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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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自然とエコの家づくり

有限会社カク
アップサイクル

海洋プラスチックごみから

ジョギングシューズ

▲

年 月創刊の「二上山の
自然を守る会」機関誌「二
上山」。現在 号を数え、
守る会の活動や二上山への
思いなどが綴られている。

●

アースクリーン21●

井波

セレミューズ

至高岡

44

―そのような情熱は、心のふるさと
二上山を守り、「そこねることなく
子供たちに伝えたい」という切実な
思いからでしょうね。
○その後、社会的な風潮も開発一辺
倒ではなく、自然保護や環境保全に
も目が向くようになってきますが、
二上山は私有地がほとんどです。昔
と違って山は生活との関係が薄れる
と荒廃が進んでいきます。これはど
この里山でも同じ問題だと思います。

至高岡

庄川

丸高木材

●
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―「二上山の自然を守る会」は、随
分と古くから活動をされていますね。
○守る会発足の趣旨書に、行き過ぎ
た経済発展や社会開発によって「自
然を著しく失いつつあるという現状
は何といっても残念なこと」である
とし、広く市民に呼びかけて 年
月 日に結成しています。
― 年代というと、団塊の世代が
歳代を迎え、活気があって経済成長
も著しく、社会が大きく変化した時
代です。
○ 年代は一方で、反公害運動が高
まった時期で、 年に能登半島と一
緒に二上山が国定公園に指定されて
います。また、二上山万葉ラインの
建設、産業廃棄物の不法投棄、大規
模な土砂採取、各種施設の建設計画
など、いろいろな問題もありました。
二上山にとっては非常に慌ただしい
時代だったと思います。

★クリーンセンター

▲

▲

―そのような中で、「二上山の自然
を守る会」は変化をしてきました。
○ 年に守る会が高岡市と環境美化

射水市本町2ｰ14ｰ2

〒933-0207 射水市白石970

アースクリーン21
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美化パトロールと清掃

酵素パック使用
新スペシャルエステコース
おすすめ !!
¥3,300円～

プロが選ぶ、バン・小型トラック専用スタッドレスタイヤ

1975
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草刈り・清掃作業は、会員
の高齢化で年々難しくなっ
ているが、「自分たちのや
れる範囲で長く続けたい」
とのこと。

…… 土曜日は午前のみ受け入れています ……

お願い

当社クリーンセンターへ

7
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☎0766-82-2771

新港

〒934-0092 高岡市中曽根116-1

73

新湊中央薬局

パンク修理、
タイヤ交換は当店へ

新港

簡単 早い キレイ!

新港タイヤは
働く車を応援します

0120－84－6648

☎0766－83－0365

本社

至富山

クリーンセンター

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。

標高274mの二上山は、古くから神の山
として崇められ、また万葉ゆかりの地。
春は桜、秋は紅葉の名所で、山腹・山頂
をめぐる二上山万葉ラインには、守山城
跡、大伴家持像、万葉植物園、平和観音
像、仏舎利塔、平和の鐘などが点在。豊
かな自然の中に遊歩道も整備されている。
2019

「二上山の自然を守る会」
は、美しい二上山の環境保
全の功績が認められ、 年
に富山県県土美化推進会議
より表彰される。
▲
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―守る会として、どのような活動を
されてきたのですか。
○二上山を定期的に巡視 現
( 地実態
調査 し
) 、それに基づいて市や県へ
の要望書の提出、産業廃棄物の不法
投棄企業との交渉、環境庁への陳情、
自然保護問題に関する市民へのアン
ケート調査、さらには「二上山の自
然を考えるシンポジウム」の開催、
遺跡・史跡の調査など、実に多岐に
わたって活動をしています。

粗大ゴミ・不燃物は
2008

「二上山の自然を守る会」
会長の川田正信さん。
▲

お住いの屋根・外壁塗装工事

▲

事務所/高岡市五十里2551

▲

▲

会員同志の親睦も深めている。

り
見積も
無料

「二上山の自然を守る会」

などを実施。二上山登山を行うなど、

活動の提携を結び、定期的に二上山
の「美化パトロール」を始めるよう
になります。

―美化活動の一環として、草刈りも
されています。
○国道 号・海老坂側の二上山万葉
ライン口の草刈り・清掃を行ってい
ます。年に 、 回実施しています
が、高齢化によって参加できる人が
年々減っているのが現状です。そん
な中で、地元の小学校や保育園、そ
れに高岡高等支援学校などの先生方
や、国土交通省高岡出張所の職員な
ども清掃作業にご参加いただいてい
ます。

化点検パトロール、草刈・清掃活動

※「二上山の自然を守る会」会長の川田正信さんに話を
お聞きしました。

名。二上山の自然を守る目的で、美

―パトロールは数人が一組で、歩き
ながらチェックをしていくわけです
か。
○そうです。不法投棄をはじめ、倒
木や落石・崖崩れなど危険な箇所の
チェックをし、市当局に報告、改善
につなげるものです。当時の資料に
よると、城光寺から登って城光寺の
滝、家持像へ行き、そこから弘源寺、
頂上へ登って、さらにキャンプ場へ
たどるコースで巡視をしています。

4

―今後、二上山はどのような山であ
って欲しいとお考えですか。
○もっと二上山の自然にふれて頂き
たいものです。特に遊歩道をできる
だけ多くの方に使ってもらいたいと
思っています。そのために私たちは
頑張っていきます。

3

1972年に発足し、現在は会員数110

年の「不法投棄防止モデル
地域での重点パトロール」で
回収された投棄物。タイヤか
ら家電、家具など、生活のあ
らゆる製品が二上山に捨てら
れている。

二上山といえば万葉ライ
ンのイメージが強いが、
遊歩道も無数に巡らされ、
健康志向を背景に近年は
利用者が増えている。

―それが現在の二上山万葉ラインの
パトロールに受け継がれているわけ
ですね。
○今は 、 人が 組になって 月
から 月まで 回の「美化・点検パ
トロール」を実施しています。また、
二上山万葉ラインは「不法投棄防止
モデル地域」に設定されていること
から、守る会と県、市と一緒にパト
ロールや不法投棄物の回収を行って
います。
4

―実際にパトロールをされていかが
でしょうか。
○案内板が倒れて機能していない、
路肩が崩れて大雨が降ると危険、遊
歩道が通行止で利用できない、展望
台の手すりが壊れているなど、いろ
いろと問題箇所が見つかります。

話/0766-22-4950(川田さん)。

電

1

2400

▲

二上山万葉ラインのパトロール
は、海老坂口を出発して1、2
時間かけて伏木側へ向かうもの
で、4月～11月まで8回実施。
冬が訪れる前には、「二上山の
目視巡視」も行われている。写
真は展望台。
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【二上山の自然を守る会】
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▲

清掃作業には、会員以外の一
般の方の特別参加も大歓迎。
また、千保川堤防 平方メー
トルの草刈りも行っている。

二上山からの眺め

○手作りで「ふれあいの丘」
１９９４年 月に大島中央
公園が完成し、その年の 月
に、ボランティアグループ
「大島中央公園ふれあい仲
間」が誕生しています。翌年、
同グループによって園内に山
野草や樹木を植栽した「ふれ
あいの丘」が造られます。
同グループ会長の長谷川照
男さんによると、「花壇の石
を拾い、耕運機で耕して肥料
を施すなど、仲間がみんなで
土づくりから取り組み、雪割
草やスミレといった山野草を
種類ほど植えた」そうです。
これらの山野草は会員が持ち
寄ったもので、通称”山野草
の丘”として親しまれてきま
した。
9

それから 年以上の歳月が
流れ、「ふれあいの丘」は小
さな森を形成していますが、
今でも 種類ほどの山野草が
訪れる人々を楽しませていま
す。

お届けします 〝快適で安全なくらし〟

らなかった」と長谷川さん。
現在の会員数は高齢化の影響
もあって 名ほどになってい
ます。
２００１年には、長年の環
境美化とアルミ容器の資源回
収が認められ、食品容器環境
美化協会から表彰を受けてい
ます。
また、同グループは「射水
市アダプト・プログラム 里
(
親制度 」
) にも参加していま
す。この制度は、公園や道路
といった公共空間の里親にな
って美化、保全を行うボラン
ティア活動で、市内の個人や
企業、団体が参加しています。

富山県射水市鏡宮296

25

○みんなで春山や秋山へ
山野草の愛好家グループで
ある「大島中央公園ふれあい
仲間」は、これまで様々な活
動を行ってきています。
かつては毎年「山野草展」
が開かれ、花の育て方や管理
の仕方などの談義に花が咲き
ました。また、「大島まつ
り」や「射水市農業産業まつ
り」といったイベントでは、
手作りによる飲食の模擬店を
出すなど、仲間で祭りを盛り
上げたりもしました。
そして、五箇山や白山など
への「春・秋山ウオッチン
グ」は現在も行われ、会員に
とっては楽しみな行事となっ
ています。今年は新型コロナ
ウイルスの影響で中止になり

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

TEL

0766-83-0111

〒934-0049

http://shinminato.co.jp/

展示コーナー
新湊食堂
レストラン
ファストフードコーナー
特産コーナー
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○公園の清掃活動
仲間みんなで造った「ふれ
あいの丘」で、水やりや草引
き、雪囲いの設置などをして
いくうちに、公園全体をもっ
と美しくしようと、ボランテ
ィアで園内の清掃活動に取り
組みます。遊歩道をはじめ、
公園内の草引き、落ち葉拾い、
空き缶拾いなどの作業です。
「当時は会員が 名ほどと
多かったことから、広い園内
の清掃もそれほど時間がかか
80

大島中央公園
ふれあい仲間
6

なう
射水
60

▲仲間と「ふれあいの丘」づくり

「フードドライブ」は、家庭に余ってい
る食品を持ち寄って寄付し、それをフード
バンクなどを通して
福祉団体や施設、生
活困窮者といった、
必要としている人に
届ける活動で、社会
支援と食品ロスを減
らす取り組みです。

靴下を洗う際は、
裏返してネットに入
れますが、これは洗
濯槽で衣類とからま
り、はき口部のゴム
糸が伸びたり、表地
がすれて痛むのを防
ぐためです。ゴム糸は特に劣化しやすいの
で、はき口部分を上にして陰干にします。

パンの留め具

買い物エコ

食パンの袋などに使
われているプラスチッ
ク製の留め具(バッグク
ロージャー)。この小さ
な留め具を、電源タッ
プのコードに通して、
「テレビ」「パソコ
ン」「DVD」などの用途を識別するタグ
として利用できます。

「買い物は、必要な時に、必要な量」を
モットーに、出かける前に冷蔵庫のなかを
確かめて、買う食品
をメモして出かけま
す。お店の行き帰り
の移動には、健康づ
くりも兼ねて、徒歩
か自転車を利用しま
しょう。

● 「大島中央公園ふれあい仲間」

靴下は洗濯で長持ち

ましたが、心はすでに来春の
ウオッチングに向いています。
長谷川さんは、「これから
も仲間との交流を深めながら、
地域のお役に立てるよう努め
ていきたい」とのことです。

フードドライブ

長谷川さん
090-2377-9017(
)

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。

/

エコ ＆ エコな暮らし

問い合わせ 電話

きょうから始める

▲「春山ウオッチング」では、草
花の好きな仲間が意気投合

▲みんなで公園の草引き作業

▲大島中央公園の遊歩道

入れ歯でお困りの方は、
一度お越しください。
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

いみずのエコ活

(担当 岩門まで)

イーシーエム

自然とエコの家づくり

〒934-0056 射水市寺塚原344
電話 080-8697-4451

《お問合わせ》

▲

▲

1段 3万円(税別)

有限会社

（縦45㎜×158㎜）

カ ク

（縦45㎜×78㎜）

・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

半1段 1.5万円(税別)

地震の際に家の揺
れ方と地盤の揺れ
方に違いが生じる
が、砕石パイルは
その揺れに追随。
右がセメント柱状
杭や鋼管杭。

1.5万円～ で、射水市の全世帯へ。広告制作費も 無料!

格安!

検索

有限会社カク

0120-488-548

TEL0766-82-1327・FAX0766-82-1328・
射水市沖塚原724
kaku@w-itaru.com

断熱性、吸湿性、吸
音性に優れ、人や環
境にやさしい「デコ
ス ド ラ イ 」。 「 エ コ
プロダクト大賞」や
「地球環境技術賞」
など、数多くの賞を
受賞。

そして住宅の「夢ハウス」
は、柱にスギ、梁に米松、床
に赤松と、天然の無垢材を贅
沢に使っているほか、断熱材
に木質繊維を壁面などに吹き
付ける「デコスドライ」を採
用しています。これは断熱材
でも無垢の木と同じような性
質があり、高い断熱性に加え
て、防音性と吸放湿性も兼ね
備えています。
その結果、結露やカビの発
生を抑え、ホルムアルデヒド

100

がありますが、「 HySPEED
工
法」は、地震の揺れに柔軟に
追従して持ちこたえる仕組み
です。しかも天然砕石 ％な
ので、将来、建物を解体して
も産業廃棄物にはなりません。
また、地震の揺で地盤に液
状化が起きた際は、砕石の隙
間から水だけを地上へ逃がし
て不同沈下を防ぐので、液状
化の恐れのある土地では心強
い工法です。
工法は、
この「 HySPEED
富山・石川両県で「一昨年は
件、昨年は 件と、着実に
施工実績を伸ばしています」。
これも近年の大地震で、実際
に被害が少なかったという裏
付けがあるからです。
350

やＶＯＣ 揮(発性有機化合物 )
によるシックハウス症候群の
問題も発生しません
和田さんは特に「遮音の必
要なお宅は、『デコスドライ』
が絶対に喜ばれる」と、太鼓
判を押します。木質繊維層で
音を確実に吸収するので、屋
外の騒音対策や室内の音が外
に漏れるのを抑えてくれます。

320

○調湿・遮音もする断熱材
基礎と土台の間にパッキン
をはさんで隙間をつくり、床
下換気を促す技術が普及して
います。このパッキンに減震
機能をもたせたのが同社の
「ＵＦＯ Ｅ-」です。「どう
せパッキンを入れるなら地震
対策も」と、選ばれています。

有限会社 カク

HySPEED工法
PERFECTパイル

天然砕石パイル工法
施工代理店

有限会社
○地震の液状化に強い
「家は自然素材とエコが大
切です。それが家族の安全や
健康につながる」と語るのは
㈲カク」の社長・和田格さん
です。
その同社では、家づくりの
要である地盤の改良に
工法 ハ(イスピー
「 HySPEED
ド 砕/石パイル工法 」)を採用。
地中に直径 ㎝前後の垂直の
穴を掘り、そこへ天然砕石を
詰め込んで石柱 パ(イル を)造
るもので、これを何本も基礎
の下に設けて地盤改良をしま
す。
一般のセメント柱状杭や鋼
管杭による地盤改良では、地
震の揺れに耐えられないこと

「㈲カク」代表取締役の
和田格さん。

45

夢ハウスパートナー

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。

創業、開店…小さな会社を応援!!

・広告、販促の知識がなくてもOK。
・広告、販促の知識がなくてもOK。
・お店や会社に合った
・お店や会社に合った
広告展開から制作までご相談(無料)。
広告展開から制作までご相談(無料)。
・各種教室、趣味のサークルにもご活用を。
・各種教室、趣味のサークルにもご活用を。

「ECOだより」広告募集

▲

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。

や水着にも「 adidas x
」モデルを展開してい
Parley
る。
海洋プラスックごみから再生
した素材は、足の甲を覆うアッ
パー部に使用され、シューズ
足当たり、ペットボトルにして
本ほど使われているとされる。
生産量は年々増え、本格的な
販売が始まった２０１７年に
万足だったものが、翌年に
万足、昨年は 万足を超えた
といわれている。
機能面もまったく問題がない。
ネットで「フルマラソンを 回
走ったがまだまだ使える」とい
ったコメントをみかけるほか、
ウェアはスペインのレアルマド
リードやドイツのブンデスリー
ガーなど、サッカーチームのユ
ニホームに採用されているほど
だ。
プラスチックは、毎分トラッ
ク 台分が海に捨てられている
とされ、世界的に海洋プラスチ
ックごみの問題は深刻になって
いる。２０４８年までに海の中
は、魚よりプラスチックごみの

ほうが多くなるとさえいわれて
いる。
アディダスでは、２０２４年
までにすべてのポリエステルを
リサイクル素材にする計画であ
るのほか、 ％リサイクル可能
な画期的なシューズ「フューチ
ャークラフトループ」を来年販
売する予定にしている。
これは、製造から使用後の回
収、再生産までをトータルに設
計した資源循環型のシューズで
ある。また、リサイクル素材で
作られたシューズであっても、
トップ選手の力を引き出す品質
を確保するとしている。まさに
「ゴミにならないシューズ」の
登場だ。

海洋プラスチックごみから
「ジョギングシューズ」

スポーツ用品大手の「アディ
ダス」が、２０１６年に海洋環
境保護団体・パーレイ・フォ
ー・ジ・オーシャンズ パ(ーレ
イ と
) 共同で、ジョギングシュ
パー
ーズ「 adidas x Parley(
レ イ 」) モデルを発売して大き
な話題を呼んだ。
海洋プラスックごみからス
ポーツシューズを作ったもので、
パーレーが世界の海岸などから
プラスチックごみを回収して糸
や繊維に加工し、それをアディ
ダスがジョギングシューズに仕
上げて全世界で販売。現在はシ
ューズに加えてスポーツウェア

100

※参考：アディダスジャパンのサイト
海岸に流れ着いた漂着プラスチック
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▲アディダスのパーレーモデル
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