
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あげます。

　昨年は、G7 富山環境大臣会合が開催され、この

中で「富山物質循環フレームワーク」が採択されま

した。これに伴い、「食品ロス」に関する関心が高

くなっているところです。また、地球温暖化問題で

は、全ての国が参加する「パリ協定」が採択、発効

し、我が国においても新たな「地球温暖化対策計画」

を閣議決定するなど、今後、県民一人ひとりの取組

みがますます重要となっていくものと考えます。

　また、今年 5 月 28 日（日）には、豊かな国土の

基盤である森林・緑化に対する国民的理解を深める

ため、「全国植樹祭とやま 2017」が開催されます。

　これを契機に、より一層水と緑に恵まれた本県の

快適な環境を守り、郷土の魅力を高めていくことが

大切です。

　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 28 年 10 月 15 日（土）、16 日（日）の２日間、高岡テクノドームにおいて「とやま環境フェア 2016」
を開催しました。約 12,000 人のお客様にご来場いただき、大変盛況となりました。

■富山県ごみゼロ推進県民大会
　とやま環境フェア 2016 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、団体等が表彰されました。

富山県環境部門功労表彰　（敬称略）

環境とやま県民会議会長表彰

射水市婦人会（射水市）
張田　昭夫　（高岡市）

ごみゼロ・リサイクル部門 
　富山市立中央小学校（富山市）
　おもちゃの病院　ペンギン（高岡市）
　消費生活研究グループ　円（まどか）グループ（高岡市）
　富山県立氷見高等学校　海洋科学科（氷見市）
　砺波市消費者グループ連合会　となみのグループ（砺波市）

とやまエコ ･ ストア制度部門
　株式会社ヤングドライ呉羽支店（富山市）

とやま環境フェア２０１６を開催しました！

○ステージイベント

◇生きもの保護の取組み発表
　「生物多様性保全推進モデル校」として県が指定した、
志貴野中学校自然科学部と舟橋小学校の子どもたちに生き
ものを守る日頃の活動を紹介していただきました。

◇富山県の将来の天候（環境省中部地方環境事務所主催）

　今後の富山県の気候変動について、NHK 富山放送局 ,
気象予報士の木地智美さんと富山県環境科学センター初鹿
主任研究員にお話いただきました。

カターレ富山ダンスチーム和田朝子舞踊研究所いずみ幼稚園

【受賞者・団体等】
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公益財団法人オイスカ富山県支部 花王株式会社 北陸コカ・コーラボトリング株式会社

○出展者による親子向けプレゼン

らんま先生のエコ実験
テープカット

シャボン玉おじさんナナイロさん

エコ・クッキング

エコ遊具

EMU

MIRAI（水素自動車）

賑わうブース

「星が作り出す宇宙の美術館 とやまの星の魅力」
富山県天文学会　川口勝之会長

来年も皆様のお越しを

お待ちしております！

ピエロのパット君

地球温暖化防止活動推進員ブース

フォトギャラ
リー
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今回、環境フェアに出展して頂いた企業を紹介します。

有限会社新栄商事

出 展 企 業 紹 介

　弊社の主な取扱商品は、チェンソー草刈機と林業に携わっておられる方々の機械の修理販売を行っております、そ

の他では薪ストーブ、ペレットストーブと木材を燃料とする暖房器具の設置販売もさせていただいております。

　とやま環境フェアに参加させていただき「健康な緑あふれる街づくりと心豊かな炎のぬくもり」を目標にペレット

ストーブをはじめ、学校での校庭緑化、工場の芝管理に最適な芝刈りロボット「オートモア」を展示し、大人から子

供まで見ていただけたのではないかと思っており

ます。

　林業は後生のためにより良い資源を残し新しい

命をはぐくむ所です、とやま環境フェアを通し、

子供達おじいちゃんおばあちゃんが共に考え現在

から未来へより良い環境を残せるように一緒に考

えていきたいと思っております。

　当社は 1914 年（大正３年）に創立して以来、都市ガスの供給をとおして地域の皆

さまと共に歩んでまいりました。環境負荷が少ないクリーンエネルギーである都市ガ

スは、ご家庭や飲食店、工場などで幅広くご使用されております。また、本社隣接の

体感型ショールーム「ガストピアたかおか」では定期的にイベントを開催し、高効率

で環境に優しいガス機器を展示しており誰でも体感で

きるようになっております。

　今回のとやま環境フェア 2016 では、最新のガスコンロを使い料理実演をさせていた

だきました。当社のブースにお越しいただいた方に、安全性や機能性に優れ、省エネ効

果もある最新のガス機器を知ってもらい非常に有意義な時間となりました。

　当社では、今後ともエネルギーの安定供給をとおしてサービスの向上に努め、地域の

皆様に信頼され、愛される企業づくりを目指していきます。

　当社の環境配慮製品である「里山物語」や「竹紙」の紹介と、竹紙を利用した塗り絵

や竹紙とんぼのワークショップを行いました。竹紙は、鹿児島県薩摩川内市にある川内

工場で、竹の有効利用を進め、竹害を防ぐ活動の一環として取り組んでいる製品です。

竹紙の少しつるっとした風合いを実感し、「どうやったら飛ぶ

のか」と楽しみながら製品に親しんでいただくことが出来ま

した。とやま環境フェアは、一般のお客様に直接商品を提供していない当社にとって、直接

消費者の方々と触れ合い、環境について考えることのできる貴重な機会となっています。

　これからも、紙の製造という本業を活かしながら、環境に配慮した製品の製造や活動を地

道に続け、環境や社会に貢献していきたいと考えています。

高岡ガス株式会社

中越パルプ工業株式会社　高岡工場

イオンリテール株式会社、花王株式会社、環境省中部地方環境事務所、関西電力株式会社北陸支社、三協立山株式会社、
株式会社高岡市衛生公社、中越パルプ工業株式会社、株式会社富山環境整備、（一社）富山県構造物解体協会、

（公社）富山県浄化槽協会、富山県生活協同組合、富山市エコタウン事業者協議会、西日本旅客鉄道株式会社ＪＲ富山駅、
北陸コカ・コーラボトリング㈱、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 )

スタンプラリー景品ご提供企業・団体
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スターウォッチングを行いました

とやまエコキッズ探検隊を行いました！

水環境保全団体交流会を開催しました!

　8 月 5 日、スターウォッチング at 富岩運河環水公園を開催したところ、親

子連れなど約 200 名の方が参加されました。

　会場では、天体望遠鏡による星空観察を行ったほか、富山県天文学会の川

口勝之会長による星空の解説などが行われ、参加者の皆さんは、きれいな空

を守ることの大切さを感じている様子でした。

　環境問題に理解を深めてもらうため、夏休み期間中に、小学生（高学年）やその保護者、総勢 139 名の探検隊が、

環境に配慮した事業活動を行っている 5 つの事業所の

見学を行いました。「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、企業のごみ対策、

地球温暖化防止の取組みや環境保全活動について学ん

だほか、普段は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の見学なども行いました。

　本県の豊かで清らかな水環境を後世に引き継いでいくためには、各地域での水環境保全活動の活性化を図る

ことが必要です。そのため、10 月 15 日（土）、とやま環境フェア 2016 に併せて、市民団体、企業及び行政の

方の参加のもと、情報共有・交換を促進する水環境保全団体交流会を開催しました。

　交流会では、小矢部市藪波公民館の殿山美喜夫館長から「地域における環境学習について　～自然は最高の

教室　体験は最高の学習～」と題して、講演いただきました。

　また、環境保全活動に取り組む市民団体「環の会」折田一実副会

長からは「川のすこやかさ調べと環境教室」、日産化学工業㈱富山

工場環境安全室の日南田功室長からは「日産化学の環境保全活動～

日産ビオパーク西本郷の紹介～」について、それぞれの取組み事例

を発表いただきました。

　その後、講演や事例発表を踏まえ、地域での環境保全活動につい

て、講師や発表者と参加者の皆さんが、意見交換を行いました。

とやま環境チャレンジ10実施中！

　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活動を通じて、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 3400 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。

とやま環境財団　8 月～ 11 月までの取組み
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　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９園で実施しました。

　園児たちは、例えば、不要と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。

はじめてのエコライフ教室を行いました！

　9 月 14 日、立山町の芦峅寺ふるさと交流館で「即使える案内人の現場のためのあれこれ」と題して、富士

登山山岳ガイドＯ G の杉本くに子氏の講義を聞

き、続いて、称名滝周辺での実地研修を行いま

した。

　北陸新幹線開業を機に観光客の増加が見込ま

れ、それに伴う解説員のレベルアップが求めら

れていることもあり、参加者の皆さんは熱心に

取り組んでいました。

ナチュラリスト研修会を開催しました！

　県及び当財団では、消雪設備の節水や名水・湧水等の保全

などに積極的に取り組んでいただける方を「地下水の守り人」

として養成・登録しています。今年度新たに「地下水を利用

する事業者」の皆さんを対象に加え、養成講座を開催しました。

　合計 3 回の講座では、県内の地下水の状況、先輩守り人の

活動内容及び地下水の科学に関する講義のほか、消雪設備の

節水方法や森づくり活動に関する現地研修を行いました。今回は、54 名が新たに守り人として登録され、現

在計 171 名の守り人が各地域で地下水を守るために活躍されています。

　県民共有の貴重な財産である豊富で清浄な地下水を次世代に引き継ぐため、ご家庭や工場・事業場での節水

など皆さんができる取組みを実践しましょう。

　11 月２日に、「環境に優しい低炭素型

まちづくり ･ 低炭素型観光地を目指す地区の

現地研修」をテーマとした地球温暖化防止活

動推進員研修会を開催しました。自然エネル

ギーを活用した黒部

市の「パッシブタウ

ン」の視察や、小水

力発電を活用した電

気バス ｢ＥＭＵ｣ の

試乗を行いました。

「地下水の守り人」が 171 名に増えました！

　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」

がスタートしました。

　現在、富山県で認証・登録を受けている事業者は114社で、

今回は９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。

地球温暖化防止活動推進員実地研修会
を開催しました！

エコアクション 21 自治体
イニシアティブ・プログラムがスタート！
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多くの食品ロス
が発生！

世界的な問題

富山県生活環境文化部 環境政策課

　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は、「富山物質循環フレームワーク」が採択され、各国

が連携して進める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ました。

　このため、県では、「食品ロス削減庁内プロジェクトチーム」や有識者、事業者・消費者の関係団体、市町村で構成

する「食品ロス・食品廃棄物削減対策検討会」を設置し、食品ロス等の削減に向けた具体的な取組みなどについて検討

を進めています。

　一方で、県内から排出される食品ロス・食品廃棄物の実態は明らかになっていません。このため、県では平成 28 年

度の県政世論調査において、「食品ロス」問題の認識度などについて調査を実施したところであり、その結果は次のと

おり、全国と比べて認識度が下回っていることや食品廃棄物削減の取組みを約 35％の方が取り組んでいないことなど

が分かりました。

食品ロス・食品廃棄物の削減に向けた取組みについて

食 品 ロ ス：食べ残しや賞味期限切れ食品など、食べられるのに捨てられてしまう食品

食品廃棄物：食品ロスに加え、魚の骨や野菜の皮、調理油など食べられない部分を含めた廃棄物

〈現状〉日本の食品ロスの大きさ（平成25年度推計、農林水産省）

　我が国では年間約 632 万トンもの食品ロスが発生しており、これは世界全体の食料援助量を上回っています。

事業系（規格外品、売れ残りなど）

330 万トン

家庭系（食べ残し、賞味期限切れなど）

302 万トン

世界全体の食料援助量（2014）

約320 万トン
日本の食品ロス

約632 万トン ＞

国民１人１日当たり　約 136 ｇ
（茶碗約１杯のご飯の量に相当）

G7富山環境大臣会合報告
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食品ロス・食品廃棄物に対する意識調査結果（平成 28 年度 富山県政世論調査）

食品ロス・食品廃棄物を減らすには？

①「食品ロス」問題の認知度　

②家庭での「食品廃棄物」削減の取組状況（上位４項目：複数回答可）
○特に取り組んでいることはない   35.3％
○調理済み食材の購入     30.5％
○油を使いすぎない揚げ焼きなどの工夫  26.7％
○野菜を皮ごと料理に使うなどの工夫   24.1％

③食品ロス・食品廃棄物の削減に必要な取組み（上位４項目：複数回答可）
○小分けや量り売りなど使い切れる量での販売  55.6％
○賞味期限・消費期限の表示を大きくする  39.7％
○飲食店での小盛メニュー、高齢者向けメニューの導入 37.9％
○賞味期限・消費期限が近い商品を選択できる工夫 35.2％

全国調査（H27 消費者庁）では、知っている割合
が 77.8％となっており、本県の認知度は下回って
いる。特に 40 歳未満の認知度が低い。
⇒　食品ロスの削減には、県民の意識を変えること

が重要であることから、幅広い普及啓発が必要。

約 35％が取り組んでいない。
⇒　家庭での取組みを拡大する

には、取組事例を紹介するな
どの啓発が必要。

半数以上が小分けや量り
売りを選択。
⇒　小売や外食など幅広

い関係者と連携した活
動展開が必要。

また、家庭においては、買い物や調理、食事などでの工夫をさらに進めていく必要があることから、皆さまも以

下の内容を参考に、取り組める行動から実践しましょう。

買い物　必要な食材を必要なだけ買いましょう
　○冷蔵庫の在庫チェック、必要な量だけ購入、ばら売りの活用など

調　理　無駄なく、全て使いきりましょう
　○エコ・クッキングの実践、残りものの活用など

食　事　食べきりましょう
　○食欲に応じた盛り付け、食べきり

片づけ　余ったら有効活用しましょう
　○食材の保存、生ごみの堆肥化など

　県では、食品ロスの状況をさらに詳細に把握し、今後の取組みにつなげるため、現在、家庭部門・事業者部門

の実態把握調査を行うとともに、家庭を対象としたアンケート調査などを進めています。

　こうした結果をもとに、検討会での議論を踏まえて、実効性のある効果的な対策を打ち出し、県民総参加の運

動を展開する予定にしておりますので、県民の皆さまには食品ロス・食品廃棄物の削減にご協力いただきますよ

うお願いします。

よく知っていた、
ある程度知っていた
64.1％

あまり知らなかった、
ほとんど知らなかった
33.8％

無回答 2.1％
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　弊社は鈑金塗装修理時の塗料に県内他ディーラーに
先駆けて水性塗料を導入し、最新式の塗装ブースを設
置するなど、かねてより環境への配慮を進めておりま
した。
　環境問題への対応を重要課題とし、自主的・積極的
に環境に配慮していく活動の一環として、地域への恩
返しの為に 2015 年の富山マラソンを前に富山の街を
綺麗にと始めた『恩返しクリーン大作戦』を品川グルー
プ各社で実施しています。
　グループの中でもエコアクション 21 の認証を頂い
ている弊社は、本社・店舗毎に月に一度日を決めて実
施し、社屋周辺の環境整備だけでなく、社員の美化意
識とチームワークの向上にも役立っています。
　その他にもトヨタ自動車が中心となって行うアクア
ソーシャルフェスにも参加するなど、事業を通じて環
境負荷の低減と社会貢献活動への取り組みを実践して
いきます。

http://netz-novel-toyama.jp/store/event_08.html

　私たち株式会社サンコーは
「水とのプランナー」として
1984 年 4 月の創業以来、一貫
して上・下水道事業等の社会イ
ンフラ事業に携わって参りまし
た。2005 年からは「未来の地
球と子供たちのために」をテー

マに、ペレットストーブ、ペレットボイラー、太陽光
発電システム、小型風力発電システム等の再生エネル
ギー機器の販売、設置事業を開始し、普及を通して
CO2 の削減に取り組んできました。また2011年に、「と
やま地球温暖化対策地域協議会」を設立し、化石燃料
を使用する暖房機をペレットストーブに代替すること
により CO2 排出量を削減し、その削減された CO2 を
クレジット化する「オフセットクレジット」（J-VER）
プロジェクトにも取り組んで参りました。昨年はペレッ
トストーブやカーボンオフセットの普及啓発などの取
り組みが評価され「平成 27 年度とやまストップ温暖
化アクト賞（富山県知事賞）」を受賞しました。今後
も環境に優しいペレットストーブ等の再生可能エネル
ギー機器の普及を通して、
エネルギーの地産地消、
循環型社会を実践し、富
山県の環境がより良くな
るよう、地球温暖化防止
に取り組んでいきたいと
思います。

　「ジュニア・ネイチャー
ガイドの実施」

　 私 た ち は、 古 城 公 園 を
フィールドとして様々な研究
を行ってきました。｢公園樹
木が知らせる環境変化」の研

究では、地球温暖化の影響で、30 年前になかったシュ
ロやヤツデが増加したと結論付けました。また研究過
程で、古城公園にはさまざまな植物や動物が互いに影
響し合って生態系をつくっていることが分かりました。
　そこで、このことをより多くの人に知ってもらいた
いと思い、自然科学部の生徒が古城公園内の植物や動
物を案内するジュニア・ネイチャーガイド活動を計画
しました。専門家を講師に迎えた研修を行ったあと、
活動を実施しています。参加された方には「たいへん
よかった」「今まで気付かなかったことが分かった」な
どの感想をいただいています。まだ一般の参加者は少
ないので、多くの来園者に参加してもらえるよう広報
活動を充実させたい
と思います。
　今後の日程や活動
の様子は、エコノワ
とやまのホームペー
ジでも公開していま
す。皆様の参加をお
待ちしております。

　当社は 1893 年創業以来、
総合建設業を通じ堅実経営
と進取の精神を基本として
歴史を刻んでまいりました。
　2016 年 9 月にエコアクション 21 認定登録を受けま
した。エコアクション 21 登録に向けて、会社全体の光
熱水費用の見直し、エアコンの適切な温度設定、不要
紙の再利用、社内照明の LED 化を順次進めると共に、
各施工現場の状況確認を行い、掲示物や社員総会を通
じて周知徹底を図りました。倉庫の工事資材の在庫点
検を行うことで経費の見直しにつながり、社員の意識
の向上も見られます。施工現場においては社員が産業
廃棄物の分別や無駄の無い施工を意識しながら取り組
んでいるところです。従来から取り組んで来た環境に
貢献する地中熱換気システムのジオパワーシステムの
採用が２件実績にあがりました。
　今後もエコアクション 21 の環境活動を通じ、社員の
環境意識の向上、会社の環境貢献への意識を向上させ
ていきたいと思っております。

高岡市立志貴野中学校
自然科学部

ネッツトヨタノヴェル
とやま株式会社

前田建設
株式会社

株式会社
サンコー

古城公園ジュニア・ネイチャーガイド実施の様子

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
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　当社は、スマートフォン向けのコネクターや自
動車向けの半導体、チップ抵抗器などの電子部品
をお客様からお預かりし、「機能めっき」という付
加価値を付けてお返しするビジネスをしています。
お客様に対しては、創業以来 71 年常に社是であ
る「誠実・信頼・奉仕」の精神で対応して参りま
した。
　また、めっき専業者としてお客様から信頼され
必要とされる企業を目指すのみならず、地域住民
の皆様が公害を懸念される事なく安心して生活し
ていただく上で「環境への配慮」は当社にとって
欠かせない重要なキーワードの一つです。当社の
排水処理装置は法定基準を大幅に上回る厳しい基
準をクリアできるように設計・設置するなどして
きました。近年では使用電力の削減を目指し、めっ
き装置や換気装置などの周辺設備の高効率化を推
し進める一方、廃棄物をリサイクルやリユースす
るなどゴミを削減する取
り組みに注力していま
す。今後も、環境活動に
更なる努力を重ね、社会
やお客様から信頼され続
ける企業であり続けたい
と考えています。

立山電化工業株式会社

インターンシップ受け入れ
今年度、当財団で受け入れました富山大学のインターン生 2 名をご紹介します。
  受入期間   平成28年9月5日（月）～9月9日（金）までの5日間

岩
いわ

崎
さき

　彩
あや

さん
（人間発達科学部 人間環境システム科）

　私は 9 月 5 日から 9 日までインター

ンシップ生としてお世話になりまし

た。業務としては通常業務一般に加え

一か月後に控えていたとやま環境フェアの準備への補佐、

随行等でした。インターンシップの活動で最も印象的だっ

たのはエコアクション 21 で行われている、環境マネジメ

ントシステムの PDCA サイクルです。Plan, Do, Check, 

Action のこの仕組みは環境の持続的な改善のためのもので

すが、大学での学びについては勿論、これから就職し社会

の中で働いていくにはこの PDCA サイクルが最も自分の向

上のために必要なのではないかと思いました。大学での学

びに戻った今、PDCA サイクルの実践を試みておりますが、

Check, Action は難しく、また Action の機会すら与えら

れない時もしばしばです。しかし持続的な改善には終わり

がないので、日々精進していきたいと思います。

榑
くれ

松
まつ

　宏
ひろ

征
ゆき

さん
（理学部地球科学科）

　私は、今回のインターンシッ

プで多くの事を学び、体験させ

ていただきました。例えば、社

会で必要とされるマナーや仕事内容、職場の雰囲気

などは勿論、その他にもとやま環境チャレンジ 10

やエコアクション 21 などの環境に関する活動を教

えて頂きました。すると、業務を行っていくうちに、

環境について以前よりも興味が増してきました。ま

た、多くの地域や団体が連携して地球を守るために

エコ活動に取り組む姿勢を見て、私も今まで以上に

積極的にエコ活動に参加する事を決意しました。

　この五日間の経験を生かして、就職活動だけでな

く様々なことにチャレンジしていこうと思います。

短い間でしたがインターンシップを受け入れていた

だき本当にありがとうございました。

　当行は、昭和 19 年 10 月１日富山合同無尽株式会社
として設立以来、法改正とともにその業態を無尽会社か
ら相互銀行、普通銀行へと変え、商号も株式会社富山
相互銀行、株式会社富山第一銀行と移り変わってまい
りました。創業 70 周年の平成 27 年 6 月には本店・本
部を「TOYAMAキラリ」に移転しました。公益施設の
美術館・図書館が同じ建物に入る全国的にも珍しい試
みの複合ビルであり、富山市中心市街地の賑わいの創
出の一助になればと思っております。
　また、平成 28 年 9 月には当行の 2 店舗が移転オー
プンしました。上滝支店は、地域密着店舗として大山
地域市民センターと同じ建物の中で営業しております。
高山支店は、新築移転の店舗が、高齢者や身障者に配慮
した店舗設計で「誰にもやさしいまちづくり条例」にふ
さわしい施設として高山市より認定を受けました。そ
して、10 月にはビジネスプラザ支店が外観を保ったま
ま耐震工事等を行い旧本店へ移転し、夜間はライトアッ
プを行い、町並みの景観創出
に寄与させていただいていま
す。
　これからも富山第一銀行は、
さらなる発展を目指し地域金
融機関として、地元の皆様と
ともに歩んでまいります。

株式会社富山第一銀行

賛助金・寄付金事業者紹介
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市町村の取り組み  —砺波市—

花・緑・水がうるおう「持続可能な社会」の実現 
　砺波市の産業・観光資源であるチューリップをはじめ、ハナショウブ、カンナ、コスモスなどの花、水田や屋
敷林、周りの山々の豊かな緑、清流庄川とそこから枝葉のように広がる農業用水などをキーワードに、この豊か
な環境要素を次の世代に継承するものとし、次の５つの基本目標を定め、持続可能な社会の実現に努めています。 

生活環境の保全
おいしい空気や身近な水環境を守ります
・安全で安心して暮らせるまち 
・良好な水循環を保全するまち

自然や散居景観の保全
山々の緑や屋敷林、散居の景観を育みます 
・自然豊かな風景を守り育てるまち 
・歴史的な景観を活かし、育てるまち 
・多様な生き物が生息し、共生できるまち

富山県地球温暖化防止活動推進員

　石﨑　千鶴子 さん

●学ぶほどに拡がる地球への愛おしさ
　日頃から自然素材を利用して親子を対象に自然素材を
使ったナチュラルクラフトに親しみ、仲間と森を守る NPO
活動をしている。環境問題に対する関心は日々高まってい
き、平成 18 年から地球温暖化防止活動推進員としてチャ
レンジ 10 を始めた。
　研修や勉強を重ね、日本の問題のある環境汚染ばかりで
なく、世界各地（約 50 カ国）の現状を見て回り、ますま
す地球に対する危機感を覚えた。そこで子供達に現実の地
球の悲惨さと同時に美しさも伝え、地球を救うのがみんな
の使命だと共感してもらうべく、自分の体験を伝えている。
　絶滅危惧種のガラパゴスゾウガメの為に好物のスカレシ
アの植林。焼き畑農業で緑の樹がなくなったマダガスカル
の赤い山肌。南米パタゴニア地方の氷河が音とともに落ち
る様。美しいモルディブのサンゴ焦や人間を含むたくさん
の動植物を守るために自分のできることを伝えていきたい。

～次号は推進員の折田一実さん、勝田幸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

　松﨑　敬示 さん

　

　推進員になって 7 年目になります。主な活動として子
供が好きなので、保育園児に「はじめてのエコライフ教室」
で絵本を見せて「もったいない」ということやゴミの分
別の大切さ、小学生には温暖化の原因と防止対策を考え
させ、節電節水から始め自分達に何が出来るか、何をし
ていかなければならないかを取組シートを使って教えて
います。又、地球環境にやさしい生活を家族団らんの時
に話し合うようお願いしています。子供達が真剣に見た
り聞いたりしてくれるのでやって良かったと思っていま
す。その他の活動として、「とやま環境フェア」のお手伝
いや地元の長寿会のいきいきサロンやガールスカウトの
集会での出前講座にも出向いています。校下の公民館の
グリーンカーテンづくりにも参加しています。子供達と
川のすこやかさ調査（呉西地区の環の会グループ）も行っ
ています。これからも子供達と共々、少しでも温暖化防
止になる様な活動をしていきたいと考えています。

環境行動の連携
多様な自然を尊び、地域をこえたつな
がりを大切にします 
・快適でうるおいのあるまち 
・環境を守る市民活動のまち 
・地球規模で考え、温暖化防止をめざすまち 

資源循環型社会の構築
限りある資源を大切にし、環境にやさし
く行動します 
・ごみを減らし、循環型社会の輪を広げるまち 
・省エネルギーや新たなエネルギー資源
を推進するまち 

砺波平野散居景観 太陽光パネル河川敷清掃エコライフイベント

環境教育の実践 
ふるさとの環境やかけがえのない地
球の大切さを学びます 
・子どもから大人まで、体験して環
境を学ぶまち 
・環境に関する意識が高まるまち  
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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/

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。

　とやま環境フェア 2016 のステージイベント「富山県の将来の天気」の解説で、気温上昇により、今まで雪だった地域が

雨になってゆくとお話をされていました。今後の生態系等にどれ位の影響が出るのか不安な気持ちで聞きながら、今出来る

ことを、ためらわずに進めなければいけないと実感した瞬間でした。また、食品ロス削減に関連して、エコ・クッキングが

紹介されており、これがいざというときの工夫にもなると思いました。

　エコ実践は、災害対応への実践とも言えます。棚の奥に埃を被っている非常用の食料等も無駄にならない様、防災の日等

に併せて、非常食メニューを作り、今ある自然の恵みに感謝しながら、より良い年になるよう努めて行きたいですね。

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法令、条例、
規則、指針等をわかりやすく掲載、
併せて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 認証の取得にも役
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

◆募集コーナー◆

◇新規賛助会員募集！
　とやま環境財団は、足元から地球環境までの幅広い環境問題について、地域に根ざした環境保全活
動を展開している団体です。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。

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 12 月末　現在）　法人／ 358 件　　個人／ 312 名

　（公財）とやま環境財団では、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。

■メールから　氏名をご記入の上、tkz11@tkz.
or.jp にメールをお送り下さい。

■とやま環境財団のホームページ http://www.
tkz.or.jp からトップページ下の「賛助会員・メー
ルマガジン」からメールマガジンをクリック、
登録フォームをご記入の上、ご登録下さい。

メールマガジン「とやまエコ通信」
登録募集中!

登録方法
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