EARTH “人と地球にやさしく”
をテーマにアースクリーン21がお届けするコミュニケーションマガジン
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射水市全地帯と富山・高岡市の一部地域に配布

巻頭特集

里山マウンテンバイク
ツーリズム実行委員会
射 水 なう
「SDGs」がコンセプトの

富山湾しろえび倶楽部
いみずのエコ活

自社一貫体制で、循環型社会に貢献

金原開発㈱
アップサイクル

売れない魚の再利用

ふぐ提灯

道の駅・新湊に設置

.
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里山の環境保全や安全のために、整備した道の
利用にあたっては規則やルールを設けている。

▲

▲

丸高木材

●

庄川

●

アースクリーン21●

―マウンテンバイクもお好きだった
のですか
○いいえ、まだマウンテンバイクに
乗り初めて 年もたっていません。
なんちゃってです。
でも自分の住む里山資本を活かし
た取り組みが創れないか？という事
を何年も考え続けていました。
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至高岡

井波

セレミューズ

至高岡

〒934‑0056 射水市寺塚原344

★クリーンセンター
アースクリーン21

―「里山マウンテンバイクツーリズ
ム実行委員会」は、どのような活動
をされているのですか
○立山、上市にある使われなくなっ
た登山道を再整備し『道』という里
山資本を活かした『道創り』から関
係人口を作っていこうとしています。
―マウンテンバイクを楽しむグルー
プではないのですか
○もちろん観光や遊びとしてのほか、
マウンテンバイクによる里山の『道
めぐり』を楽しみますが、それ以上
に『道創り』をとおして、地域の方
や地域外の人を結びつけてゆく事を
目指しています。

…… 平日のみの受け入れとなっております ……

お願い

電話 080‑8697‑4451 (担当 岩門まで)

有限会社 イーシーエム

1段 33,000円(税込)
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0120 84 6648

「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

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。

―なぜ、里山にマウンテンバイクな
のですか
○里山×マウンテンバイクは、地元
の方々と雑談をしていて出たアイデ
アです。おもしろそうだと思った私
は、すぐにマウンテンバイクを買っ
て長野の有名なコースに体験にいき

（縦45㎜×78㎜）

《お問合わせ》

（縦45㎜×158㎜）

1回 16,500円(税込)〜 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）。

●

―里山への新しい試みですね。
○既存の林道とこれから復活される
トレイルをかけあわせ、マウンテン
バイクという最新のテクノロジーを
活用することで、今まで実現できな
かった、全く新しい里山の楽しみ方
が生まれます。
―里山への思い入れがおありですね
○私は妻と子どもの 人で埼玉から
立山町に移り住みました。ゆったり
とした自然の流れとともにある里山
暮らしを地域から毎日プレゼントし
てもらってます。
その一方で、山林の荒廃、少子高
齢化がどんどん進み、この暮らしを
子供達に渡すことができないという
強い危機感をもっています。

?

●

半段 16,500円(税込)

当社クリーンセンターへ

2

?

粗大ゴミ・不燃物は

?

?
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里山の懐かし未来は

▲

▲雨の日も風の日も休まず朝4時から5時頃に山に入り、
毎日2時間かけてノコで藪を切り開き、1日に7、8m
ほどの道をつくり続けた。元サラリーマンの佐藤さん
にとっては大仕事で、作業を終えると手がパンパンに
張って震えてきたそうだ。写真は整備前の道と整備後。

佐藤さんが開拓した「大観峯トレイル」は、１９７０年代に立
山黒部アルペンルートが開通するまで観光・レジャーで賑わっ
た標高 ｍの大観峯展望台への道。上市町柿沢から展望台まで
の約２㎞の道を、昨年の 月から半年かけて１人で整備。写真
は佐藤将貴さん。
今後の道づくりは「四谷尾・谷口・虫谷トレイル」、
「吉峰トレイル」など、全部で5本を整備する予定。
写真は登山道を調査するために調べた村誌。
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5

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

▲

ました。これが実に楽しくて、これ
なら、今までにない新しい里山の未
来が創れると確信しました。

バイクに乗り巡ってもらって、里山
×マウンテンバイクの可能性を体験
して頂きました。

※「里山マウンテンバイクツーリズム実行委員
会」代表の佐藤将貴さんに話をお聞きしました。

―今後の展開はいかがでしょうか？
○関係人口としての『道創り』＝
『線』をつくりながら、地域の観光
資源『点』と連携したレンターサイ
クルやローカルツーリズムを計画。
そして次は「Ｅマウンテンバイクで
しか行けない里山秘境の活用」を実
現したいと考えています。

―すごいですね。
○いえいえ、本当に想いだけで突っ
走り、沢山お叱りを受けながらやっ
てます。
ただ、何もやらなかったときより
も、今は話をちゃんと聞いて頂ける
ようになりました。

―昔の道が必要な理由は
○僕の住む里山にはかつての立山信
仰で使われた参拝道があります。今
は使われなくなり藪化しています。
単にマウンテンバイクを楽しむため
に道を復活させるのではなく、その
地域の歴史＝ストーリーを『道創
り』に取り入れる事で『意義』や
『意味』が生まれます。それこそが
価値＝ブランドになるからです。

―そして行動を起こされました。
○まず、大正時代の村誌や地理院の
地図資料から昔の山道を調べ、実際
に山に入って道の痕跡を見つけ、行
政や地区の方などに了解を得ること
から始めました。

持続可能で みんなが楽しめる！
▲体力を消耗せずに起伏に富んだ里山を移動
できるEマウンテンバイクは、山歩きと比
べて大幅に山のなかでの行動範囲が広がる。
Ｅマウンテンバイクは、オ
フロードや坂道の走行だけ
ではなく、舗装された一般
道も走れる。市街地と里山
の垣根を無くした環境にや
さしい乗り物。

立山町上東地区で、旧登山道を整備
してEマウンテンバイクが走れる道
をつくり、その管理・運営などを行
う組織。2020年10月に佐藤将貴さ
ん(38歳)が発起人となって誕生。会
員10名。また、佐藤さんは2014年に
家族で立山町上東地区に移住し、
一棟貸し民宿『埜の家』の支配人。

▲

「里山マウンテンバイクツー
リズム実行委員会」の具体的
な計画などは、ネット上でも
公開されている。写真は『大
観峯山頂』から望む立山連峰。

―「大観峯トレイル」を一人で整備
されました。
○夢を語るだけでは誰も話を聞いて
くれません、だから一人でできるこ
とを始めました。

●「里山マウンテンバイク
ツーリズム実行委員会」●

?

―まるで冒険ですね。
○まず、自分の手で一本の道を切り
開き、 万円ほどの電動アシスト付
きマウンテンバイク＝Ｅマウンテン
バイクを買いました。そして役場や、
地元の方々に復活させた道を一緒に
歩いてもらい、林道をＥマウンテン
50

ローカルツーリズムやレンタル事業用
に必要な10台のEマウンテンバイク
を、クラウドファンデングで資金調達。
▲
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○「ＳＤＧｓ」がコンセプト
“富山湾の宝石”白えびの漁
場は、全国でも庄川と神通川
の沖合の ヶ所だけです。希
少性が非常に高く、漁期は
月～ 月、年間約 トン水揚
げされています。
新湊の白えび漁の若手漁師
名が、昨年 月に「持続可
能な社会」を目指す「ＳＤＧ
ｓ」をコンセプトに『富山湾
しろえび倶楽部』を立ち上げ
ました。
同倶楽部発起人の縄井恒さ
んは、「北陸新幹線の開業時
は、特需により高騰した白え
びが、近年は一転、信じられ
ないほどの下落をするなど、
これでいいのかと思った」の
が、同倶楽部発足のきっかけ
2

500

になったそうです。
そして、もっと地域社会や
消費者と向き合って、「白え
びを通して、みんなと一緒に
持続可能な社会 Ｓ( ＤＧｓ へ)
と歩んでいく必要を感じた」
とのことです。
○プール制で「持続可能な漁
業」
新湊の白えび漁はプール制
をとっているなど、もともと
「ＳＤＧｓ」にかなった漁業
です。漁は 班に分かれて
日おきに操業。全体の漁獲量
を調整しながら水揚げ金額を
プールし、各船に均等に分配
する仕組みです。
その結果、競争による乱獲
を防ぎ、資源や市場の動向を
2

1

1

大型車両の架装、ボディに関することなら、
お気軽にご相談ください！

☎0766-84-6648（岩門まで）

まずはお気軽にお問合せください。

株式会社 双葉商会サービス工場

〒934‑0056 射水市寺塚原809‑1

電話 0766‑84‑1234

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。

○特装車の架装及び修理・メンテナンス、出張修理作業
○部品の販売、各種中古車の取扱い

運転手、清掃作業員等（正社員／パート）
募集してます！

サービス工場

確認しながら計画的に操業が
できます。つまり、新湊の白
えび漁は、自らの手で水産資
源を維持、回復させるための
適切な漁業、「持続可能な漁
業」を行っているわけです。
ただ、このような時代を先
取りした取り組みが、あまり
一般に知られていません。
そこが問題だと縄井さん。
今後は「私たちが持続可能な
漁業をしていることを知って
もらい、新湊の白えびを選ぶ
ことは、資源保護、海洋保全
を間接的に応援することにも
つながる」といった考え方で、
白えびファンを増やしていき
たいそうです。
○サステナアワード大賞
「味わい」「体験」「参加」
をテーマに活動する同倶楽部
は、昨年 月から「白えび漁
観光船」事業を始めています。
白えび漁は 日交代で操業
しているので、漁を休業して
いる漁船を観光船に使、投網
作業や水揚げ作業を船上から
見学するものです。地元の宿
泊や飲食など地域経済への波
及効果も狙っています。
そして昨年は「サステナア
ワード２０２０ 伝えたい
日本の”サステナブル”」に
応募し、見事「サステナアワ
ード大賞 つ
( かう部門 」
) を受
賞しました。
これは農水省・環境省・通
7

「SDGs」がコンセプトの
『富山湾しろえび倶楽部』
7

なう
11

射水
3

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。

プロデュースバッグ

昨年、環境省が食べ残しを持ち帰る「ド
ギーバック」に代わる呼び名を公募し、
「mottECO」に決
定。「もっとエコ」
と「持って帰ろう」
のメッセージを込め
たもので、食品ロス
削減の合い言葉にし
たいものです。

スーパーのレジ付近
に置かれたロール状の
薄いビニール袋の代替
として、「プロデュー
スバッグ(農産物を入
れる袋)」の持参を推
奨しています。
ビニール製の袋でも、繰り返し何回も使
える袋などを使用します。

飲み残しの「ビール」
残ったビールは、カ
レーや漬物に入れると
コクが出るほか、肉に
漬けると柔らかく、天
ぷらの衣に加えるとカ
ラッと揚がります。ま
た、キッチンや床、そ
れに食品を扱う冷蔵庫の庫内のふき掃除に
も使えて重宝します。

麦茶は「保温ポット」
冷蔵庫のドアを開け閉めすると、庫内か
ら冷気が逃げ、電気を余分に使います。麦
茶を飲む夏は開け閉
めの回数も増えがち
になります。そこで
冷蔵庫で冷やした麦
茶を保温ポットに移
し替えて飲むように
します。

○富山湾しろえび倶楽部
事務局
射水市八幡町 丁目
１１００番地
新(湊漁業協同組合内 )
電話 ０７６６ ８-２ ７- ０７

mottECO（もってこ）

産省の合同プロジェクトで、
持続可能な生産と消費を広め
るために、優秀な取り組みを
表彰するものです。新湊の白
えび漁はその最高賞に輝き、
同倶楽部にとっては幸先のよ
い船出となりました。

きょうから始める

1
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いみずのエコ活
自社一貫体制で、循環型社会に貢献

く分別しながら取り壊してい
ます。それを同社の高度な中
間処理技術によって徹底的に
リサイクルを進め、最終処分
のゴミを極力出さないように
努めています。平成 年には、
ダイオキシン対策をクリアし
た県内最大級の「産業廃棄物
焼却炉」を導入しています。
また、家やビルなど建物の
解体作業では、周辺の方々に
迷惑をかけないよう、細心の
注意を払っている一方で、解
体跡地は、“稲穂が豊かに実
る大地”に復元する心意気で、
きれいな更地に戻しています。
14

環境にやさしい産業廃棄物焼却炉

ントが稼働しています。平成
年には日本初の「連続還元
炭化装置」で廃木材から床下
調湿材「萬金炭」が生まれて
います。
ほかにも廃瓦から花壇や家
まわりに敷き詰める「瓦砕
石」、廃コンクリートは「リ
サイクル砕石」にして舗装な
どの路盤材に使われています。
ガラスやプラスチックなども
同様に再資源化が図られてい
ます。
同社の総務部長・大窪俊昭
さんは、「国際的な目標であ
るＳＤＧｓ 持(続可能な開発
目標 は)、私たちの企業姿勢
や活動と共通なところが多
い」ことから、今後はＳＤＧ
ｓとの整合性もとっていきた
いとしています。
そして社長の山下さんは、
「建物廃材をリサイクルする
のは大変なことですが、地域
の環境課題解決のために、こ
れからも真っ正面から向き合
っていきたい」とのことです。

神経痛、肌荒れ、
アトピーなどにも

0120−84−6648

別府温泉・湯の花精製小屋

CO.,LTD

KANAHARAKAIHATSU
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○数々のリサイクル
住宅やビルなどの解体では、
木材や瓦、コンクリート、ア
ルミサッシ、ガラス、外壁材
など、さまざまな素材のゴミ
が出ます。
このような建物廃材を再資
源や製品にリサイクルするた
めに、金原開発の中間処理施
設では、「混合物選別プラン
ト」や廃木材用「チップ工
場」など、 種類ほどのプラ
10

解体見積
住宅・空家の解体など何でもご相談ください

金原開発㈱

本社社屋

○家やビルの解体を
『金原開発㈱』の社屋や車
のカラーは、上部が黄金色
金( 、)下部が緑色 原(っぱ で)
す。「これは社名の“金原”
を表しているとともに、稲穂
が実る大地をイメージしてい
ます」と語るのは、同社社長
の山下章さん。
昭和 年に「運送業」から
スタートした同社は、その後、
家やビルなど「構造物の解
体 」、「 産 業 廃 棄 物 の 中 間 処
理」
、
「リサイクル」の各工程
を自社一貫体制で整え、資源
循環型の事業展開で地球環境
の課題に取り組んでいます。
建物を解体する際も、細か
40

◆構造物解体工事・土木工事 ◆運送・収集運搬 ◆産業廃棄物中間処理 ◆リサイクル製品製造・販売

無料

夏の入浴こそ、ヤングビーナス 別府温泉
湯の花エキス配合

A-30 ¥3,300（税込） ポリ容器（1,500g入り）
もございます。
お得な詰替用（2,200g 3,300円（税込））

・あせも、湿疹、アトピー、神経痛に効果があります。
・温泉の天然ミネラルを含んだ別府温泉の湯の花を精製した 湯の花エキス を配合 !
・イオウを含まないので風呂釜、浴槽を傷めることはありません。
・有効成分が温浴効果を高めます。保温持続力、お肌ツルツル感をお楽しみください。

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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トまで出すほどで、大阪観光に
欠かせない存在だった。
現在、シマフグやハコフグ、
ハリセンボンなど、数種類のフ
グ提灯がつくられている。作り
方はいたってシンプル。身をく
り抜いたなかにもみ殻をつめて
形を整え、 週間ほど天日干し
にしたあと、もみ殻を抜いて仕
上げる。
今も昔と変わらず夏場に製作
し、フグの旬の冬に注文が多く
なる。体長 センチほどで 万
円前後とのことで、ネットでも
購入できる。
ご当地の下関ではフグのこと
を、幸せをよぶ“福”にかけて
「ふく」と読んでいることから、
ふぐ提灯も贈答品に喜ばれてい
るそうだ。

射水市本開発550番地

アップサイクル
どうもそんな理由からではない
ようである。
下関でフグ提灯を最初に始め
たとされるフグ仲卸会社「酒井
商店」によると、「冬場が中心
のふぐ仲卸業の夏場の副業にと
考案」したそうだ。
昔からフグの旬は冬とされ、
夏はフグが捕れてもあまり需要
がない。売れないからと捨てる
のはもったいないと、塩乾物に
せず、提灯に加工された。ここ
が面白いところだ。
その後、下関のお土産品にと
とまらず、山口県のシンボルと
して定着し、「富山県 売
=薬」
のイメージのように、全国に浸
透した。
また、昨年の秋、コロナ禍の
なかで惜しまれつつ閉店した大
阪のフグ料理店「づぼらや」。
この店頭に巨大なふぐ提灯の看
板が懸かっていたが、これなど
も下関のふぐ提灯が存在してい
たからこそ生まれたものだ。
閉店にあたって松井一郎大阪
市長が、看板が無くなるのは
「非常に残念」といったコメン

お届けします 〝快適で安全なくらし〟

TEL (0766)55-1373 FAX (0766)55-2315
http://www/shinko-seiso.jp/

新 高 清 掃 株式会社

売れない魚の再利用
「ふぐ提灯」

近年、付加価値を高めてリサ
イクルする“アップサイクル”
が一般的にも広がりをみせてい
る。消防ホースを再利用した
「フォイヤーウェア」、廃タイ
ヤを使った「ＳＥＡＬ」など、
いずれもバッグ類に製品化され
て高い人気を誇っている。
新しい取り組みのようにみえ
るアップサイクルだが、実は昔
からいろいろと行われている。
その代表的なものの一つが、下
関の伝統工芸品「ふぐ提灯」で
あろう。
タヌキのはく製を魚のフグに
置き換えたような逸品だ。魚の
皮など昔は商品価値もなく、そ
れを再利用した、と思いきや、

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
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あなたの身近をきれいに！

・葛に抹茶を煉り
込んで、すっきり
とした食感の
「葛抹茶」

夏のデザートに

７月号

菓子処

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」

塚原小学校●
至新湊市街

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

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

●
タカギ
セイコー

Shinminato
本社／射水市松木812-1 TEL.0766(82)2859

有限会社

イーシーエム

〒934−0056 富山県射水市寺塚原344
0766−82−7764
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

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

発行／

入れ歯でお困りの方は、
一度お越しください。

新湊ゴルフ
●ガーデン

コンビニ
● 8

至高岡

姫野タイヤ商会

当社

国道 号線

タイヤのことならタイヤ専門店におまかせ！

コンビニ●

至富山

JA新湊給食センター●
なかごし●

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

