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高岡テクノドーム

車でお越しの際は、エコドライブ&乗り合わせで

とやま環境フェア開催委員会
（富山県、高岡市、環境とやま県民会議、公益財団法人とやま環境財団）

主　　催 公益財団法人 とやま環境財団
☎076-431-4607　［開催期間中］ ☎0766-26-5151

お問合せ

ご来場には、公共交通機関を
ご利用ください。
●バス乗り場のご案内（高岡駅より）

●北陸新幹線（新高岡駅より） 徒歩約10分

とやま
フェア2016環境

とやま
フェア2016環境

水と緑に恵まれた快適な環境をめざして
～ 未来につなごう！ エコなくらし ～
Ｇ７富山環境大臣会合の成果を次の世代へ

2016年
10月15日土 10：00～

17：00 16日日 10：00～

16：00

高岡テクノドーム 高岡市二塚322番5　☎0766-26-5151

家庭での食品廃棄物の削減につながる、
エコ・クッキングを学ぼう！

エコ・クッキング体験ブース

イベントスケジュール
10月15日土

9：50
10：10
10：30
12：30
13：00

13：30
15：00
15：40

開会式
いずみ幼稚園和太鼓演奏

富山県ごみゼロ推進県民大会

カターレ富山ダンスチーム「Leap-Blue」ダンス披露

生きもの保護の取組み発表

志貴野中学校自然科学部、舟橋小学校

らんま先生のエコ実験パフォーマンス

和田朝子舞踊研究所 バレエ披露

出展者による親子向けプレゼン

ピエロのパット君と共演

10月16日日

10：10
11：00

12：00

13：00
14：00

14：30

ピエロのパット君のコメディショー

NHK富山放送局 木地智美気象予報士と学ぶ

「富山県の将来の天候」

（環境省 中部地方環境事務所 主催）

電影紙芝居
エコロジーシアター 「季節はずれのサンタクロース」

シャボン玉おじさんナナイロさんステージショー

「星が作り出す宇宙の美術館 とやまの星の魅力」

富山県天文学会会長

電影紙芝居
エコロジーシアター 「季節はずれのサンタクロース」

き　 じ　とも　み

元気!
　笑顔!
　　勇気!

みんなで

こころをひとつ
に

演奏します♪

子供にもわかる

ビックリなマジック!!

サンタクロースと

子供たちの

心あたたまる物語

カターレ富山ダンスチーム 「Leap-Blue」

（C）KATALLER TOYAMA

電影紙芝居

いずみ幼稚園

和田朝子舞踊研究所

シャボン玉おじさん

ナナイロさん

ピエロの
パット君 入場無料

エコを学んで体験して、スタンプを集めよう！
素敵なプレゼントがもらえるよ！

スタンプラリー

クラフト工作や省エネ実験など
体験ブースがいっぱい！

親子で体験コーナー

富山県の積雪の変化などを
木地智美気象予報士と学ぼう！

き　 じ　とも　み

富山県の将来の天候（16日）

学校での身近な生きものの保護活動を紹介します！

生きもの保護の取組み発表（15日）

会 場 ま で の ご 案 内

高岡駅南口1番のりば
「済生会高岡病院」行き

イオンモール南
（徒歩2～3分）

行き

高岡テクノドーム 又は
イオンモール高岡（構内）

高岡駅南口帰り

環境にやさしい
植物油インキを
使用しています。

会議室
イベント

新高岡駅

スポーツコア（北） 産業創造センター前

二塚（北）

北陸新幹線

至高岡駅

イオンモール高岡

A

B

C

高岡
テクノドーム

高岡テクノドームB

イオンモール高岡（構内）C

イオンモール南A

民間団体、企業、
行政の環境活動を

ご紹介します。

エコ活動

省エネ機器などを
ご紹介します。

エコライフ

10月16日日
10：00～12：00（2階会議室A）

プラネタリウム工作教室

工作などを
  通して、エコを
　　　体験しよう。

エコ体験

電気バス〝EMU〟に
乗ってみよう!!

高岡テクノドーム　　  イオンモール高岡

エミュー

水素自動車（ミライ）が来る！!
EV（リーフ）なども!

次世代自動車展示

エコゆうぐが大集結！
楽しく遊んで学べるよ！

エコゆうえんち



出 展 者 一 覧  （62団体・企業）

アドバンスクラブ
富山支部

エコ車検、エコ整備を通して、安全
と環境を守ります。

特定非営利活動法人
エコテクノロジー研究会
エコテクノロジーに関する研究会の
活動と会員を紹介します。

花王株式会社

花王は製品を使っていただく
皆さんと“いっしょにeco”を推薦
しています。

気象庁
富山地方気象台

地球温暖化「いま」と「これから」。

環境カウンセラーズとやま

環境関係のよろず相談を受け付け
します。　

環境省
中部地方環境事務所

環境全般に関し、機動的できめ
細やかに対応できる現場の組織
です。

関西電力株式会社
北陸支社

環境問題への先進的な取組みを
行い、持続可能な社会の構築に
貢献します。

高岡市市民生活部
環境サービス課

リサイクルとわたしたちのくらし
について、考えてみよう。

ＪＦＥマテリアル株式会社

富山の豊かな水に育まれ、レア
メタルのリサイクルで循環型社会に
貢献！

株式会社 高岡市衛生公社

あなたも身近に出来るリサイクルを！！
ゲームで遊んで楽しく学ぼう。

公益社団法人
食品容器環境美化協会

アダプトプログラムなど様々な
活動から環境美化の推進に努めて
います。

公益財団法人
とやま環境財団

身近なごみ問題から地球温暖化
防止まで。親子で楽しみ、学んで
ください。

高岡市市民生活部
地域安全課

高岡市内幼稚園・保育園における
グリーンカーテンなどの環境の
取組みを展示。

一般社団法人
立山黒部ジオパーク協会
高低差4000mロマン
－富山の中の、地球へ行こう－
立山黒部ジオパーク

中越パルプ工業株式会社
高岡工場

環境配慮製品である、竹紙・里山
物語の取組みを紹介します。

YKKグループ
（YKK株式会社／YKK AP株式会社)

YKKグループのエコ商品を見て、
ネームプレートづくりに参加してね。

LIBERTY

お片づけの先生が「捨てるから
はじめないお片づけ講座」を行い
ます。

富山水素エネルギー導入促進協議会

再生可能エネルギーを水素によって、
最大限利活用できる次世代の
水素社会の実現を目指します。

南砺市 エコビレッジ推進課

南砺市が取組むエコビレッジ構想に
ついて紹介します。

公益社団法人
日本下水道管路管理業協会
環境を守るやさしい下水道に関する
VTRやパネル展示及び特殊機械の
紹介をします。

日本曹達株式会社

水質を浄化し住みよい環境を守る
為の手助けをしております。

丸和ケミカル株式会社

独自配合による地力増強活性
バイオミネラルの開発を行って
います。

丸新志鷹建設株式会社

富山県産の杉間伐材を原料とした
木質ペレットを製造販売しています。

ハリタ金属株式会社

小型家電のリサイクル技術、希少
金属の回収技術を分かりやすく
紹介します。

株式会社松本建材

きれいな空気、きれいな水、豊かな
大地。地球環境の保全に取り組み
ます。

「とやま呉西圏域」
（高岡市、射水市、南砺市、氷見市、砺波市、小矢部市）

呉西圏域連携市における環境
イベントや環境の取組みを展示。

富山経済同友会

経済同友会の紹介と環境活動の
紹介パネルを展示します。

富山県工業技術センター

環境・エネルギー分野に関する
新技術の研究開発事例を紹介。

一般社団法人
富山県構造物解体協会

循環型社会の形成に向け、「分別
解体」して再資源化に努めて
おります。

公益財団法人
富山市ファミリーパーク公社
ライチョウを中心にファミリパークが
取り組む野生動物の保護を紹介。

富山県立高岡工芸高等学校
土木環境科・環境化学コース

高岡工芸高等学校、土木環境科・
環境化学コースの活動等を紹介
します。

富山県西部浄化槽保守点検業組合

パンフレットや清掃活動写真を
展示し、環境について考えましょう！

富山県生活学校連絡協議会

安心、安全、スリムな暮らしを目指し、
環境・消費者問題等を考えます。

富山県消費者協会

消費者市民社会の実現をめざして！
クイズや実演、リフォーム作品の
展示等。

一般社団法人
富山県産業廃棄物協会

廃棄物撤去活動パネル展示等。

公益社団法人
富山県浄化槽協会

目では見えない「微生物」を
顕微鏡で見てみよう！！

富山県商工労働部
商工企画課

再生可能エネルギーの導入に
向けた取組みの紹介。

エコ 活 動
民間団体、企業、行政の
環境活動をご紹介します。

エコライフを楽しむ市民の会高岡

新聞紙を利用した野菜かごを
作って、一緒にエコライフを楽しみ
ましょう！！

一般社団法人
地域資源循環システム協会
地域企業・事業者に省エネ診断
受付。

株式会社ドウカンミツワ

ゆっくりと地球にやさしく自然に
かえそう。

北陸電力株式会社

お客さまと一体となり、地域社会と
ともに環境保全活動を積極的に
行います。

富山県生活環境文化部
環境保全課

富山のきれいな川や地下水、
エコドライブが実体験できる
ブースです！

富山県生活環境文化部
自然保護課

「生物多様性」について理解を
深めよう。

富山県環境科学センター

パックテストを使って台所から
出る水の汚れを調べ、きれいな
水を守る取組みを考えよう。

株式会社富山環境整備

ごみ処理から得られるものとは
何かを考えよう。

公益財団法人
環日本海環境協力センター
海岸漂着物を利用した「海の
ランプ」工作体験やアートの展示
などがあります。

地球温暖化防止活動推進員

地球温暖化防止活動推進員
って何？？こんな活動している人達
です！！

おもちゃ病院

こわれた「おもちゃ」を元気に
します！なおして…楽しく遊ぼう！

公益財団法人
オイスカ富山県支部

積み木、木の温もりや香りを通して、森の
ことも考える、また、こどもたちに自由な
想像力を養う機会を増やしてあげたい。

北陸コカ・コーラボトリング株式会社

ペットボトルをリサイクルした
バッグに絵を描いて世界にひとつの
マイバッグを作ろう！

北陸環境共生会議

エコ・省エネ実験を通して、発電の
歴史を学びます。

富山県生活協同組合

富山の自然を使って、木工アートを
体験しよう！

富山県農林水産部
森林政策課

平成29年春に富山県で開催する
全国植樹祭の紹介と木工クラフト
作り。

富山県立魚津工業高校
環境教育推進委員会

ペットボトルを使ったリサイクル
石けんの製造を体験しよう！

富山市エコタウン事業者協議会

来て、見て、触って、リサイクルを
学ぼう！こども工作教室開催中です。

富山県低公害車導入促進協議会
一般社団法人富山県自動車会議所

クイズで学ぶエコドライブや
次世代自動車の展示など。

西日本旅客鉃道株式会社
JR富山駅

環境にやさしい鉄道を知ろう！

有限会社 新栄商事

緑豊かに元気な芝を育てます。
バッテリーロボット芝刈機「オート
モア」の紹介。

高岡ガス株式会社

安全性・機能性に優れた最新ガス
機器をぜひ見て触って体感して
下さい！

富山県生活環境文化部
環境政策課

家庭での食品廃棄物の削減に
つながる、エコ・クッキングをして
みよう！

株式会社アイザック 

身近なものを利用した子供向けの
楽しい環境教育（体験）を行い
ます。

エコ 体 験
工作などを通して、
エコを体験しよう。

三協立山株式会社

森づくりの取り組みと地球に
やさしい環境商品をご紹介します。

エコライフ
省エネ機器などを
ご紹介します。

後   援  （50団体・企業）

環境省 中部地方環境事務所、経済産業省 中部経済産業局、中部エネルギー・温暖化対策推進会議、北陸環境共生会議、富山県教育委員会、富山県
市長会、富山県町村会、富山県市町村教育委員会連合会、富山県商工会議所連合会、富山県商工会連合会、富山県中小企業団体中央会、一般社団
法人 富山県経営者協会、富山経済同友会、富山県漁業協同組合連合会、富山県PTA連合会、一般社団法人 富山県労働者福祉事業協会、富山県低
公害車導入促進協議会、一般財団法人 省エネルギーセンター北陸支部、公益財団法人 環日本海環境協力センター、公益財団法人 富山県新世紀
産業機構、一般社団法人 富山県自動車会議所、富山県農業協同組合中央会、富山県森林組合連合会、富山県環境保健衛生連合会、富山県自治会連
合会、富山県消費者協会、富山県生活学校連絡協議会、富山県婦人会、富山県文具事務用品組合、一般社団法人 富山県産業廃棄物協会、一般社団
法人 富山県構造物解体協会、公益社団法人 富山県浄化槽協会、公益社団法人 日本青年会議所北陸信越地区富山ブロック協議会、公益社団法人 
富山県農林水産公社、ＮＰＯ法人エコテクノロジー研究会、ＮＰＯ法人富山県自然保護協会、富山県ナチュラリスト協会、一般社団法人地球温暖化防
止全国ネット（全国地球温暖化防止活動推進センター）、一般社団法人 富山県緑化造園土木協会、一般財団法人 富山県産業創造センター、北日本
新聞社、読売新聞社北陸支社、富山新聞社、　　　富山放送局、北日本放送株式会社、富山テレビ放送株式会社、株式会社チューリップテレビ、富山
エフエム放送株式会社、一般社団法人 富山県ケーブルテレビ協議会、イオンモール株式会社イオンモール高岡 （順不同／敬称略）


