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∞∞━━━━━━━━━∞∞━━━━━━━━━∞∞━━━━━━━━━∞∞
＜注目情報＞
★【NEW】脱炭素経営促進セミナーの参加者を募集中です！［８/19（金）締切］
★【NEW】「とやま環境フェア2022」のウェブ会場及びリアル会場の出展者を
募集中です！［８/19（金）締切］
★【締切間近！】令和４年度エコアクション２１自治体イニシアティブ・
プログラムへの参加事業者を募集しています！
［８/19（金）締切］
＜新着情報＞
★【NEW】とやま環境財団機関誌「きょうせい」第19号を発行しました！
★【NEW】富山県気候変動適応センターニュースレター（令和４年７月第９号）
を発刊しました！
詳しくは、各記事をご覧ください。
∞∞━━━━━━━━━∞∞━━━━━━━━━∞∞━━━━━━━━━∞∞
（注）メルマガ掲載ＵＲＬリンクについて
- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * 記事中のＵＲＬのリンクは、ＵＲＬの表記が長い場合は、お使いのメール
ソフトで自動で行が折り返され、クリックしても正しいリンク先に
飛ばない場合があります。
そのような場合は、ＵＲＬ表示のテキスト全体をコピー＆ペーストで、
ブラウザのＵＲＬ欄に貼り付けてください。
（お使いのメールソフトで、メール受信時の自動で折り返す文字数を長くする
ことができる場合がありますが、限界があります。）
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
１．イベント情報
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
★【NEW】脱炭素経営促進セミナーの参加者を募集中です！［８/19（金）締切］
地域の実情に応じた脱炭素経営を促進・支援するため、富山県の施策、県内
で展開されている脱炭素経営支援メニューの事例などを紹介します。
＜詳しくは、こちら＞
http://www.tkz.or.jp/
★【NEW】「とやま環境フェア2022」を開催します！
本年度は、ウェブ会場と、県民や出展者間での顔の見える交流が可能な
リアル会場における、体験・体感型を中心とするブース出展やステージ
イベントの開催を併用し、感染症対策にも配慮しながら、「とやま環境
フェア」を開催します。
＜開催期間＞
ウェブ会場：令和４年10月７日（金）～
令和５年１月９日（月・祝）
リアル会場：令和４年10月９日（日）、10日（月・祝）
＜詳しくは、こちら＞
・現在、ブース出展者を募集中です。
・参加者向けには、９月上旬にご案内します。
http://www.tkz.or.jp/
・ウェブ会場については、昨年度のアーカイブ版を参考にしてください。

https://www.eco-toyama.jp/
■「みんなできれいにせんまいけ大作戦2022」実施中！
富山県の海岸に漂着するごみの約8割が県内河川を通じて海に流出したもの
です。美しい富山湾を守るため、県内全域でのクリーンアップ活動に参加
しませんか♪
県では、県内全市町村と連携して、清掃活動キャンペーンを展開しています。
７月３日(日)に高岡市松太枝浜において実施した海岸特別清掃では、約1000人
に参加いただき、約10トンのごみが集まりました！ありがとうございました！
＜海岸特別清掃実施結果は、こちら＞
https://www.pref.toyama.jp/1705/kurashi/kankyoushizen/kankyou/senmaike/220703.html
【みんなできれいにせんまいけ大作戦2022】キャンペーン期間：6月～9月
私たち一人ひとりができる海岸や街なかでの「ごみ拾い」にご協力ください！
＜キャンペーンについては、こちら＞
https://www.pref.toyama.jp/1705/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00021617.html
※各地域の清掃活動の予定については、市町村ホームページ等でご確認くだ
さい。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３つの密を避け、ごみ拾いの後
は手洗い・うがい・消毒等をしましょう。
■とやまリレーフードドライブ・キャンペーンについて
富山県では、家庭由来の食品ロスのうち「手付かず食品」の有効活用策と
なる「フードドライブ」について、県民の認知度の向上、取組みの浸透・
拡大・定着を図るため、昨年に引き続き県内全域で「とやまリレーフード
ドライブ・キャンペーン」を実施しています。
＜フードドライブ実施情報＞
県内各地のフードドライブの実施予定等について、情報発信しています。
寄付いただける食品がありましたら、ぜひお持ちください！
https://www.pref.toyama.jp/1705/kurashi/kankyoushizen/haikibutsu/recycle1/fooddriv
e.html
＜参加団体の募集について＞
当キャンペーンに参加し、フードドライブを実施してみたい団体、個人の方
は、環境政策課までご連絡ください。
https://www.pref.toyama.jp/1705/20220511.html
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
２．国、県等からのお知らせ
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
★【NEW】富山県気候変動適応センターニュースレター（令和４年７月第９号）
を発刊しました！
気候変動の影響や適応についての情報を定期的に発信しています。
今号は事業所における熱中症対策について紹介します。
＜詳しくは、こちら＞
https://www.pref.toyama.jp/1730/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00021662/kj0002166
2-004-01.html
●夏休みの宿題に、会社のイベントに！
～海岸のマイクロプラスチックを調べてみよう！～
近年、世界的にも問題になっているマイクロプラスチック。
夏休みの宿題に、また会社の清掃活動や夏休みのイベントに併せて、家族や
仲間と富山の海岸のマイクロプラスチック調査にトライしてみませんか。
＜準備品や調査方法など、詳しくは、こちら＞
https://www.npec.or.jp/umigomiportal/news/news20220614.html
https://youtu.be/75tv-xZagY4
＜問合せ先＞ （公財）環日本海環境協力センター（NPEC）
TEL：076-445-1571 FAX：076-445-1581

★省エネルギー・節電の取組について
6月から9月において夏季の省エネルギーの取組を促進するため、省エネルギー
・省資源対策推進会議省庁連絡会議で「夏季の省エネルギーの取組について」
が決定されました。
国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となった省エネルギー・節電の
取組みを一層推進することとされています。
＜詳しくはこちら＞
https://www.cao.go.jp/others/kichou/energy_saving/energy_saving.html
＜オフィスでの取組＞
https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528003/20210528003-1.pdf
＜家庭での取組＞
https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528003/20210528003-2.pdf
★カーボンニュートラルへの第一歩「省エネ最適化診断」受診事業所を募集！
※当初予定を上回る申し込みがあり、現在受付停止中です。（10月再開予定）
https://www.shindan-net.jp/
～「コスト削減」と「脱炭素化」の同時達成～
省エネルギーセンターでは、国の補助金による事業として、経験豊富な
省エネのプロが「経営改善につながる省エネ」と「脱炭素化へ向けての
取組み」をお手伝いします。
＜省エネ最適化診断とは＞
・「省エネ最適化診断」は「省エネ診断」と「再エネ提案」で、
脱炭素化を加速する新しいサービスです。
・診断費用は国の補助事業のため、わずかなご負担（10,450円(税込）～）
でサービスを受けることができます。
・その他、対象となる事業者や診断の流れ、診断メニュー、
申込み方法等の詳細は、下記のサイトをご覧ください。
https://www.eccj.or.jp/shindan/index.html
https://www.shindan-net.jp/pdf/shindan_service2022.pdf
＜問い合わせ先＞
一般財団法人省エネルギーセンター 北陸支部
電話：076-442-2256
メール：hkr@eccj.or.jp
■「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されています
多様な物品に利用されているプラスチックという素材に着目し、製品の設計
からプラスチック廃棄物の処理に至るまでの各段階において、あらゆる主体
におけるプラスチックの資源循環等の取組み（ 3R+Renewable ）を促進する
ための措置が盛り込まれています。
プラスチックごみの分別排出や小売店等でのプラスチック製品の使用の
合理化など、私たちの生活に関係する内容もありますので、特設サイトにて
詳細をチェックしてみてください。
＜特設サイト＞https://plastic-circulation.env.go.jp/
出前県庁などによる説明も行いますので、環境政策課までお問合せください。
＜問合せ先＞環境政策課廃棄物対策班 TEL:076-444-3140
★令和４年度におけるクールビズについて
環境省の発表では、昨年度同様、これまでのように政府が全国一律の実施
期間の設定を行うことはせず、個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方
にも資する省エネ・省CO2対策として呼び掛けています。
＜詳しくは、こちら＞
https://www.env.go.jp/press/110933.html
■高濃度ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の処理期限が迫っています！
高濃度ＰＣＢ含有機器は、ＰＣＢ廃棄物特別措置法に基づき、期限内の処理
が義務付けられています。
使用中又は使用していないＰＣＢ含有機器が残っていないか確認をお願い
します。発見された場合は、期限内の処理をお願いします。
【処理期限】
高濃度ＰＣＢ含有安定器・汚染物等
令和５年３月31日

【処分業者】
中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）北海道事業所
＜詳しくは、こちら＞
https://www.pref.toyama.jp/1705/kurashi/kankyoushizen/haikibutsu/kj00013520.html
■宅配便を１回で受け取りませんか？
インターネット通販の拡大などにより、宅配便が急増し再配達が増え、CO2
排出量や宅配ドライバーの労働時間の増加につながっています。
宅配便をご利用の際は、受け取りやすい日時や場所を指定するなど、１回での
受取りにご協力をお願いします。
＜詳しくは、こちら＞
https://www.pref.toyama.jp/1706/kurashi/kankyoushizen/kankyou/takuhai/saihaitatu.h
tml
■ご家庭でのマスク等の捨て方（How to dispose of masks at home）
新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその疑いのある方などが
ご家庭にいらっしゃる場合、鼻水等が付着したマスクやティッシュ等のごみを
捨てる際は、「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかりしばって封をする」
そして「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心がけましょう。
＜詳しくは、こちら＞
https://www.pref.toyama.jp/1705/kurashi/kankyoushizen/haikibutsu/kj00021782.html
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
３．募
集
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
※※事業者向け※※
★【NEW】「とやま環境フェア2022」のウェブ会場及びリアル会場の出展者を
募集中です！［８/19（金）締切］
企業、団体及び学校等の皆さん、出展して環境保全の取組みを発信しません
か？
＜申込締切＞
令和４年８月19日（金）
＜詳しくは、こちら＞
http://www.tkz.or.jp/
・ウェブ会場については、昨年度のアーカイブ版を参考にしてください。
https://www.eco-toyama.jp/
★【締切間近！】令和４年度エコアクション２１自治体イニシアティブ・
プログラムへの参加事業者を募集しています！
［８/19（金）締切］
このブログラムでは、エコアクション２１（環境省が策定した中小企業向け
の取組みやすい環境経営システム）の認証・登録を目指します。エコ
アクション２１の審査員による講習や、個別アドバイスを無料で受けること
ができます。
環境経営に初めて取り組む方でも、きめ細かいサポートが受けられますので、
この機会に是非ご参加ください。
＜申込締切＞
令和４年８月19日（金）
＜事前セミナー＞
令和４年８月30日（火）14：00～16：00
＜詳しくは、こちら＞
http://www.tkz.or.jp/ea21/ea21.html
★「富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金(第2次募集)」の募集について
燃料・電力の消費抑制又は原材料費等の削減に向けた取組みを支援するため、
「省エネ・コスト削減」枠が新設が新設されました。
省エネ・コスト削減を考えている中小企業の方はご確認ください！
＜詳しくは、こちら＞
○富山県報道発表

https://www.pref.toyama.jp/1300/kensei/kouhou/houdou/2022/6gatu/beyondcorona-hoj
yokin.html
○ちらし
https://www.pref.toyama.jp/documents/26908/chirashi2.pdf
○活用事例
https://www.pref.toyama.jp/documents/26908/katsuyourei2_1.pdf
○申請・問合せ先（実施機関）
https://www.tonio.or.jp/info/20220301-bc19/
■とやま食ロスゼロ作戦協力宣言事業者募集中！
食べ残しや販売期限切れなど、食べられるのに捨てられる「食品ロス」等を
削減するため、食品ロス等の削減に取り組む食品関連事業者等を募集して
います。
＜詳しくは、こちら＞
https://foodlosszero.jp/business/entry
※※県民、NPO等団体向け※※
■「とやま海ごみボランティア部」参加募集中！
メンバーを対象に、海岸漂着物について学ぶ講座「学びの場」を開催します！
県では、企業やグループ等が参加する清掃活動などに取り組む「とやま海ごみ
ボランティア部」を７月３日に設立しました！これまでも活動している方や
これから活動したい方、ぜひ入部をお願いします！また、海岸漂着物の現況
や清掃活動方法等を学ぶ講座「学びの場」を開催します。
＜とやま海ごみボランティア部ホームページ＞
https://www.pref.toyama.jp/1705/kurashi/kankyoushizen/kankyou/toyamaumigomiboranth
iabu.html
＜入部申込み＞
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=hE8cGkAf
＜講座「学びの場」への参加申込みは、こちら＞
（とやま海ごみボランティア部のメンバーを対象としています。メンバーで
ない方は、この機会にぜひ入部をご検討ください。）
https://www.pref.toyama.jp/1705/kurashi/kankyoushizen/kankyou/tuboranthia/manabi.h
tml
■プロギング×磯野あずさランニング教室が開催されます！
プロギングとは、ごみを拾いながらジョギングをする新感覚のフィットネス
で、ランナーが気軽に取り組めるSDGsの一つです。
＜詳しくは、こちら＞
https://www.toyamamarathon.com/news/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%ae%e3%83%b3%e3%82%b0x
%e7%a3%af%e9%87%8e%e3%81%82%e3%81%9a%e3%81%95%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%8b%e3%83%b3%e3
%82%b0%e6%95%99%e5%ae%a4-%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a/
★今年度の「はじめてのエコライフ教室」参加団体の募集は締め切りました！
今年度の募集受付は、予定数に達したため、終了いたします。
★『ボランティア活動普及支援事業助成募集』のお知らせ！
県内でのグループによる大規模地域清掃活動をサポートします！
主催：NPO法人 富山県民ボランティア総合支援センター
＜詳しくは、こちら＞
https://www.toyamav.net/news/1553067394.html
■とやまうるおいのある水辺保全活動
皆様の水環境保全活動を支援します！
＜詳しくは、こちら＞
https://www.pref.toyama.jp/1706/kurashi/kankyoushizen/kankyou/4uruoi/shien.html
■とやまの水環境に関する情報を発信しています！
富山県環境保全課公式ツイッター「とやまの水環境」では、本県の水環境の
魅力や保全の取組みなどを紹介しています。ぜひご登録をお願いします！
＜登録（フォロー）は、こちら＞

Twitter

https://twitter.com/toyamanomizu

皆さんの活動を紹介しますので、下記まで、お問合せ下さい！
＜問合せ先＞
富山県環境保全課水質保全係 TEL：076-444-3146 FAX：076-444-3481
★「エコノワとやま」掲載企業・団体募集中！
＜詳しくは、こちら＞
http://tkz.or.jp/econowa/
★「こどもエコクラブ」登録募集中！（(公財)日本環境協会ホームページ）
クラブ登録すると、賠償責任保険の対象になります！！
＜詳しくは、こちら＞
http://www.j-ecoclub.jp/
★公益財団法人とやま環境財団 新規賛助会員募集中！！
＜詳しくは、こちら＞
http://www.tkz.or.jp/mailmaga/gaiyou01.html
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
４．参考情報・お役立ち情報
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
★【NEW】とやま環境財団機関誌「きょうせい」第19号を発行しました！
当財団では年２回機関誌「きょうせい」を発行しています。
第19号（令和４年８月発行）をホームページに掲載していますので
ご覧ください。
＜主な内容＞
とやま環境財団の主な活動
賛助会員の紹介・・・株式会社アイザック
エコアクション21認証・登録事業者の紹介・・・前田建設株式会社
コラム「気候変動について考える」
富山県環境関連施策の紹介
市町村の取組みの紹介・・・魚津市
地球温暖化防止活動推進員の紹介
・・・太知 誠さん（高岡市）、伊藤 理絵さん（富山市）
地下水の守り人紹介
・・・国立大学法人富山大学
学術研究部理学系(理学部自然環境科学科)
特命助教 理学博士 片境 紗希 さん
ナチュラリスト活動場所の紹介・・・室堂平
＜こちらからご覧ください＞
http://www.tkz.or.jp/zaidan/kyosei.html
★二酸化炭素排出量の見える化のススメ
気候変動に関する国際的な枠組み「パリ協定」の発効、2050年までに温室効果
ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル宣言など、脱炭素
社会の実現に向けた動きが加速化しています。
脱炭素化には、エネルギー消費量の削減や再生可能エネルギーの導入などが
考えられますが、まずは事業活動によってどれだけの温室効果ガスが排出され
ているか「見える化」を図る必要があります。
脱炭素の第一歩として、二酸化炭素排出量を把握してみましょう。
＜詳しくは、こちら＞
https://www.pref.toyama.jp/1705/sangyou/gascalculation.html
★地球温暖化対策に関する支援制度（補助金など）
太陽光発電などの再生可能エネルギー設備や高効率給湯器などの省エネルギー
設備、次世代自動車の導入など、個人や事業者の地球温暖化対策に関する国・
県・市町村等の支援制度（補助金など）をご紹介します。
＜詳しくは、こちら＞

https://www.pref.toyama.jp/1705/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00006171/kj0000617
1-003-01.html
○●○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・配信先変更・配信中止は tkz17@tkz.or.jp までご連絡ください。
・ご意見・ご要望は tkz17@tkz.or.jp までお寄せください。
・メルマガ新規登録者を募集しています！
メール配信ご希望の方は上記アドレスにメールするか、下記のリンクから
ご登録ください。
http://www.tkz.or.jp/mailmaga/fmail/fmail1.html
・過去に配信のメールマガジンはこちら
http://www.tkz.or.jp/zaidan/mailmagazine.html

