
会 場 ま で の ご 案 内

新保なかよし認定こども園

1回目 11：00～／2回目 14：00～

富山県ごみゼロ推進県民大会

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

2017年

10月21日土 10：00～

17：00 22日日 10：00～

16：00

富山産業展示館（テクノホール）
富山市友杉1682番地　☎076-461-3111

シャボン玉おじさん
ナナイロさん

和田朝子
舞踊研究所

会議室
イベント
10：00～12：00（2階会議室）

プラネタリウム工作教室

◆ご来場には、公共交通機関をご利用ください。

◆マイカーご利用の際は、エコドライブ&乗り合わせで、安全に!

富山駅
あいの風とやま鉄道

北陸自動車道

富山
空港

産業展示館バス停

●とやま
　健康パーク

産業展示館口
バス停

富山
IC

空港口

富山空港前

41

スーパー農道
新保大橋

←金沢 魚津→

神
通
川 テクノホール

●総合運動公園至笹津 至高山

●バス乗り場のご案内 富山駅前地鉄バス6番のりば

総合運動公園線 産業展示館前下車
または産業展示館口下車 徒歩5分

八尾鏡町（成子経由）線 産業展示館口下車 徒歩5分

富山空港直行便 富山空港下車 徒歩10分

とやま
フェア
2017環境

併催

入場
無料

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

主　　催

公益財団法人とやま環境財団
☎076-431-4607　［開催期間中］ ☎076-461-3125

お問合せ

ECOイベント 楽しいコー
ナーが

盛りだくさ
ん♪

9：50
10：10
11：00
11：30
13：00

13：30
15：30
16：20

開会式
富山市立新保小学校の鼓隊演奏
新保なかよし認定こども園の遊戯
富山県立中央農業高等学校の活動紹介
カターレ富山ダンスチーム
「Leap-Blue」ダンス披露
ピエロのパット君のコメディーショー
富山県ごみゼロ推進県民大会
わくわく抽選会
豪華景品が
いっぱい！

10月21日土

10：20

11：00

11：30

12：00

13：00

14：00

14：30

和田朝子舞踊研究所
バレエ披露
家事のスペシャリスト芸人
松橋周太呂（家事えもん）氏の
トークショー
星が作り出す宇宙の美術館「富山の星空」
富山県天文学会会長
富山県立中央農業高等学校の
活動紹介
シャボン玉おじさん
「ナナイロさんステージショー」
家事のスペシャリスト芸人
松橋周太呂（家事えもん）氏の
トークショー
わくわく抽選会

10月22日日

イベントスケジュール

家事のスペシャリスト芸人
松橋周太呂（家事えもん）

（C）YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.

クラフト工作や省エネ実験など、体験ブースがいっぱい！！
おもちゃ病院もやって来るヨ!!

企 画

3 親子で体験コーナー

水素自動車（ミライ）が来る！
EV車（リーフ）、ハイブリッドカーなども

企 画

4 次世代自動車の展示

エコを学んで体験
して、スタンプを集めよう！
素敵なプレゼントがもらえるよ！
わくわく抽選会にも
参加できるよ！

企 画

5 スタンプラリー

日頃の活動を紹介します！

企 画

7 地球温暖化防止活動推進員ブース

エコゆうぐが大集結！
楽しく遊んで学べるよ！

企 画

6 エコゆうえんち

エコな料理レシピや驚きの掃除テクニックを紹介！

（C）YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.

企 画

1
家事のスペシャリスト芸人
松橋周太呂（家事えもん）氏のトークショー

家庭で余った食材をシェフが美味し
い料理に変身させるサルベージ・パ
ーティ及び試食会を開催します。
※詳しくは県環境政策課のホームページを
　ご覧ください。

企 画

2 サルベージ・パーティ＆試食会

10

22日

カターレ富山ダンスチーム 「Leap-Blue」

使用済み小型家電を回収します！

エコ 活 動
民間団体、企業、行政の
環境活動をご紹介します。

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
植物油インキを
使用しています。

ピエロのパット君

※都合により、時間が変更になる場合があります。

富山市立新保小学校鼓隊

富山県立中央農業高等学校

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）

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：富山市

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。

10月21日土



家庭用品修理会

洋傘・刃物（包丁、ハサミ等）の修
理・刃物砥を行います。

花王株式会社

「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。

環境カウンセラーズとやま
環の会

環境関係のよろず相談受付けま
す。

関西電力株式会社
北陸支社

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。

株式会社高岡市衛生公社

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。

一般社団法人
立山黒部ジオパーク協会
高低差４０００ｍロマン
ー 富山の中の、地球へ行こう ー
立山黒部ジオパーク

中越パルプ工業株式会社

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。

公益財団法人
とやま環境財団

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
食品容器環境美化協会

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。

富山高等専門学校

燃料不要のクリーンな極小水力発
電装置の開発紹介。

富山経済同友会

経済同友会の紹介と環境活動の
紹介パネルを展示します。

富山県工業技術センター

富山発のナノファイバー、太陽・燃
料電池、騒音低減法を紹介します！

一般社団法人
富山県構造物解体協会

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。

富山県消費者協会

消費者市民社会の実現をめざし
て！クイズや実演、リフォーム作品
の展示等。

富山県生活環境文化部自然保護課

「生物多様性」について理解を深
めよう。

公益財団法人
富山市ファミリーパーク公社
ニホンライチョウを中心に当園で
取り組む野生動物の保護を紹介。

富山県地中熱利用研究会

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。

富山国際大学

森の木から精油を抽出して、アロ
マスプレーを作ってみましょう。

富山市おもちゃ病院

修理希望のおもちゃを持参くださ
い。（入院修理となります）

富山水素エネルギー導入促進協議会

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。

富山市
（環境政策課、富山市カーボン・オフセット運営協議会、消費生活センター）

温暖化対策の取組みや食べきり
運動、森林整備に対する支援の紹
介。

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

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。

ハリタ金属株式会社

小型家電のリサイクル技術、希少
金属の回収技術を分かりやすく紹
介します。

北陸ポートサービス株式会社

剪定枝や刈草を堆肥に!
堆肥を通じた土作りや資源循環の
取組みを紹介。

株式会社松本建材

きれいな空気、きれいな水、豊か
な大地。地球環境の保全に取り組
みます。

丸新志鷹建設株式会社

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。

YKKグループ
（YKK株式会社／YKK AP株式会社)

YKKグループのエコ商品を見て、
ネームプレートづくりに参加して
ね。

丸和ケミカル株式会社

独自配合による地力増強活性バ
イオミネラルの開発を行っていま
す。

一般社団法人
富山県産業廃棄物協会

廃棄物撤去活動のパネルなどを
展示します。

公益社団法人
富山県浄化槽協会

浄化槽で富山の水環境にecoと 
「合併処理浄化槽のすすめ」。

富山県商工労働部商工企画課

再生可能エネルギーの導入に
向けた取組みの紹介。

富山県食生活改善推進連絡協議会

キッチンからはじめるエコな生活スタ
イルを考える。環境のことを考えなが
ら買い物・料理・片付けをしましょう。

富山県生活学校連絡協議会

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。

富山県食品ロス・
食品廃棄物削減推進県民会議

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

ウッドスタジオ株式会社

薪の燃焼熱で空気を予熱する薪
ストーブ。湿った薪の燃焼を実演。

特定非営利活動法人
エコテクノロジー研究会
パネルと実験で研究会の活動と
会員を紹介します。

オスモ＆エーデル株式会社

住環境の先進国ドイツから理想の
住まいづくりをサポートします。

エコ 活 動
民間団体、企業、行政の
環境活動をご紹介します。

三協立山株式会社

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。

ＪＲ西日本 富山管理駅　
（西日本旅客鉃道株式会社JR富山駅）

環境にやさしい鉄道を知ろう！

有限会社新栄商事

ペレットストーブ燃焼、バッテリー
芝刈機の実演。

エコライフ
省エネ機器などを
ご紹介します。

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

クイズで学ぶエコドライブや次世
代自動車の展示 など。

株式会社やぶうち商会

富山県産蜂蜜を配合した、みつば
ちコスメをはじめ、自然派化粧品
の販売しています。

ファミリー・サービス・エイコー株式会社
アクア事業部

交換カートリッジ定期発送お申込
みの方に浄水シャワーヘッドプレ
ゼント。

株式会社アイザック
環境事業本部

環境にやさしい企業として環境教
育を実施致します。

気象庁
富山地方気象台

地球温暖化について調べてみよ
う。私たちはどうすればいいか考
えてみよう。

公益財団法人
オイスカ富山県支部

積み木、木の温もりや香りを通して、森の
ことも考える、また、こどもたちに自由な
想像力を養う機会を増やしてあげたい。

公益財団法人
環日本海環境協力センター
海岸漂着物を使った「海のランプ」
工作体験やアート作品展示があり
ます。

富山県環境科学センター

パックテストで台所から出る水を
調べ、きれいな水を守る取組みを
考えよう。

地球温暖化防止活動推進員

地球温暖化防止活動推進員って
何？？こんな活動している人達で
す!!

富山県生活環境文化部環境政策課

家庭で余った食材が美味しい料
理に変身するサルベージ・パー
ティ及び試食会を開催します。

富山県生活環境文化部環境保全課

富山のきれいな川や地下水、エコ
ドライブが実感体験できるブース
です！

富山県生活協同組合

ペットボトル工作と富山県産杉を
使ったメダルづくりをしよう！

富山県地域技能振興コーナー
富山県職業能力開発協会

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。

富山県農林水産部森林政策課

「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。

富山市エコタウン事業者協議会

来て、見て、触って、リサイクルを
学ぼう！
こども工作教室開催中です。

日本海ガス株式会社

ガスって何だろう？
エネルギーと環境についてご紹
介します。

NPO法人フードバンクとやま

「もったいない」を何かせんなん！
をキャッチフレーズに日頃の活動
を紹介。

北陸環境共生会議

エコ・省エネ実験を通して、あかり
の歴史、発電の仕組みを学びま
す。

北陸コカ・コーラボトリング株式会社

ペットボトルを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！

北陸電力株式会社

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。

エコ 体 験
工作などを通して、
エコを体験しよう。

出 展 者 一 覧  （60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 富山産業展示館、北日本新聞社、

読売新聞社 北陸支社、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、新保校区自治振興会

後 援 （50団体・企業）

い い こ


