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射水市全地帯と富山・高岡市の一部地域に配布

道の駅・新湊に設置

.
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巻頭特集
里山も地域も元気に!

高山市木の駅プロジェクト
射 水 なう
10月19日㈯ 湾クラブの

海王丸パークイベント
いみずのエコ活

建設工事

朴木工業
アップサイクル

ダム湖の流木から

ステーショナリー

今年 月、高山市で開かれるアジア初の
「地域通貨国際会議」。その運営をＮＰ
Ｏ法人「活エネルギーアカデミー」が担
当。また「木の駅全国サミット」も同時
開催される。
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至高岡
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カー」を走らせたことです。各地の
木の駅を週 回まわり、木を集めて
ペレット工場などへ運ぶものです。
その後ペレットは、市内小学校のス
トーブやバイオマスボイラー等に利
用され、地産地消のエネルギー循環
を実現しています。

丸高木材

庄川
至高岡

アースクリーン21●

▲

―丸太の集積場さえ確保すれば、市
内のどこでも簡単に木の駅が始めら
れるわけですね
○今後、市内 カ所ほどに木の駅を
増やしたいと考えています。

パンク修理、
タイヤ交換は当店へ

9

92

新港

新港
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★クリーンセンター

―間伐材 トンを 円分の地域通貨
「エネポ」と交換されています。な
ぜお金ではないのですか。

〒933-0207 射水市白石970

〒934-0092 高岡市中曽根116-1

アースクリーン21

お願い

…… 土曜日は午前のみ受け入れています ……

―森の間伐作業を拝見していて、と
にかく皆さん、かっこいいですね。
○暗い森が間伐で明るくなると、多
くの人に「気持ちがいいね」と、喜
んでもらえます。やりがいと達成感
がありますからね。
―作業は、木を切り倒したあと、そ
の場で枝を払います。それが 本ほ
どたまると麓に下ろし、 ｍの長さ
に切って軽トラに積み、木の駅へ運
びます。一連の作業にムダがなく、
山仕事のプロといった感じです。
○みんなプロではありません。仲間
の大半は 歳以上、最高齢は 歳で
す。
―間伐する木は 本として同じ条件
のものはなく、作業は単調ではなく
変化があります。しかも危険を伴う
ので常に緊張感と向き合うというか、
良い刺激を受けます。やはり皆さん、
おもしろいのでしょうね。
○傾斜地での作業が多く、体を大き
く使いますから、健康にもいい運動
になります。毎週水・木曜の平日に
作業をし、木の駅は生活サイクルの
一部に組み込まれているようです。

0120－84－6648

☎0766－83－0365

本社

至富山

クリーンセンター
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至富山

●明文堂

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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当社クリーンセンターへ
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―赤保木地区から始まった「木の駅
高山市プロジェクト」は、 年で
カ所まで増えました。すごい勢いで
すね。
○「山を何とかしないといけない」
と思っている人がけっこういて、私
たちの姿を見て始めたりしています。
それと、市にお願いして市内全域を
カバーする集荷トラック「積まマイ

粗大ゴミ・不燃物は

1

間伐材は2mの長さで木の駅に持ち込む。それを手作り
の円盤スケール(写真)で太さをはかって材積から重量に
換算し、エネポと交換する。

高山市木の駅

9

▲
高山市木の駅の登録出荷者は 名。山崎さん
たちは共同作業でエネポを山分けにしている
が、個人で出している出荷者もいる。写真は
作業前の打合せ。

2

ブランコや展望台など、
「頂上広場」にも工夫を
凝らした手作り遊具がい
ろいろ。週 日の営業以
外 残( り 日 は) 、農作業
と遊具などの施設の充実
にあてている。

▲

2
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▲企業の経営コンサルティングが本職の山崎
さん(写真)は、高山の地域性に合わせて、木
の駅のシステムに様々な改良を加えている。
5

NPO法人「活エネルギーアカデミー」が発行する
地域通貨「エネポ」は、1枚500円分。スギの間
伐材を圧縮し、紙のように薄いが強度もあり、木
の香りもする。石油スタンド、電気店、家具店な
ど、高山市内52の協賛店で利用できる。
▲

新港タイヤは
働く車を応援します

プロが選ぶ、バン・小型トラック専用スタッドレスタイヤ

▲

山崎さんたちの間伐作業
は、毎週水曜と木曜の 日
間の午前中のみ。「半日で
仕事になるの？」とよく聞
かれるそうだが、 、 人
で山に入って 本ほど搬出
できる。

夢ハウスパートナー

有限会社 カク

施工代理店 天然砕石パイル工法 HySPEED工法
PERFECTパイル

有限会社カクは、自然素材を使った健康住宅「夢ハウス」の夢ハウスパートナーです。

里山も地域も元気に！

検索

㈲カク

限内に何回も流通すれば、経済効果
はさらに大きくなります。

―間伐材 トンの市場での相場は
円～ 円だそうですが、買取価格
円との差額はどうされていますか。
○県の森林環境税と市の間伐助成金
などで補填しています。事業を継続
させるには補助金に頼らないのがベ
ストです。そこで、間伐材の中には
建築用に使える木もあるので、それ
らを選別して高く売るなど、あれこ
れ模索しています。

※ＮＰＯ法人「活エネルギーアカデミー」
の山崎昌彦理事長に話をお聞きしました。

― 今後、どのようなことをお考えですか。
○若い人にも毎月定期的に森に入っ
てもらいたいですね。休日ではなく
平日に、半日程度でいいと思います。
そのためには企業の協力も必要です
が、森は人も育ててくれます。社会
や企業にとってムダにはならないと
思います。
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○里山の再生と地域経済の活性化、
この二つが主な目的だからです。
―そのエネポでも、高山市木の駅な
らではの工夫がされています。
○実は、エネポを扱ってもらうため
にお店へ行き、地域通貨だと言うと、
必ず「えぃ 」と、不安そうな顔を
されます。まだ認知度と信用が足り
ません。そこで、協賛店がエネポを
金融機関に持ち込むと、私どもの口
座から現金が振り込まれる仕組みに
しました。お金と交換する際の手数
料も取っていません。

4400
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高山市で自然エネルギーの活用に取
り組むNPO法人「活エネルギーアカ
デミー(山崎昌彦理事長)」が2014年
から始めた「木の駅高山市プロジェ
クト」。現在市内9カ所で活動。住所
/岐阜県高山市赤保木町295番地/電
話090・3582・2283(山崎さん)。
※「木の駅プロジェクト」は、間伐材
を木の駅(集積場)に持ち込むと地域
通貨(又は商品券)で買い取り、チッ
プ工場などに販売する仕組み。全国
に80カ所ほどあるとされる。

―流れやすくしたわけですか。
○モノもお金も「流れ」が肝心です。
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３ 、４ 人 ほ ど の 人 数 と 、 軽 ト
ラ、チェンソー、小型の林内
作業車、ウインチとロープな
どを用意すれば木の駅がスタ
ートできる。

2014

▲

全国の木の駅の大半が間伐材
１ｔ ６
= ０００円に設定。理
由は、儲けにはならないが、
ぎりぎりで伐採、搬出ができ
る額だからとされる。

調湿する断熱材
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TEL0766-82-1327・FAX0766-82-1328
射水市沖塚原724
kaku@w-itaru.com

デコスドライ
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「高山市木の駅プロジェクト」
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―よく「お金に色は付いていない」
と言いますが、いい意味でエネポは
その逆で、森の物語が詰まっていま
す。協賛店のなかには意気に感じて、
「 エネポ＝ 円分です 」という
カフェまで現われていますね。
○エネポは、地元の森をきれいにし
た労働と物々交換した証でもありま
す。そのことへの感謝の気持ちでし
ょう。初年度の 年 赤
( 保木のみ は
)
年間に トンの間伐材を出荷し、
枚のエネポが利用されています。そ
れが昨年度 ９
( カ所 は
) トン以上も
出荷しています。
282

― トンの間伐材がエネポ 円分で
すから、大変な額です。
○しかも、ＡさんがＢ商店で使った
エネポを、Ｂ商店のご主人がＣ商店
で買い物するなど、 ヵ月の有効期
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間伐材の用途は、幹はチップやペレットに、枝は家
具工房で椅子の背もたれに使われ、スギの葉はアロ
マや土壌改良剤の原料に。スギの細い枝もチップに
して作業道に敷くなど、森に残材を残さないように
している。

高山市木の駅は、赤保木、清見町藤
瀬、清見町夏厩、漆垣内、国府、上
宝、丹生川町大沼、丹生川町新張、
朝日町青屋の9カ所で活動している。
▲

10

本では富山湾の他に、松島湾
宮城県 、駿河湾 静岡県 、
(
)
(
)
宮津・伊根湾 京都府 、
(
) 九十
九島湾 長
( 崎県 が
) 湾クラブに
名を連ねています。
○多彩なイベント
世界総会 富山には、湾ク
ラブ加盟国の関係者が参加し、
日㈮に富山市の国際会議場
で総会が開かれます。
この関連行事として、 日
(・ ～ 時 に
) 射水市の海
王丸パークで一般参加による
イベントが開催されます。
「怪魚ハンター小塚拓矢氏
トークショー＆クイズ大会」
( 時 分～ で
) は、高岡市出
身の小塚氏が、 カ国以上を
旅して巨大魚を釣り続ける冒
㈯
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険談を披露します。
手持ち旗づくりや缶バッチ
づくりのワークショップのほ
か、各種ドリンクや軽食が味
わえるフードコーナー、空気
で膨らませた遊具「大型ふわ
ふわ」もやってきます。
また、新湊漁業協同組合が
腕によりをかけた「鍋のふる
まい」 ( 時と 時 は
) 、つみ
れ汁 食を先着順に無料で提
供されます。
そして 時 分に各国参加
者がパーク内をパレード。来
場者は手持ち旗を振って歓迎
したあと、 時 分から漁船
隻が大漁旗をなびかせなが
ら海上を行進します。
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○曳山が全 台勢揃い
射水市ならではの催しも必
見です。午前中に海王丸の帆
を広げる総帆展帆が行なわれ、
「海の貴婦人」としての姿を
現します。大勢のボランティ
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10月19日㈯ 湾クラブの
「海王丸パークイベント」

○日本で初めて開催
今年 月 日㈬～ 日㈰の
日間、「〈世界で最も美しい
湾クラブ〉世界総会 富山」
が開かれます。富山湾が湾ク
ラブに加盟して 周年の節目
に国内で初めて開催されるも
のです。
フランスに本部がある湾ク
ラブ Ｎ( ＧＯ／非政府組織 は) 、
「湾を活かした観光振興と資
源保護、そこに暮らす人々の
生活様式や伝統の継承」など
を目的に、 年に設立されて
います。
現在、フランスのモンサン
ミシェル湾、アメリカのサン
フランシスコ湾、ベトナムの
ハロン湾など、世界で 湾
( カ国と 地域 が
) 加盟。日

▲雨晴海岸
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▲総帆展帆の海王丸

アがマストに登って作業をす
るもので、年に 回ほどしか
見ることができません。また、
広げた帆をたたむ帆畳作業
( 時 分ころ も
) 見学できま
す。
そして、海王岸壁の南側に
「新湊曳山まつり」の全 基
14

きょうから始める

40

エコ ＆ エコな暮らし

10

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。

13

の曳山が勢揃いします。高さ
メートル、重さ トンの曳
山は、美術工芸の粋を集めた
豪華絢爛なもので、そのうち
の一基は、 時ごろから祭り
の巡行を再現し、「イヤサー、
イヤサー」の掛け声とともに
会場に入ります。
8

切れ味が落ちたハサミは、使用済みのアル
ミホイルで復活できます。4、5枚重ねた
アルミホイルを、ハサミで5、6回切るだ
けです。摩擦熱でア
ルミが溶け、刃こぼ
れが補修されて切れ
味が戻るようです。

卵の殻を用いたミニプランターが、室内の
インテリアとして人気です。殻は、底に水
抜きの小さな穴をあけ、
ネットを張って土を入
れ、多肉植物を植えま
す。殻に色を塗ると、
一層華やかになります。

電子レンジの手入れ

消費税10％とCO 排出

食品の油などで電子
レンジ内が汚れると、
電力ロスなどが発生
します。手入れ法は、
耐熱容器に水とレモ
ンの皮(1個分ほど)
を入れて3、4分加
熱し、15分ほど放置。そのあと布巾で庫
内の水蒸気をふき取ります。

今年10月に消費税が10％に増税されます
が、これを機に生活習慣を見直すのもいい
かも知れません。使い捨ての習慣を改めた
り、不必要なも
のを持たないな
ど、CO 2 排出量
の少ない暮らし
方を目指したい
ものです。
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※天候によって、イベントの
時間・内容の一部変更や中
止になることがあります。

卵の殻プランター

※富山県観光・交通振興局のホーム
ページなどを参考にしました。

アルミホイルで復活

運転手、清掃作業員等（正社員／パート）募集してます！

当社の理念の一つ「働く喜び」とは、社員が定時で帰れることもひとつの条件と考えます。
そんな企業です！長く働ける健康な人、待ってます。未経験の方も歓迎。
職

種

勤務時間
給

与

廃棄物処理業、清掃業
8:00 ～ 16:45

勤務地

射水市寺塚原 905-3

休 日

週休２日制（土・日）

正社員 21万円～24万円 ／ パート時給 850円～1,000円

まずはお気軽にお問合せください。

☎0766-84-6648

環境への対応は同社でも同
じです。現在 台保有する重
機のうち 台は国の排出ガス
基準や低騒音・低振動などに
対応したものを導入し、今後
も順次、環境適応車に替えて
いく予定です。
そして公共事業で培った建
設技術は、駐車場の整備や外
構工事など、一般のアスファ
ルト・コンクリート工事にも
生かされています。

射水市内でポスティングやってます!!

ポスティング（1月・4月・7月・10月に「ECOだより」に折込）で、
あなたのメッセージを、一軒一軒へ。

地域密着

出会いとつながりを大切に、心をこめて届けます。

“きずな”
を大切に

格安料金で配布いたします。ムダなコストをかけない良心的な価格設定です。
配布物のサイズ等はご相談ください。

良心的な価格

地域を知り尽くしたノウハウで、射水市内の特定エリアのみの配布もできます。

地区別に細かく配布

4

30

有限会社

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

宮袋

連絡が入り、それを受けて家
で待機する社員に伝えという
流れで出動します。住民の
方々に満足いく除雪をするに
は、受け持つ地区の道路事情
の把握と、重機を扱う技術力
の向上が欠かせません。
地域の安心、安全を担って
いることを身にしみて感じる
のが、道路の除雪だと語る朴
木さん。毎年「社員一同、気
を引き締めて取り組んでい
る」とのことです。
そして近年は建設工事でも
リサイクルや 削減など、
環境への配慮が徹底していま
す。道路のアスファルトは定
期的に張替えますが、撤去し
た古いアスファルトは粉砕機
にかけて細かくし、新しいア
スファルトに混ぜるなどして
再利用しているそうです。
道路の造成などで出る田ん
ぼの表土なども、南砺市へ運
び、圃場整備の土壌改良に使
用されていると言います。南
砺市の田は砂地が多く、土の
中に微生物が多い射水の土が
役に立っているわけです。
CO2

いみずのエコ活

2

4

朴木工業
道路工事には、新しく造る
道もあれば、拡幅工事やアス
ファルトの補修など、様々な
工事があり、それらは私たち
の快適な生活を支えています。
その道路工事など、建設工
事を行なっているのが射水市
宮袋の「㈱朴木工業」です。
社長の朴木修侍さんが平成
年に設立され、現在、従業員
は 名です。
冬の道路除雪では 台の重
機を使い、市内の宮袋から沖
塚原周辺エリアの作業を受け
持っています。深夜の 時
分に除雪をするかしないかの
14
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品は黒部ダムの売店や宇奈月温
泉などで販売されて好評だ。
同社富山事務所の水上忠義所
長は、今後は付加価値の高い
「クロベのキセキ」シリーズを
もっと増やしていきたい」との
ことである。
●問合せ／㈱かんでんエルファ
ーム富山事務所 富山県富山市
二口町４丁目４ー
14

〈株式会社 グラフ 印刷通販事業部〉

（税別）

検索

グラフオンラインショップ

えっ

安く
こんなに
うの
ちゃ
でき
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¥ 1,702 !

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。
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※コート90㎏／片面カラー／10日納期

A4チラシ100枚

アップサイクル
ン手法 生(命地域主義 」)と呼ば
れるものだ。資源循環を地域の
中でうまく展開するのが特徴で、
優れたビジネスモデルとして、
２００１年度のグッドデザイン
賞を受賞している。
流木を「おが粉」と「チッ
プ」に加工し、これを原料に
様々な製品にする。例えば、お
が粉を牛舎の敷きワラとして地
域の畜産農家に使ってもらった
あと、回収して発酵させ、有機
肥料や培養土などの製品にする。
それを地元のホームセンターを
介して農家に提供するといった
循環だ。
また、飛騨の木工技術とのコ
ラボでは、流木をブックエンド
やカレンダーといったステーシ
ョナリーに加工し、「クロベの
キセキ」シリーズとしてブラン
ド化を図っている。
ブックエンドの高さ (㎜ が)
黒部ダムの高さの 分の にな
っているほか、カレンダーの木
の厚み (㎜ も)黒部ダム堤頂幅
の 分の にするなど、とにか
く企画がユニーク。これらの商

Online Shop
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ダム湖の流木から
「ステーショナリー」

台風や豪雨などで河川が増水
すると、ダム湖に大量の流木が
流れ着く。従来は掻き揚げて焼
却処分にするのが一般的だった。
黒部川や庄川などのダム湖か
ら出る流木を専門に処理する
「㈱かんでんエルファーム」は、
焼却処分にするのではなく、地
域資源として見直し、独自の方
法で製品づくりに取り組んでい
る。
地域の資源・風土・地形・微
生物・伝統の知恵などをビジネ
スに利用する「バイオリージョ

▲黒部ダム堤頂幅の1/1000の幅でつくった木の枠に、太陽をイメージしたレンズを組み
合わせた「ルーペ」。側面の内側の傾斜もダムの傾斜角度にほぼ等しい。

テーブルに
さりげなく置かれた案内プレート

富山県内初!! インターネット印刷通販サイト

月１回エステ会員（１年間コース）
人気メニュー！ 月に１度 お肌リセット＆ご褒美

６５分￥４８００ / ４５分￥３８００（税抜）
ー スペシャルな内容をご用意。続けることがきれいの秘訣!! ー

10月号

新湊中央薬局

☎0766-82-2771
射水市本町2ｰ14ｰ2

お住いの屋根・外壁塗装工事

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