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道の駅・新湊に設置
射水市全地帯と富山・高岡市の一部地域に配布

約4万部発行

○海岸に流れ着く漂流物

「名も知らぬ遠き島より

流れ寄る椰子の実一つ…」と

いえば、愛唱歌として親しまれている『椰子の実』だ。浜

に流れ着いたヤシの実に思いを寄せて歌ったもので、漂流

物へのロマンがあふれ、心地よい郷愁を誘う。そのヤシの

実の漂着は、縄文時代の遺跡からも出土しているほか、正

倉院の宝物にも残されているそうだ。全国の浜に流れ着く

ものは多種多様で、栄養ドリンクの空き瓶から食品トレイ、

植物の種子、流木、漁船、漁具、貝類、海藻、クジラなど、

一つひとつ数え上げるときりがないほどだ。大きなもので

は、北海道の浜辺にやって来る流氷なども漂着物のカテゴ

リーにはいるのではないか。また、能登半島には、海から

流れ着いた漂着神 ヨ
( リガミ の
) 伝承をもつ神社が数多く点

新しい「ひと・しぜん・もの」語り

海からの贈り物

在している。海の彼方からやって来て神様として祀られて

いるものだ。神様として流れ着いたのか、流れ着いてから、

当地で目覚ましい働きによって神様になったのか、あるい

は、その両方が存在するのかもしれない。いずれにしても、

漂着した土地に何らかの大きなインパクトを与え、人々が

畏怖の念を抱いたから祀られたのであろう。かつては、

「海からの贈り物」と呼ばれたこともある漂着物だが、そ

の贈り物のなかには、人々にとってはありがたくない贈り

物も、いろいろあったにちがいない。そのような性格の漂

流物は、「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟している富

山湾にもたくさん流れ着いている。そこで、その実態につ

いて、富山県環境政策課に話を伺ってみた。

小矢部川流域モデル「海岸漂
着物対策推進協議会小矢部川
流域部会」が 年に発足。南
砺や砺波、小矢部、高岡、射
水など、流域各市が一緒にな
って対策に取り組み始める。
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―富山湾が「世界で最も美しい湾クラ
ブ」への加盟が認められました。
○富山湾は、その素晴らしい景観等の
魅力はもとより、県民総ぐるみで環境
を守る取組みを推進していることが高
く評価され、平成 年 月、ユネスコ
が支援する「世界で最も美しい湾クラ
ブ」への加盟が全会一致で認められま
した。この富山湾の魅力を一層高めて
いくためには、ごみの回収や清掃活動
などに引き続き県民が一丸となって取
り組み、漂着ごみを減らしていくこと
が大切です。
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―県内の海岸には、どれぐらいの漂着
ごみが流れ着いていますか。
○環境省によると、年間に トンが漂
着しているとされます。また、 年に
県内の代表的な 海岸で、縦横 ｍの
枠の中の漂着ごみの量を調べたところ、
多い海岸では、 リットルのごみ袋約
袋分も流れ着いていました。
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▲

富山湾の

―どのようなものが漂着するのですか。
○ほとんどの海岸では、アシなどの草
類や流木といった自然物が高い割合を
占めています。ただ、一部の海岸では、
プラスチック類などの人工物の割合が
比較的高い傾向が見られます。その人
工物の種類については、ペットボトル
やプラスチック容器などのプラスチッ
ク類と、食品トレイなど発泡スチロー
ル類の割合が高く、日常生活に伴って
発生するものが多くなっています。
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▲小矢部川と神通川の主な支流を対象
に実態調査をしたごみマップ。色や
記号でごみの状況を示し、小学生で
も分かりやすく解説されている。
▲

川でのごみ実態調査。川
の支流が本流に合流する
ところにネットフェンス
を張り、流れてくるごみ
を回収。
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年に県 内 全 域 を 対 象に、上 流
域 か ら 海 岸 に 向 けて 清 掃 活 動
をつないでいく「〈森・川・海〉リレ
ー清掃キャンペーン」を実施。約
団 体 、 万 千 人ほどか参 加 。
集めたゴミの量は約 トン。
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▲
2015
ごみマップ作成の実態調査の際、
日間で回収したごみの量。

▲
7

―生活ごみなどは、どこからやってき
ますか。
○環境省の調査によると、県内から流
出したものが全体の約８割を占めてい
るとされます。県が実施した調査でも、
多くのごみが県内から河川に入り、富
山湾へ流れ出し、その一部が海岸に漂

着することが確認されています。とこ
ろが、このことを知っている県民は全
体の約４割程度です。海外から流れ着
いたごみが大半と考えている県民が多
くいるなど、富山湾の漂着ごみのこと
が正しく理解されていません。

▲

海岸に流れ着いた漂着
ごみ。

富山県環境政策課では、
富山湾のごみの実態を
知ってもらうために小
冊子を発行。

▲

▲

風に飛ばされて水路に落ちた食品
用の発泡トレイ。大雨などの出水
時に川へと流れ出て海へ。

▲毎年6月1日から9月30日の期間、市町村が主体となって行な
われる清掃活動「みんなできれいにせんまいけ大作戦」。

▲

サンダーバーズの
オリジナルマグカ
ップ「エコタンブ
ラー」。

富山湾が「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟。一昨年には
「全国豊かな海づくり大会」も開催された。

▲

りどんどん蓄積されていくと考えられ
ます。また、波や海岸の砂などにぶつ
かって細かく砕けます。その大きさが
㎜以下のものは「マイクロプラスチ
ック」と呼ばれ、世界中の海で確認さ
れています。これを魚や鳥がエサと間
違って食べることがあり、生き物への
影響が心配されます。

海岸漂着ごみ
―海岸のごみは、自分には関係ないこ
と、と思っているのでしょうね。
○そこで県では、小矢部川と神通川の
支流にネットを張り、上流域から流れ
てくるごみを調査し、内陸部から川に
よって運ばれてくることを明らかにし
ています。この調査結果は、「小矢部
川流域ごみマップ」と「神通川流域ご
みマップ」にして、ホームページでも
公開しています。
―生活ごみは、どうして川に入るので
しょうか。
○川へ直接のポイ捨てされているもの
もありますが、プラスチックごみの多
くは軽いものです。外に放置して風に
飛ばされ、細い水路などに落ち、それ
が水の流れに乗って川の支流、本流へ
と流れ出ることが考えられます。
―漂着ごみによる環境や生活への影響
が心配です。
○ごみによって海岸の景観が悪くなる
ことはもちろんですが、それ以外にも
ガラス片などの危険なごみによる怪我
や、漁業被害、魚や鳥といった生物へ
の被害、ごみの回収に手間と費用がか
かることなど、さまざまな問題が生じ
ます。
―海にたどり着いたプラスチックごみ
は、結局、どうなるのでしょうか。
○流木などの自然物と違い、プラスチ
ックは分解されにくく、回収しない限

※富山県内の海岸漂着ごみについて、富山
県環境政策課で話をお聞きしました。

―漂着ごみは減らしていかないといけ
ません。
○生活ごみが、いったん川の中に入っ
てしまうと回収が困難でコストもかか
ります。そうなる前に、富山湾の漂着
ごみの実態について知っていただくと
ともに、ごみのポイ捨てをしない、不
要なレジ袋はもらわないなど、生活か
ら出るごみを減らすことが大切です。
同時に、地域の清掃活動に協力するな
ど、多くの方に取り組んでいただくこ
とも重要です。小さな活動でも、みん
なでやれば必ず漂着ごみの減少につな
がります。わたしたち一人ひとりの
「できる」から始めましょう！

―富山湾におけるマイクロプラスチッ
クの実態はどうなのでしょうか。
○環境省では海水中から、県では海岸
の砂から採取したマイクロプラスチッ
クについて、それぞれ調査を進めてい
るところです。
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○１０００枚を配布
射水市の「マンホールカー
ド」が、今年 月 日から
「道の駅カモンパーク新湊」
で、 人に 枚、無料で配布
されています。
全国統一の規格で作られた
カードは、縦 ㎝×横 ㎝、
表面にマンホールのふたの写
真と設置場所を示すデータ、
裏面にデザインの由来が記さ
れています。
射水市のカードの表面は、
市章を取り囲むように、市の
花「カワラナデシコ」と花木
「あじさい」をあしらった美
しいデザインになっています。
カワラナデシコは、市の西部

を流れる庄川の自然と、その
水の恩恵を象徴し、あじさい
は、市民が明るく暮らす「き
ららか射水」のシンボルとし
て愛されているものです。
カードに使用されているカ
ラーのマンホールのふたは、
道の駅カモンパーク新湊にあ
ります。その隣りには、姉妹
都市である北海道剣淵町のマ
ンホールカードにもなってい
るマンホールふたも一緒に設
置されています。
射水市のカードは、 月ま
での ヵ月間に１０００枚ほ
ど出ていて、受け取った人の
約 割が県外の方です。
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○全国で人気
ご当地の名所や名物の絵柄
を描いた「マンホールカー
ド」の発行は、昨年 月に始
まったもので、国土交通省と
下水道関連団体で構成する
「下水道広報プラットホー
ム」 Ｇ( ＫＰ が) 企画・監修し、
マンホールを管理する自治体
が発行しています。
電気や水道と同じく、重要
な社会インフラである下水道
は、地中にあって目にするこ
とはできませんが、縁の下の
力持ちとして、私たちの生活
を支えています。カードの発
行によって、そのような下水
道に、広く関心をもってもら
うのが目的です。
今年 月の累計では、 自
治体、 種類、 万枚のカー
ドが全国で発行されています。
そしてコレクションカードと
して人気が高まっており、自
治体のＰＲにも貢献しています。
現在、北陸三県では、射水
市の他、富山市、かほく市、
福井市、大野市、勝山市、氷
見市、敦賀市でも発行されて
います。
293 12
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○下水道は正しく
家庭や事業場などから出た
汚水は、下水道管で運ばれ、
処理場で浄化されて再び川に

252

射水市がマンホール
カードを配布
8
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1

射 水 エコナビ
1

10

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。

夏の遮光などに使われ
るカーテンは、冬には
暖かい熱を外へ逃がさ
ない断熱用にもなりま
す。カーテンの生地が
厚いほうが遮熱性や保
温性が高く、また、吊
り方は窓幅より広くし、ヒダもたっぷりと
って、床下まで届くように使います。

油汚れは、洗う前にふく

温水便座は「弱」に

台所からの排水は、
浄化されて自然にか
えりますが、その際
の負荷を軽減するた
めに、油汚れの食器
類は、洗う前に古新
聞紙や布切れでふき取ります。カレーなど
が付いた皿や鍋なども、スクレーパーで汚
れをぬぐい取ってから洗うようにしたいも
のです。

トイレの温水便座の保温は、意外と電気を
使っています。座った時に冷たいと感じな
い程度の保温で十分なので、便座の設定温
度を「弱」にして使
いたいものです。ま
た、便座のふたを開
けたままにせず、普
段は閉めて、放熱を
防ぐようにしましょ
う。

がけたいものです。

「緑提灯」の運動は、国内産の食材の使用
率が50%を超えるお店の目印とし、日本の
農林水産物を応援するもの
です。使用率が50%以上は
星が一つ付き、10％ごと
に星が一つ増え、最高は
90%以上の五つ星です。現
在、全国で3000店以上に
拡大しています。

○問合せ／射水市上下水道部
下水道工務課
電話 ０７６６ー８４ー９６４８

冬にもカーテンを

ら油、ビニール袋などを流す
と、下水管が詰まったり損傷
の原因になります。また、ト
イレにテッシュペーパーや紙
おむつなどを流すと同じくト
ラブルが生じます。排水の際
は、正し下水道の使い方を心

国内産は「緑提灯」

戻され、海にかえっていきま
す。大きな水循環の一端を担
っている下水道に設置された
マンホールは、地中に埋設さ
れた管内部の点検や清掃のた
めのものです。
その下水道に生ごみや天ぷ

きょうから始める

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。

▲

○クリプトメリアジャポニカ
☎０７６ー４８２ー６５０８
○婦負森林組合木材加工センター
シ(ョールーム )
☎０７６ー４５４ー７１２３

●問合せ

である五箇山の合掌造りなどで
よく見られるものだ。
“チョウナ”とは、カンナが
普及する以前まで一般に使われ
ていた木を削る道具のこで、形
が鍬と似ていて、使い方も鍬の
ように柱や梁に向かって振り下
ろしながら荒く削る。このチョ
ウナの柄の形に似た梁であるこ
とから、そう呼ばれている。た
だ、チョウナ梁は現在の住宅建
築では使われていない。
同センターによると、「スギ
は肌触りがソフトなうえ、香り
に癒しの効果が期待できる」の
で、ストレスの多い現代社会に
向いている木材だそうである。

スギの根曲がり材で家具を
のまま山に放置することになる。
このスギの根曲がり部分に価
値を見出し、個性的な家具を企
画・販売しているのがクリプト
メリアジャポニカ 富(山市山室 )
の舟嵜文生さん。そして、婦負
森林組合木材加工センター 富
(
山市八尾城生 が
) 、根曲がり材
を提供している。
根曲がり材は、木目に特徴が
ある。天井板に見られるような
素直な木目ではなく、優美な曲
線を描いたり、逆に複雑な模様
を作ったりしている。舟嵜さん
は、「これがテーブルや椅子な
どの家具に個性を与え、スギの
根曲がりならではの深い味わい
になる」という。
ただ、スギは柔らかい素材な
ので、家具などに加工する際は、
ブナなどの広葉樹に比べて難し
いところもあるようだ。同セン
ターのショールームには、根曲
がり材で作った家具などの見本
が展示されている。
根曲がり材は、かつて「チョ
ウナ梁」として、住宅の梁に使
っていた時代もある。上からの
加重に強いことから、豪雪地帯

▲根曲がり部で作られたテーブル

スピーカー横板

富山県の人工林の大半を占め
るスギは、住宅の柱や梁、床、
天井板など、幅広く使用されて
いる。軽くて強度があり、木そ
のものが真っ直ぐなために、建
築用材に適しているからだ。
そのスギは、急斜面で豪雪に
耐えて育っと、根の部分が少し
横にせり出すようにして空に伸
び、根元がＬ字型に曲がる。
一般にこの湾曲した根元の部
分はクセがあって住宅などには
不向きだ。そのために間伐材や
枝などと一緒に、チップやペレ
ットに加工するか、あるいはそ

▲お皿代わりに使えるカッティングボード

レトロで優雅な湯船を つ配
置し、
高温、
中温、
低温と、お
湯の温度を変えている。
泉質は硫酸塩・炭酸水素塩
温泉で、慢性皮膚病、美肌効
果、動脈硬化症、神経痛など
に効くとされる。お湯が ℃
と手頃な温度から、加熱や加
水は必要ないようである。
また、老舗ホテルとしては
ユニークな一面もある。親鸞
上人が、赤倉温泉の由来と関
係しているという言い伝えが
あることから、先代の当主が
洋風の豪華なロビーに仏壇を
備え、 月にお講が開かれて
いる。

入浴料金/1000円
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問合せ/電話0255-87-2001

住

所/新潟県妙高市赤倉486

温泉棟との渡り廊
下がアート空間に
なっている

駐車場/あり

楽々の湯

宿泊(1泊2食)/1万5600円～

▲

入浴時間/12:00～20:00頃まで
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赤倉温泉
赤倉ホテル

気になる、あの温泉 ⑳

で、明治後期にスキー文化を
持ち込み、温泉とスキーの両
輪で戦前から戦後、さらには
高度経済成長期を乗り越えて
きた。
その赤倉温泉を代表する老
舗が赤倉ホテル。先祖が越後
高田藩の命を受けて引き湯事
業に関わった功績から、現在
も大量の湯量を確保している
そうだ。
赤倉でも屈指の広さを誇る
大浴場「有縁之湯」や、露天
風呂「風の彩」、展望が
楽しめる「天空の湯」、
そしてもう一つの大浴場
「楽々の湯」など、すべ
て源泉掛け流しである。
本館と温泉棟「有縁之
湯」を結ぶ渡り廊下には、
絵画や美術工芸品の数々
が飾られ、どこかの美術
館にでも迷い込んだよう
である。
温泉は、露天もさるこ
とながら、歴史のあるホ
テルだけに、大浴場が特
に素晴らしい。近代的な
雰囲気の「有縁之湯」に
対して、「楽々の湯」は、
▲

岐
阜
県

赤倉温泉 赤倉ホテル 新潟県
妙高市の赤倉温泉は、わが
国のスキーリゾートの草分け
として有名だ。温泉も古く、
年に妙高山の中腹、北地獄
谷から自然湧出の温泉を引き
湯し、日本で唯一の藩営の湯
治場としてスタートしている。
その後、明治、大正時代に
は避暑地として開発が行なわ
れ、久邇宮家や細川家などの
別荘が建てられている他、近
代美術の父・岡倉天心も晩年
に移り住んでいる。その一方
1816
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