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射水市全地帯と富山・高岡市の一部地域に配布
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破棄された革ジャンから

折り畳み財布

▲車庫にも山積みにされた海岸のゴミ。プラスチック
関係のゴミが目立つが、ヨシやアシ、流木などのゴ
ミも多いという。

▲

海岸から回収した発泡スチ
ロールを展示し、海の現状
を訴える俣本さん。
▲

▲

クルマの後部座席を倒し、
積める量だけゴミを拾って
持ち帰る日々。

俣本さんの自宅玄関や歩道に積み上げら
れた海岸ゴミ。ゴミの収集日に出される。

袋をぶら下げて帰ったものです。そ
のうち自転車やクルマに載せて持ち
帰りました。

至富山

庄川

丸高木材

★クリーンセンター
●

アースクリーン21●

井波

セレミューズ

至高岡
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海岸というと、プラスチック類や
—
流木などが散乱しているイメージが
あります。俣本さんがゴミ拾いをさ
れている浜黒崎海岸は、本当にきれ
いですね。ゴミらしいものはほとん
ど見当たりません。
○この海岸は長さが約 キロですが、
富山湾の海岸がすべてここのように
なるといいですね。

…… 土曜日は午前のみ受け入れています ……

持ち帰ったゴミは地区の収集日に
—
出されたわけですか。
○そうです。家が海岸ゴミであふれ、
まるでゴミ屋敷のようでした。また、
私の出すゴミの量が多くて、地区の
ゴミ収集所に入りきらなくなり、迷
惑をかけたこともあります。今は集
めたゴミは市が海岸で回収してくれ
ます。
8

●

アースクリーン21
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本社

至富山

クリーンセンター

なぜ、ゴミを拾おうと思い立った
—
のですか。
○私はアユ釣りが趣味でしたが、キ
スを釣るために海へ行ったときです。
ゴミが散らかって汚いわけです。誰
かが何とかしないといけないと思い、
始めました。
ゴミが散らかっていると、誰でも
—
一応は何とかならないかと思ったり
します。だが、自分でなかなか拾う
ところまではいきません。
○釣りをしていても、散らかったゴ
ミが気になるわけです。それでゴミ
を拾うようになりました。
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●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。

お願い

当社クリーンセンターへ

釣りのために海岸へ行き、そのう
—
ちゴミに釣られて海岸へ行くように
なったわけですね。

粗大ゴミ・不燃物は

4

しかし、 回や 回はできても、
—
長く続けるのは難しいはずです。
年近くも続いた何か秘訣はあります
か。
○ゴミを拾ったあと、きれいになる
と、それがとても気持ちがいいわけ
です。その繰り返しですね。
2

拾ったゴミは家に持ち帰られたそ
—
うですね。
○当初、左手に釣り竿、右手にゴミ

1

環境活動家の

そう

せい

こう

しん

自転車の前かごと荷台、それに振り分け荷物に
して、ゴミ袋4個分を毎回海岸から家に持ち帰る。
▲

あなたの身近をきれいに！

姫野タイヤ商会

〒934－0093 高 岡 市 姫 野 6 7 番 地
電話（0766）84－0608／ＦＡＸ
（0766）
84－4408

俣本浩司さん

に脳梗塞で倒れたのがきっかけで、
「無

人ゴミボックス」を考案して海岸に設置。

同時に富山湾の現状を知って欲しいと、

○ 歳ごろから釣りと一緒に始め、
その後は仕事の合間にゴミ拾いに専
念し、 歳で仕事を完全に引退する
と、毎日の日課になりました。夜明
けとともに海に行き、帰って家でひ
と休みし、昼からまた出かける日々
です。雨や嵐の日は行きませんが、
それこそ盆や正月もありません。

タイヤのことならタイヤ専門店におまかせ！

「無人ゴミボックス」は、大勢で
—
の一斉清掃や、ボランティアグルー
プとも違う、おもしろい試みですね。
○「ゴミを集めましょう」と、指示
をされてするのは長続きしません。
今、東京湾でも「無人ゴミボック
ス」を設置したいという話がありま
すが、全国に広がればいいなと思っ
ています。そのために「無人ゴミボ
ックスの会」も始めました。

県内各地で富山湾の写真展も開催してい

俣本さんはまた、富山湾を紹介す
—
る写真展を、県内の小中学校や銀行
のロビーなどで開かれています。
○本当に不思議ですが、今の子供た
ちは海を全く知りません。それで写
真展をやって、富山湾の現状を知っ
てもらうために取り組んでいます。
おかげさまで、子供たちだけではな
く、各方面からも大きな反響があり
ます。

グラウンドにゴミを拾い始め、7年ほど前

海岸に「無人ゴミボックス」を設
—
置する取り組みもされています。
○私は脳と心臓と腰に重い病気を抱
えています。この先、浜黒崎の海岸
をきれいにしていく何かいい方法は
ないかと考えたわけです。

3
2

※俣本浩司さんに話をお聞きしました。

富山市在住。地元の浜黒崎海岸をホーム
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誰でも自由に「無人ゴミボック
—
ス」からゴミ袋を取り出し、その袋
に拾ったゴミを入れてボックスの下
に置いておく仕組みですね。
○ 年ほど前から始めたもので、
「好きな月の、好きな日に、好きな
時間に、好きなだけ拾う」というス
ローガンでやっています。この 年
間で トンほどのゴミが拾われてい
ます。また、昨年、氷見の海岸にも
カ所設けたところ、 ヶ月間で
トンも集まりました。
3

▲

▲

海岸に設置された俣本さん手
作りの「無人ゴミボックス」。
木の棒に箱を取り付け、その
中にゴミ袋が入っている。安
価で簡単に設置できるとのこ
とだ。

○ 俣本浩司さん(82歳) ○
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アシやヨシなどの草や流木も
たくさん海岸に流れ着く。こ
れらのゴミは、現在は波にさ
らわれない砂浜にまとめて置
いている。それを市が定期的
に回収している。

浜黒崎海岸で拾い集めたゴミと俣本さん。
この浜黒崎海岸は、とにかくきれいに維持
されている。富山湾の美観
モデル海岸といった感じだ。
▲

5
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▲

すばらしい成果ですね。
—
○海に来て、目の前にゴミが散乱し
ていると、自然と何とかしたいと思
う気持ちが湧いてくると思います。
ゴミ拾いは無償の奉仕ですが、海岸
がきれいになると、自分の気持も
清々しくなるのは確かです。それが
報酬ですかね。

る。

発泡スチロールは丸い粒を
固めて形にしたもので、そ
れが海でもろくなって分解
し、魚が餌と間違って食べ
る。手で軽くこすっただけ
でも、丸い粒がぽろぽろと
崩れる。

「拘束されないボランティ
ア」の集まりである「無人
ゴミボックスの会」は、俣
本さんが最近立ち上げたも
ので、力を入れているそう
だ。

▲

○水と緑に輝く里山
射水市の青井谷地区で 年、
「水と緑に輝く里山」をスロ
ーガンに「一般社団法人 金
山里山の会」が誕生。毎週
回、森に入って下草刈りや間
伐などの作業を行い、森を守
る活動を続け、 年には法人
化を図って研究部会、生産部
会、体験交流部会を発足させ
ています。
名でスタートした会員は、
現在は地元の住民を中心に
名、地区外からも 名が参加。
会員の約半数は 歳以上、残
りは 〜 代で、近年は働き
盛りの若い人の加入も増えて
います。
射水市の南部に位置する金
山地区の森は、コナラが約

「金山里山の会」
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若者が魅力を感じる地域へ
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％を占める広葉樹林で、丘陵
地帯のために山に入りやすく、
整備もしやすいことから、高
度経済成長以前までは薪やキ
ノコを生産する豊かな里山と
して、地元で大切にされてき
ました。
○生物を育むコナラの森
「松茸の採れる山」にした
いと語るのは同会代表理事の
前川修さん。「かつてはコナ
ラ林に生えるサマツ 早
( 松茸 )
の名産地でしたが、山に人の
手が入らなくなると、最初に
その松茸が採れなくなりまし
た」。同会では、その松茸の
復活を一つの指標として取り
組んでいます。
また、部長の宮林範行さん

は「コナラは用材としてはあ
まり適していませんが、菌と
の反応がいいことから椎茸の
原木、あるいは樹液を出して
カブトムシやクワガタを生息
させるなど、他の生き物を育
む特徴をもっている」といい
ます。
この里山、昔から、 〜
年周期で伐採し、薪や炭など
を生産しながら循環、維持し
てきたものです。同会では、
森を整備しながら薪やキノコ
の原木生産のほか、原木から
高級シイタケ「こなら姫」を
栽培してブランド化を図って
います。
そして里山の再生が進むと、
「生物多様性」や「地球環境
保 全 」、「 土 砂 災 害 ・ 土 壌 保
全」、「水源涵養」といった、
里山がもつ多面的な機能も回
復することになります。
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○里山に定住・移住を
森の整備に加えて、里山で
の体験交流会など、ソフト面
の活動も併せて展開していま
す。富山県立大学と連携し、
学生と森で薪作りやイベント
の開催、小学生を対象にした
里山教室、地元の人々との意
見交流会など、その内容は多
岐にわたっています。
今後については、里山を活
用した「文化・教育・レクリ
エーション」を展開し、若い
人たちが興味をもち、定住・
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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。

朝夕「打ち水」涼み
庭先などに水をまく「打ち水」。朝と夕
方の時間帯に行います。降水量にして1㎜
程度まくと、1〜3
℃下げる効果がある
そうです。その打ち
水には水道水は使わ
ず、雨水、お風呂の
残り水、小川の水な
どを用います。

昔からある「水
筒」の持ち歩きで、
ペットポトルなどの
ゴミを減らす運動で
す。エコであること
に加えて節約にもな
ります。出先や旅先
で手軽にドリンクが補給できる給水スポッ
トも全国各地に誕生しています。

「切り花」長く楽しむ
花を生ける際、水の
中で茎を斜めに切り、
空気が茎に入らないよ
うにして、水揚げを良
くします。花瓶内の雑
菌も大敵で、水はこま
めに交換します。漂白
剤を数滴たらすと、殺
菌作用で長持ちしたりもするようです。

● 「一般社団法人 金山里山の会」

流行を追わず、良質な服を長く着る「ス
ローファッション」。末永く付き合うには
洗濯やリペアが必
須。丈夫な素材で飽
きのこないデザイン
の服を選びます。愛
着が生まれ、その人
らしい着こなし、個
性が生まれます。

「マイボトル」習慣

事務局 〒９３９ ０
- ３２２
富山県射水市上野２１９７
電話０７６６ ５
-６ １-７０７

「愛着」を育む

移住しやすいフィールドにし
ていきたいそうです。
現在、里山体験や林道を活
用した「ジョギングコース」、
「散策コース」など、様々な
利活用を検討する予定とされ
ています。今後の展開が楽し
みです。

きょうから始める

いみずのエコ活

▲

○クロスベイ新湊に新社屋
今年 月、同社の本社を複
合交流施設「クロスベイ新
湊」に移転し、基地局を開設
します。地元の交流拠点を目
指す「クロスベイ新湊」は、
人・物・情報の交流の結節点
として、地域の賑わい創出を
図っていく施設です。
同社はこの交流施設に「ロ
ーカル５Ｇ」を構築し、市と
のタイアップで「ｅスポー
ツ」の活動拠点として多くの
若者を呼び込む計画です。
「地域になくてはならない
会社」でありたいと語る牛塚
さんは、これからも市民に信
頼され、必要とされる企業を
目指して努力をしていきたい
とのことです。

1段 3万円(税別)

〒934-0056 射水市寺塚原344
電話 080-8697-4451 (担当 岩門まで)

（縦45㎜×158㎜）

発行概要
・媒体名/「ECOだより」
・発行部数/4万部
・発行/年4回(春・夏・秋・冬)
・判型/B5サイズ(カラー)
・配布エリア/射水市全世帯+高岡市の一部世帯

お問合わせ

半1段 1.5万円(税別)

地域社会に貢献

く、モノとインターネットと
を結ぶ「ＩｏＴ事業」、それ
に情報通信技術を小・中学校
の教育現場で活用する「教育
ＩＣＴ」といった事業にもい
ち早く進出。将来を念頭に
「ローカル Ｇ事業」や超高
速通信の Ｇ化対策にも着手
しています。
同社・社長の牛塚松男さん
は、「地域の情報通信ネット
ワークは社会インフラであり、
その基盤整備は、地域の発展
と快適な暮らしに欠かせな
い」とし、特に今後は「無線
が社会変革を起こすカギを握
っている」と読んで、一歩先
を見据えた事業展開を図って
います。
市との実証実験を経て、来
年度から実用化に入る予定の
「ＩｏＴ事業」もその一つで
す。道路の除雪に必要な積雪
量などの情報を無人で測定す
るものです。従来までは、人
がいちいち現場で計測してい
たものを、ＩｏＴの活用によ
って省力・省エネ化、 削
減などに結びつけます。
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有限会社 イーシーエム

（縦45㎜×78㎜）

射水ケーブルネットワーク㈱
○地域のインフラ整備を
年に新湊ケーブルネット
ワーク㈱として開局し、 年
の市町村合併に伴って現在の
「射水ケーブルネットワーク
㈱」が誕生。市内全域と高岡
市牧野地区をエリアに事業を
展開しています。
年に北陸で初めて全エリ
アを光ファイパー回線にする
など、テレビ、電話、インタ
ーネットでケーブルを使った
有線事業を充実させています。
一方、「モバイルサービ
ス」をはじめ、限定した地域
で高速・大容量の通信網を築
2005

射水ケーブルネットワーク㈱
代表取締役社長 牛塚松男さん。

新湊庁舎跡地に誕生する「クロスベイ新湊」。射水ケーブルネットワー
ク㈱が入居するのは右側の棟。左側の棟は１階に観光協会の窓口や飲
食店、２階がイベントホールなど。また、「いみずFreeWi-Fi」を今年
度58か所設置予定。
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CO2

教室・趣味・サークル仲間の募集や
活動の発表の場にも気軽にご活用ください。

広告掲載のご案内

▲

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。

に募集を始めて 月に締切り、
月に予約者に商品を渡すこと
になっている。当初 万円の販
売予定が、サイトで募集を開始
してわずか 分で目標額の 万
円に到達。 ヶ月間で 倍以上
の 万円ほどの予約が入って大
成功をおさめた。
そもそもこのアップサイクル、
タイの展示会に足を運んだ際に
捨てられたジャケットの山を目
にした松田さんが、排出ごみ削
減のＰＲを兼ねて企画したもの
だ。
「廃棄され
るアパレル商
材を使って、
商品を作り、
ブランド化し
て、ビジネス
をしながら、
衣類の破棄は日
本だけで推定で
世界で深刻化
万トンとされ、
限りある資源を
する廃棄物の
無駄にしている。
実態を知って
もらいたかった」とのことであ
る。第二弾として「パスポート
ケース」や「ベルト」などを検
討している。
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アップサイクル
を財布に再利用している。
デザインや縫製などの製造は、
年以上も革のリメイク製品を
手がけるタイのメーカーに依頼。
この会社は日本のグッドデザイ
ン賞をはじめ、欧米の賞を数多
く受賞するなど、革のリメイク
技術で高い評価を受けている。
トモススメイカー代表の松田
大輔さんは、「革を作るなめし
の工程では の排出が多いう
え、化学物質も使われています
が、リメイクの革なら、そのよ
うな工程を省くことができ、環
境に優しい」とのことだ。
そして、このアップサイクル
のもう一つの特徴が、クラウド
ファンディングサイト
マクアケ 」)を通
「 Makuake(
して、予約販売を行ったことだ。
「このような商品を作りたい
が、欲しい人はいませんか？」
と、サイトで事前に募集し、買
いたい人が一定数集まれば作り、
集まらなければ中止するもので、
商品化のリスクはそれほど伴わ
ない。
今回の財布の場合、この 月

破棄された革ジャンから
「折り畳み財布」
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30
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▲

100

▲財布は縦9.5㎝・横11.5㎝。硬貨11枚 ▲イタリア製高級革ジャケットを
と紙幣20枚を入れても厚さが1.8㎝
再利用した「リメイクレザー折
と薄く、カードは8枚収納可。
り畳み財布」

富山市八尾町の輸出入会社
「トモスメイカー合同会社」で
は、破棄された革製ジャケット
を、
「リメイクレザー 折り畳み
財布」にアップサイクルして話
題を呼んでいる。
財布の素材には、一着何十万
円もする高級レザーのジャケッ
トを使用。一般に革製品は、
年、 年と使い込むうちに柔ら
かく手になじみ、風合いと味わ
いが出てくるが、そのような革
2

15

CO2

2

7

137

2 120

塚原小学校●
至新湊市街

当社

新湊ゴルフ
●ガーデン

コンビニ
● 8

●
タカギ
セイコー

至高岡

７月号

菓子処

コンビニ●

国道 号線

夏のデザートに

なかごし●

至富山

JA新湊給食センター●

・葛に抹茶を煉り
込んで、すっきり
とした食感の
「葛抹茶」

至大門
庄川

地域密着カーステーション 三菱自動車サテライトショップ

あん

射水市松木３１２－５
TEL ０１２０－８２－３５６０
営業時間 ８時～１９時
（定休日 毎週火曜日）

・小豆の風味で、
白玉団子の食感を
引き立てた
「白玉ぜんざい」

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

整
湿度を調
着
ガスの吸
害
有
・
悪臭
の抑制
ビ
カ
や
白アリ
長持ち
住まいが

Shinminato
本社／射水市松木812-1 TEL.0766(82)2859
ISO14001 認証取得 構造物解体業・一般区域貨物運送・土木重機工事
産業廃棄物処理業・床下調湿材
（萬金炭）
製造販売

建物解体
（商標登録）

本

社／射 水 市 沖 塚 原134

とやまリサイクルセンター／富山市坂下新字上中島26

空屋相談

TEL
（0766）84‒3333㈹
TEL
（076）434‒2271

お届けします 〝快適で安全なくらし〟

発行／

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

有限会社

イーシーエム

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

運転手、清掃作業員等（正社員／パート）募集してます！

〒934−0056 富山県射水市寺塚原344

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。

0766−82−7764

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

☎0766-84-6648（担当：又川まで）

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

