やお客様から信頼される企業で
あり続けたいと考えています。

　当法人は、旧大沢野町・神通
川左岸の小羽地区で、閉校と
なった旧小羽小学校校舎を拠点
に地域活性化に取り組んでいる
地域密着型のＮＰＯです。
　80 名近い会員のほとんどは地
元住民ですが、地区内に創業者

記念公園を有する清水建設株式会社、富山子ども劇場、
富山そば研究会の皆さまにも、団体会員としてご協力
いただいております。小羽地区の大半は、立山連峰を
一望する急傾斜の中山間地で、棚田や森が広がり、自
然豊かな里山の風景を残しています。里山の素晴らし
さを多くの人たちに伝え、豊かな自然環境を後世に手
渡していくために、試行錯誤しながら活動しています。
そば打ち教室、里山カフェ、森の探検、ツリーハウス、
農業体験など、様々なイベントを通して多くの方と交
流したいと思います。ＨＰをご覧になり、ぜひ遊びに
お越しください！

　弊社はみどりに関わる仕事
を通して、社会に快適な環境
を提供し続けることをモッ
トーとしています。個人邸などの緑地空間の設計や施
工、公園や緑地の管理業務、樹木調査や 土壌調査のほ
か、壁面や屋上などの特殊空間緑化も行なっています。
2008 年 7 月に「エコアクション 21」の認証を取得
して以降、省エネを社員全員で取り組んでいます。業
務では車や建設機械等の使用が欠かせないため、使用
に伴い増加するガソリンや軽油の削減が課題です。ア
イドリングストップや急発進・急ブレーキをしない等、
小さなことから使用量削減を心がけています。また、
雨水タンクを設置しトイレの水として利用することで
水道使用量の大幅な削減に成功しました。その他、夏
場は朝に会社の壁面緑化に灌水を行い、社屋の壁面温
度を下げる工夫をしています。今後もみどりの快適な
環境を提供し、社員全員でエネルギーの更なる削減に
取り組んで参ります。環境省が推進しているエコアク
ション・ポイント制度にも参加しており、3 ｍ以上の高
木を 1 本植栽で 500 ポイントをプレゼントしています。
　詳しくは http://ecoaction.toyama.jp/をご覧下
さい。

　当社はトヨタ自動車の販売店として自動車販売、整
備及び修理を行なっております。近年ではエコに対す
る意識向上によりプリウス、PHV、低燃費車の販売を
促進しております。板金塗装工程においては、板金工
場にて使用する有機溶剤を水性塗料へ切替、全国トヨ
タ系ディラーで初めて社内・外注板金ともに水性塗料
使用 100％を達成致しました。VOC 排出量を約 70％
削減でき、刺激臭も少なく社員の健康やストレスへの
配慮、お客様の快適なカーライフサポートに繋がって
います。
　社会貢献活動として店舗周辺の清掃活動や、店舗ス
ペース無償提供によるイベント、エコドライブ教室の
開催を定期的に行なっております。また身近なことと
して使用済み切手・ペットボトルキャップの回収など
にも取り組んでいます。エコアクション 21 を通じて
環境負荷の低減、社会貢献活動を具体化し取り組み、
今後も環境に優しい商品を提供する企業として、人と
環境に優しい活動をしていきます。

株式会社
野上緑化

富山スガキ
株式会社

ネッツトヨタ
富山株式会社

ＮＰＯ法人
こば
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　当社は明治 30 年（1897 年）に南砺市（旧上平村）
にて創業し、その後城端に本社を移転し、119 年に
なります。建設業を通じ、人々が安全に、安心して
暮らせる社会づくりを地域の皆様と共に進めてまい
りました。当社では、平成 20 年（2008 年）に「エ
コアクション 21」を認証・取得し、環境負荷の低
減に努めてまいりました。
　エコアクション 21 導入後、初年度は社員全員の
意識向上により、電力・燃料・水の各使用量に大幅
な削減が見られ、如何にいままで無駄な部分があっ
たかを思い知らされました。８年経過した現在でも
社内教育等を継続し、維持・向上を図っています。
又、建設現場では可能な限り産業廃棄物の分別搬出
を行い、建設資材のリサイクルに努めています。今
後も、循環型社会を
形成する一員として
環境活動を実施して
いきたいと考えてお
ります。

　弊社は 1946 年２月の創業以来、医薬品原料、食
品添加物、工業薬品などの卸売販売を主とし 70 年
の道のりを歩んできました。
　「健康」をテーマに事業展開を図り、お取引先様
の満足、信頼を得て、実績を重ねて参りましたが、
同時に事業を進める上で、地球環境の保全が経営の
基本的重要課題と認識し、2005年６月に“ＫＥＳ(環
境マネジメントシステム・スタンダード ) ステップ
２”の認証を取得し、会社を挙げて環境面への負荷
低減に取り組んでおります。環境改善活動実績とい
たしましては、電力使用量の抑制、削減、自動車燃
料走行効率のアップ、コピー用紙ペーパーレス化の
推進、産業廃棄物の削減、化学物質の安全管理、グ
リーン調達の推進、社会貢献活動推進に取り組んで
います。今後も、環
境活動に更なる努力
を重ねて、社員一人
一人継続的に取り組
んで参りたいと思っ
ております。

安達建設株式会社 金剛薬品株式会社

富山県地球温暖化防止活動推進員

　久々江 とみ子 さん

　知人に薦められ地球温暖化防止活動推進員になって十

年余り幼稚園や小学四年生に温暖化防止を実践してきま

した。題して「チャレンジ 10」です。10 項目を選び家

族と一緒に四週間の実践です。お互い譲り合ってチャレ

ンジした結果の集計は財団が計算しどれだけの二酸化炭

素を減らす事ができたかが子供達に知らされます。

　私はその時のこども達の顔を見るのが大好きです。

「やった！」「自分達も地球温暖化防止が出来るんだ！」

これからも続けて自分達の未来に地球の病気を治そうと

目を輝かせ約束してくれます。自分も負けてはいられな

いと一人でも多くの人に協力を願い、元の地球になるよ

う願いこれからも実践して参りたいと思います。

～次号は推進員の松崎　敬示さん、石崎　千鶴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

　水落　勇二 さん

　
●出前授業の思い出
　出前授業で教えた孫が大学生になりました。当時体育

館で約 160 名の児童と数十名の父兄が参加し、30 分も

話せませんでした。人数が多いと開始する迄時聞が掛か

る為です。以降、内容を充実する為、前編授業は 90 分

にして貰い、人数の多い時は二回に分けて授業をしまし

た 。 予定の時刻と時間と内容を決めたシナリオに沿っ

て、PPT、DVD・TV や現物投影機などを使い 映画を含

めて実施しました。1/100 の乗り物の模型を見せたり、

気分転換にプチクイズを出しました。後編の授業では、

取組みノートの集計報告を行い、絵コ日記をサプライズ

で予告なしに発表してもらいます。昨年はその後 A4 の

古紙で紙飛行機を作りました。冬の電気使用量が多いの

で、持続的な行動が大事だと思います。
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市町村の取り組み  —黒部市—

「大自然のシンフォニー　文化・交流のまち　黒部」
～水と緑をいつくしみ、うるおいのあるまちをつくる～

　黒部市には北アルプスの 3 千メートル級の山々から富山湾に流れ込む黒部川がもたらす黒部川扇状地が

あり、その豊富な地下水源は生活用水や工業用水として市民の生活基盤を支えています。

　昨年からは北陸新幹線「黒部宇奈月温泉駅」の開業に伴い、県内外多くの方々に訪れていただく機会が

増えました。今後も比類稀なる黒部市の自然豊かな観光資源をより身近なものとして発信しつつ、魅力あ

るまちづくりを目指してまいりたいと考えております。

　このような中、黒部市では総合振興計画及び環境基本計画において将来都市像を ｢大自然のシンフォニー　

文化・交流のまち　黒部｣ とし、下記の３つの基本目標を掲げ、市民の皆さんの参画と協働により各種取

り組みを進めています。

環境への負担の少ない
きれいなまちづくり

自然と歴史に学ぶ
調和のとれたまちづくり

みんなで取り組む
快適なまちづくり

・扇状地湧水群の保全
・バイオマスエネルギーの有効

活用
・ごみ、資源物適正分別　他

・自然環境の保護保全
・水環境の保全
・歴史的、文化的遺産の保護活

用他

・環境保全活動への積極的な参加
・環境教育、環境学習機会の創出　

他

エコライフ教室
（ごみ分別ゲーム）

黒部川扇状地と清水めぐり
（生地まち歩き）

海岸一斉清掃
（荒俣海岸）

循環型社会の実現 自然と人との共生 環境保全活動への参加

このほか、個人で 3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。

現在の会員数：団体・企業　359社
　　　　　　　個人　　　 317名

平成28年度新規賛助会員様ご紹介

法人では、「株式会社グリーン・カルチャア」が新規会員に登録されました。
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◇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/

　今年度、当財団は、大幅にメンバーが入
れ替わりました。新メンバーを含む全員の
紹介を簡単に行いたいと思います。

【写真】　左側から

藤平蔵専務理事　財団の設立趣旨に沿って、
水と緑に恵まれた豊かな自然環境を有す
る、ふるさと富山県を守ってまいりたい
と存じますので、今後とも会員の皆様に
はご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろ
しくお願いします。

宮崎局長　環境分野への配属は初めてであり、これまで環境に優しい行動といえば、節電やゴミの分別ぐらいです。身近なこ
とから継続して取組むことが大切であり、皆さんと一緒にふるさと富山の環境を守りたいと思いますので、よろしくお願い
します。

佐野協働交流課長　社会人 20 年目、初めて財団への派遣となりました。色々勝手が違って戸惑うこともありますが、精一杯
努めますので、よろしくお願いします。

浅江主事　富山の環境をより良くするために熱意をもって活動されている方々の思いをつなぐ橋渡し役になれるよう、陰なが
ら努めて参りますのでどうぞ宜しくお願いいたします。主な業務担当は総務・経理です。

久保田協働推進員　とやま環境フェアや市町村とのパートナーシップ事業を通して、環境保全の大切さを幅広くＰＲしていま
す。賛助会員様の担当もさせて頂き、環境イベントの案内や会員募集及び各種構成団体の事業内容の情報発信を行っています。

牛島協働推進員　グリーンカーテン、成長中！昨年は 38 個も収穫しました。今年も副産物のゴーヤを食べて夏を乗り切り、
ナチュラリストの皆さんのお手伝いと幼稚園 ( 保育園 ) 児の皆と「はじめてのエコライフ教室」でエコについて学びたいと
思います。

中島協働推進員　恒例になったグリーンカーテン。今年は、ゴーヤ、朝顔、パッションフルーツ、エンドウ豆、巨峰の様なト
マトを植え、トマトとゴーヤは美味しくいただいています。お越しの節は、玄関先で収穫してお入りください。

中野地球温暖化防止活動アドバイザー　今春より富山県地球温暖化防止活動推進センターとエコアクション 21 地域事務局の
事務を担当してます。エコに疎い私が環境財団勤務 !? と周囲もびっくりぽん !! でもグリーンカーテンは５年目。今年は朝
顔とふうせんかずら。来年は、どうしたもんじゃろのぉ～♪

堀田協働推進員　自称、財団の便利屋として、関係者のお役に立てる様に頑張っております。また、財団からの情報発信担当
として、読者に少しでもお役に立てる様な内容を心がけております。

近藤環境経営相談員　今年の４月から環境経営相談員として勤務している近藤です。趣味はウォーキングとサイクリングで、
マイペースで緑豊かな富山県の自然を楽しんでいます。

◆募集コーナー◆

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/ 

お問い合わせは、
エコアクション21
地域事務局まで

◇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 28 年 8 月 1 日現在）
法人／ 359 件　　個人／ 317 名

【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

無料で受けれられます。（１回 / 月　全６回）

申込締切  8月31日（水）
詳細はとやま環境財団ＨＰをご覧下さい。

　　　　   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！

平成28年度

— 11 —

平成28年 8月きょうせい　第 7号

　　　（公財）とやま環境財団 メンバー紹介



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

　私の子供の頃は、夏の暑さと言っても、せいぜい 30 度位迄が最高気温だった様に思います。あの頃はエアコンなどは無
い時代でしたから、学校から帰ると、玄関先には打ち水がしてあり、庭先の木々の木陰に寄れば夕方でも、随分過ごしやすかっ
た様に記憶しております。あれから半世紀が経って、外は蒸し風呂でも家の中に入ればエアコンが効いて快適にはなりました。
でもエアコンを使えば使う程、地球環境自体の暑さを助長する事に思いをはせ、及ばずながらも設定温度を少し高めにして
おります。
　ただ少しでも涼しくと思い、夕方には打ち水をしてみましたが、涼しさも一時でした。早くこの暑さが終わって欲しいと
願うこの頃です。

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。

お知らせ・募集

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（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28年版・環境関係法規の手引き

　皆様の家庭においての「もったいない」

を次回号（8 号）にて特集する予定です。

締め切りは、9月30日（金）
下記宛先までお寄せ下さい。

採用された方には、粗品を

進呈します。

とやま環境フェア2016 開催のご案内
　「とやま環境フェア」は、平成 10 年の開催から今年で 19 回目になりますが、毎年大変多くの県民の

皆様にご来場いただいている県内最大のエコイベントです。

　「水と緑に恵まれた快適な環境をめざして～未来につなげよう！エコなくらし～」

（G7 富山環境大臣会合の成果を次の世代へ）をテーマに、子供から大人まで環境について楽しみながら

学べる企画を予定しております。

　皆様お誘い合わせの上、多数のご来場をお待ちしております。

日　時 ▼平成28年10月15日（土）10:00～17:00／16日（日）10:00～16:00
場　所 ▼高岡テクノドーム

電気バスの

試乗も出来ます
。

食品ロス「我が家の実践」 大募集!!
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