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今年、富山県がモデル
実施したフードドライ
ブは 月 日～ 日黒
部市役所、 月 、
日高岡市役所 他市内５
か所、 月 日～ 月
日アルビス高原町店
富(山市 。)
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○今回のフードドライブで食品を提
供いただいた方にアンケートを行っ
たところ、フードドライブをご存知
の方は約 ％でした。また、ご存じ
の方のうち、過去にフードドライブ
で食品を提供したことがある方は
％程度であり、今後認知度を上げて
いきたいと考えています。

…… 土曜日は午前のみ受け入れています ……
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ーこれから、どのようにしてフード
ドライブを県内に広げていくお考え
ですか。
○モデル実施で得られた課題などを
整理し、フードドライブのマニュア
ルを作成することで、企業、学校な

粗大ゴミ・不燃物は

家庭で余っている食品を

富山県のアンケート調査では、手付かず食品
を廃棄した理由として最も割合が高かったの
が、「購入したことを忘れ、期限切れになる」
(61.5％)。

60

当社クリーンセンターへ

お願い

0120−84−6648

本社

☎0766−83−0365

至富山

●明文堂

至富山

クリーンセンター

ー今年の 月から 月にかけて、富
山県などが県内 地域でフードドラ
イブを行っていますね。
○フードドライブとは、家庭で使い
きれずに余っている食品を集めて、
必要としている福祉団体などに無償
で提供する活動です。家庭で発生す
る食品ロス（本来食べられるにも関
わらず廃棄される食品）の削減にも
つながることから、県では今年度、
黒部市、高岡市、アルビス株式会社
のそれぞれと連携して、計３回のモ
デル実施を行いました。
ーフードドライブには、どのような
食品を出すことができますか。
○今回のモデル実施では、①賞味期
限まで１か月以上あるもの、②常温
保存できるもの、③未開封で包装が
破損していないもの、④日本語で表
記されているもの、という条件をす
べて満たす食品を集めました。
ーそれで、どれぐらいの食品が寄せ
られましたか。
○黒部市 ８月、黒部市役所 で
(
)は
名から 点、高岡市 ９
( 月、高岡市
役所他市内５カ所 で
) は 名から
点、アルビス店舗 ( 、 月、高原
では 名から 点の
町店 富
( 山 市 ))
食品が集まりました。

122
920

バッテリー、スプレー缶、消火器等、
爆発の恐れがあるものを混載され
る場合は事前に内容物をお申し出
願います。
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ーフードドライブについて、一般に
みなさんはご存知ですか。

11 123

▲今年12月に県民会館で開催され
る「食品ロス削減全国大会in
富山」。全国に先駆けて「富山
県食品ロス削減推進計画」を策
定した富山で開催される。
▲まだ食べることができるのに捨てられる食品ロス
には、未開封・未使用の「手付かず食品」、食卓
での「食べ残し」、野菜や果物の「過剰除去」の
3種類がある。

11

96 10

24 5

25

11

3

9

30

8

10

8

942

▲

1

284

612

132

▲

食品の「賞味期限」と
は、食品をおいしく食
べることができる期限
で、期限が切れてもす
ぐに食べられなくなる
ことはなく、日持ちの
する加工食品に表示。
「消費期限」は、期限
切れは食べない方がよ
く、傷みやすい食品に
表示されている。
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※食品の製造日から賞味期限までを３
等分し、製造日から の時点までを
小売店への納品期限、 の時点まで
を消費者への販売期限として設定す
る慣習的なルール

これも都道府県レベルでは全国初
となるものです。

「フードドライブ」へ
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ー現在、県内ではどれぐらいの食品
ロスが出ていますか。
○県全体の食品廃棄物の発生量は年
間 万トン、うち食品ロスは 万ト
ンと推計されています。その約 ％
( 万トン は
) 家庭から、約 ％ (
万トン は
) 飲食店や食品加工などの
事業者から出ています。
また、県内の家庭で発生する食品
ロスのうち ％が手付かずの食品で、
全国平均の ％よりも高くなってお
り、食べ残しの２倍もあります。
46 69

※ 富山県環境政策課に話をお聞きしました。

ー手付かずで捨てられる食品が多い
ですね。
○フードドライブは手付かず食品の
削減に有効な取組みですが、まずは、
そのような食品が発生しないように、
食材の使いきり・食べきりを心掛け
ることが大切です。
それでもどうしても使いきれなか
った食品があれば、フードドライブ
を活用します。
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ど各種団体による自主的なフードド
ライブを促進することとしています。
ー国は昨年 月に「食品ロスの削減
の推進に関する法律」を施行し、都
道府県・市町村に「食品ロス削減推
進計画」を作って取り組むように促
しています。また今年３月には、
「食品ロス削減の推進に関する基本
方針」が閣議決定されています。
それを受けて、この４月に「富山
県食品ロス削減推進計画」を策定し
ていますが、計画の策定が非常に迅
速ですね。
○富山県では、平成 年 月にＧ
富山環境大臣会合で「富山物質循環
フレームワーク」が採択されていま
す。それを踏まえて、翌年の 月に
「富山県食品ロス・食品廃棄物削減
推進県民会議」を設置し、県民総参
加の運動を推進しています。
そのような経緯から、全国に先駆
けて「富山県食品ロス削減推進計
画」の策定を実現しています。
28

ーレジ袋の削減もそうですが、食品
ロスへの対応も、富山県は全国的に
みて早かったわけですか。
○食品流通段階における「 ルール
※」等の商慣習が、食品ロス発生の
大きな要因のひとつであることから、
平成 年 月に消費者、事業者、行
政が連携して商慣習の見直しに向け
て取り組むことを共同宣言しました。

＊富山県射水市作道306
＊営業時間 8:00〜18:00
＊定 休 日 日曜、祝日
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▲「手付かず食品」の食品ロ
スが「ない」、「ほとんど
ない」と考えている家庭で
も、月に平均3～4回は廃棄
していて、一般的に食品ロ
スを過小評価しがちだとさ
れる。
食品ロスを減らす入口
は買い物。「安いから」
と買い過ぎない。売り
場では、賞味期限や消
費期限の短い食品が置
かれた陳列棚の手前か
ら取るように心がける。

31

▲「手付かず食品」や「食べ残し」の食品ロス
を減らすために、家庭で毎日「食品ロスダイ
アリー」を付けて記録したところ、自覚が生
まれ、週を追うごとに「手付かず」も「食べ
残し」も減少して効果があったとされる。
わが国の食品ロス 万トンのうち、
家庭から 万トンが発生し、事業者
から発生するものも含めて１人当た
りの食品ロス発生量は毎日約 ｇ、
お茶碗１杯分のご飯に相当する量が
捨てられている。

▲

▲
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成 年に環境科学センターと
なって今日に至っています。
近年は「環日本海地域の環
境・エネルギー先端県」づく
りに向け、国際環境協力に取
り組むとともに、今年 月か
らは、気候変動の情報収集・
情報発信などを行う「富山県
気候変動適応センター」とし
ての役割も担っています。

〒934‑0056 射水市寺塚原344

夏休み子ども科学研究室や施
設見学会、環境フェアへの出
展、学校や企業への講師の派
遣など、環境への啓発活動に
取り組んできました。
そんな中で、環境やエコを
学ぶ常設の学習施設がなかっ
たことから、今年 月、待望
の「環境楽習室 エコ・ラボ
とやま」が「富山県環境科学
センター」 階にオープンし
ています。

電話 080‑8697‑4451 (担当 岩門まで)

有限会社 イーシーエム

1段 3万円(税別)

《お問合わせ》

（縦45㎜×158㎜）

「ECOだより」の概要

・発行部数/4万部(射水市全世帯+高岡市の一部世帯)
・発行/年4回(春・夏・秋・冬)
・判型B4・カラー

・お店や商品・サービスの紹介に
・お店や企業のイメージアップ向上に
・教室やサークルの紹介やメッセージの発信に

3
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○豊かな環境を未来へ
「環境楽習室 エコ・ラボ
とやま」は、大気や水質など
の身近な生活環境から、富山
県が苦しんだ公害の時代から
現在に至る環境の歴史、また、
地球温暖化や海洋汚染といっ
た地球規模の環境問題まで、
「見て、ふれて、学ぶ」こと
ができる施設です。
パネルやサンプル、模型を
使った「展示コーナー」では、
海岸漂着ごみの実態やマイク
ロプラスチックの発生メカニ
ズム、気候変動の影響や適応
策、将来の富山の気候予測、
それに熱中症対策に至るまで
幅広く解説しています。
水の汚れや騒音の測定など
ができる「実験・体験コーナ
ー」では、実際に大声を出し
て声の大きさを測ってみたり、
環境に関する科学実験、リサ
イクル工作などができます。
「映像コーナー」では、 千

（縦45㎜×78㎜）

6

4

○エコ・環境学習の施設
富
｢ 山県環境科学センター ｣
の業務のひとつに、環境への
関心と理解を深める「環境教
育」があります。一人ひとり
が環境保全を正しく理解し、
行動するための学習機能とし
ての役割です。
これまで同センターでは、

●

1回 1.5万円〜 射水市内の全家庭へ。
広告の制作費も 無料!（広告の展開から制作までご相談）。

●

半1段 1.5万円(税別)

環境楽習室
「エコ・ラボとやま」

○公害から環境へ
富
｢ 山県環境科学センター ｣
は、県内の大気や水、土壌、
騒音などの調査・監視・研究
を行い、健康で快適な環境を
守っています。
同センターの所長・中島浩
薫さんによると、「環境の調
査や研究だけではなく、工場
の立入検査まで幅広く行って
いる点では、全国的にも数少
ない機関」だといいます。
その歴史は古く、昭和 年
に発足した「公害調査課」が
前身です。当時は高度経済成
長の一方で、公害問題が深刻
化した時期であったことから、
同 年に「公害センター」が
設置されました。同 年には
現在地に新庁舎が完成し、平

1

大 門 高 校 前
射 水 市 庁 舎 前
0120−62−0131
損害保険ジャパン・SOMPOひまわり生命
不動産売買・仲介・管理

本社／大門ＳＳ
大 島 Ｓ Ｓ
灯油・LPG・ボイラー・ストーブ
保
険
部
不 動 産 部

なう
射水
45

お届けします 〝快適で安全なくらし〟

広告を募集しています 「EC0 だより」に広告を出してみませんか ?

エコ活動をテーマにする

エコ ＆ エコな暮らし
環境に配慮するエコロジーも大切ですが、
経済性や節約のエコノミーも忘れることはできません。
この２つのECOを組み合わせた
「エコ&エコ」な情報をお届け致します。

体感温度を上げる

C2C（クレイドル・トゥ・クレイドル)
とは、「ゴミを出さない資源循環型モノづ
くり社会」の国際環
境認証。従来の「生
産→消費→破棄」の
製品サイクルを「生
産→消費→生産」に
して、“破棄“を省く
モノづくりです。

暑さ寒さを決める
体感温度。例えば、
スーツやカーディガ
ンを着ると2.2℃、
靴下+スリッパを履
くと1.2℃、膝掛け
で2.5℃と、それぞ
れ暖かくなります。マフラーや手袋、帽子
などを使っても体感温度が上がります。

衣服の上に熱伝導率
の高いアルミホイルを
敷いてアイロンをかけ
ると、生地が伸びるの
を防いできれいに仕上
がるうえ、時間も短縮
でき、省エネになりま
す。また、アイロン台の上にアルミホイル
を敷いても効果があるようです。

新型コロナに「エコ加湿」
暖房にエアコンを使うと、湿度が下がっ
て新型コロナやインフルエンザーに感染し
やすくなります。加湿
器を使わない乾燥対策
として、洗濯物の部屋
干しや観葉植物を置く
と効果があります。最
適な湿度は40～60%
ほどです。

●富山県環境科学センター
射水市中太閤山 ー１ ３
(
)階
～ 16:30
●開館時間 /9:00
●入館無料
●休館日 土
/ 日･ 祝･日 年･末年始
●電話 /0766-56-2835

アイロンにアルミホイル

1

ことです。
中島さんは、「幅広い環境
問題をわかりやすく解説して
います。環境について見たり、
知りたいことがあれば、気軽
に来て楽しく学んで頂きた
い」とのことです。

破棄を省くC2C認定

万分の の地球儀で四次元デ
ジタル映像を投映し、地球の
気候の移り変わりなど、様々
な姿を見ることができます。
そして、このエコ・ラボと
やま最大の魅力は、専門家に
よる詳しい説明が受けられる

きょうから始める

17

いみずのエコ活
快適でエコな暮らしに

安心で快適な暮らしの実現
に欠かせないのが、電気・通
信のための設備です。コンセ
ントの場所、アンテナ端子の
位置、ＬＡＮ配線、セキュリ
ティ対策など、電気工事の正
否によっては、その後の暮ら
しに直接影響してきます。そ
の意味では、いつの時代でも
責任のある仕事です。
○省エネにも積極的に
一方、地球温暖化の対策か
ら、無駄な電気使用量を減ら
す取り組みも求められていま
す。同社でも、快適な暮らし
の実現はもとより、環境に配
慮する企業として、省エネに
力を入れています。
消費電力の少ないＬＥＤ照
明や太陽光発電システムなど、
各種の省エネ設備の導入サー
ビスにも、いち早く取り組ん
できています。
その太陽光発電は、近年
「家で発電した電気を、電力
会社に売電するのではなく、
蓄電池に一旦貯めて、夜や朝
に使う自家消費型へと変化し

ている」と中田さん。ＬＥＤ
照明についても、「人感セン
サーやタイマーなどの機能を
上手に使うことで、さらに省
エネが図れる」そうで、その
ためのアドバイスなども積極
的に行っています。
また、エアコンの取り替え
などで家庭に伺って話をして
いると、電気関係以外にも、
浴室のシャワーの調子が悪い
とか、カーポートを新しくし
たいなど「家の小さな困り
事」の相談を受けたりするそ
うです。以前だったら対応で
きなかったが、現在はサニー
ライブグループのネットワー
クによって、そのような相談
にもスムーズに対応できるよ
うになったとのことです。

・部屋をもっと明るくしたい！
・ここにコンセントが欲しい！
・プラグが抜けやすい!
・ブレーカーがよく落ちる!
・防犯機能付きインターホンに変えたい!
・換気扇から異音が出てる!

〒933-0005 富山県高岡市能町南2‑52
0766‑24‑5432／ 0766‑24‑3254
info-densetsu@koyo-f.jp

解決
こんなこと、あんなこと
電気にまつわる困りごと

電気工事のプロにおまかせ !

光陽電設㈱

光陽電設㈱の中田康洋さん

○快適な生活をつくる
光陽電設㈱は、高岡市で創
業して 年、一般住宅からマ
ンション、店舗、公共施設ま
で、県西部を中心に幅広く電
気工事を請け負っています。
私たちが身近に目にできる
同社の施工例として、富山新
港に架かる新湊大橋下の公園
及びロータリーの外灯照明の
工事などがあります。
電気を安全で快適に使うた
めの設備、その設計、施工、
メンテナンスを行っています
が、同社の取締役部長・中田
康洋さんは、「お客様の声に
耳を傾け、誠実、丁寧な仕事
を第一に心がけている」との
ことです。
36

A-30 ¥3,000（税別） ポリ容器（2,500g入り）
もございます。
お得な詰替用（2,700g 3,000円（税別））

神経痛、
肌荒れ、
アトピーなどにも

アップサイクル
廃材に眠る価値を発見し、デザインや新技術に
よって、価値の高い商品を生み出す「アップサ
イクル」は、リサイクルの新しいスタイル。

▲

富山の郷土の本は
発行部数や刷数が
少ないので資料と
しても貴重。

▲

○ 問合せ先 富/山市高木１６１５番地１
電話
(FAX)076-436-1990
メール：
emi_yamada@ichi5ichie.net
ネットでも「苺いち絵」の情報
を発信。

例えば、お客さんとの話し合
いの場に、雑誌の切り抜きなど
があり、「こんな感じのバッグ
に」と言って頂けると、作り手
側としてはお客さんの好みを理
解しやすく、結果的に満足度の
高いアップサイクルになる。
「苺いち絵」では、そのよう
なお客さんの細かなニーズまで
もつかんで、期待に応えようと
しているようだ。

アップサイクルを
一人ひとりに「苺いち絵」
その「Ｘ」が「苺いち絵」の
山田さんは、原則・呉羽地区限
定で、衣類のリフォームとアッ
プサイクルのお店をされている。
着なくなった着物や洋服、デ
ニムといったものをバッグや財
布などにリメイクするアップサ
イクルである。
一般的にリメイクの個人対応
は、コストなどの面で難しいと
ころがあるが、それが可能なの
は「Ｘ」だからかもしれない。
料金設定なども良心的でリーズ
ナブルだ。
「いろいろな出会いを大切に
しながら、暮らしにささやかな
楽しみを届けたい」と考える山
田さん。品物が出来上がって喜
んで頂いたときがいちばん嬉し
いとのことだ。
「苺いち絵」では、一人ひと
りの意向や思いに的確に応える
ために、お客さんに会ったうえ
でアップサイクルをしている。
スーツを作る際の採寸と同じで、
オーダーメイドでは、お客さん
と作り手とのイメージの擦り合
わせがポイントになるからだ。

廃棄予定だったデニム
を集めて、パッチワー
ク品にアップサイクル
(バッグ)

お客さんの母親が大切に残した古い反
物からロングジレへ。

ふる本とハンドメイドのお店
「苺いち絵」の山田恵美さんは、
主婦のかたわら、様々な仕事や
活動をされている。
図書館勤務の経験があるなど、
本が好きで始めたふる本のお店
は、特に児童書と富山の郷土本
を中心に扱っているほか、ボラ
ンティアで小学校の子どもたち
に本の読み聞かせもしている。
一方で、地元の営農組合でパ
ートとして働き、大型特殊免許
を取ってトラクターに乗ったり
しながら農業にも従事。山田さ
んのような生き方を「半農半
Ｘ」と呼ぶそうで、農業に携わ
りながら、残り半分の「Ｘ」で
自分のやりたい仕事をするもの
だ。

▲

射水市内でポスティング
やってます!!

2021年
新作

学習机フェア

（1月・4月・7月・10月に「ECOだより」に折込）
あなたのメッセージを、一軒一軒届けます。
良心的な価格で配布します。
地区別に細かく配布します。

富山県取扱店

１月号

有限会社 イーシーエム

㈲清水屋家具店

〒934-0056 射水市寺塚原344
TEL（0766）82−7764／FAX（0766）84−4055

☎0766（84）4844

高岡市中曽根114-1

◆ ベニズワイガニ ◆ 鍋（うどん入り）
◆ 雑炊セット ◆ 水菓子
大

人

小

人

幼

児

（小学生以下）

（3歳以下）

【ホームページ】http://www.ec21.co.jp
【Ｅメール】ec21@ec21.co.jp

3日前迄
要予約

1日
30名様
限り

2021

期間
時間

6,000円
3,000
無

円

料

お子様には
茶碗蒸し付き

※天候により、カニの入荷がない場合は
お断りする事がございます。ご了承ください。

1月29日(金)〜3月28日(日)までの 金曜日
17:00〜21:00

土曜日 日曜日

祝日

お時間 90分
（入店時間19:30まで）

発行／
有限会社

イーシーエム

何でもご相談下さい（例 : フェンス⇨右写真）

〒934−0056 富山県射水市寺塚原344

か せ

トコトン丁寧に
⎜ IRON WORKS
〒９３４−００５６

や ま

絈山鉄工所
射水市寺塚原２７９ TEL ０８０−６３５３−４４７２

0766−82−7764

入れ歯でお困りの方は、
一度お越しください。

インキは大豆油インキを使用しています。

診療時間

●平日／ 9：00〜12：00
13：30〜18：00

休 診 日

土曜日・日曜日・祝祭日

やまざき歯科医院

〒939 - 0234 富山県射水市二口438 -1 ☎ 0766-52-7748

栄養相談 離乳食教室 季節の手仕事教室 商品開発 レシピ開発

ATELIER table
料理研究家
管理栄養士

山崎 亮子

yamazaki ryoko

〒939-0234 富山県射水市二口438-1
mobile. 090-6292-4571
e-mail.
e
- mail. ryokoyamazaki1106@gmail.com

