一般社団法人

長野県環境保全協会

Nagano Association for Conserving Environment 





未来に伝えよう かけがえのない地球


エコシンは「エコ信州」の愛称です





エコシン
No.228（2022 初夏）

長野県の学生が世界に発信

国際学生ゼロカーボン会議 ≪
去る 2 月 22 日から 25 日までの 4 日間、気候変動や環境問題に関
心のある長野県内の学生と世界中の学生が集まり意見交換を行う国
際学生ゼロカーボン会議が、長野県とフィンランド・カレリア応用科学大
学等の主催により開催され、40 か国 2,000 名以上が参加しました。
会議では、4 つのテーマで、世界各国から選ばれた 16 組の学生プレ
ゼンターが自分たちの取組を発表しました。長野県からは 7 組 9 名の
学生が参加、世界に向けて発信しました。
DAY1≪≪ ｜≪ 気候変動
上田高校の桑田彩芭さんは、高校で断熱 DIY ワ
ークショップを実施。その結果、67％を超える生徒が
暖かさを実感。省エネのためにさらに教室の断熱を
進めたいと抱負を語りました。
また、Hakuba SDGs Lab の手塚慧介さん、宮
坂雛乃さん、金子菜緒さんは、白馬高校時代に活動
した気候マーチやチャリティーバザー、教室の断熱
の取組を紹介。面白く楽しいイベントを企画すること
で、多くの方が参加しやすくなる、と発表しました。
DAY2≪≪ ｜≪ サーキュラーエコノミー
松本県ケ丘高校の長谷川麗さんは、お米の食品
ロスをなくすため、お米を使った色鉛筆の芯づくりに
挑戦。米のワックス、粘土、接着剤及びブルーベリー
を用いて作成を試みるも、結果はうまくいきませんで
したが、失敗を踏まえて、次はクレヨンづくりへと挑戦
を続けたいとしています。
長野県立大学の菊地美希さんは、環境問題や社
会問題をテーマに開催した 2 回のイベントについて、
1 回目のイベントを通じてできた人とのつながりによ
って 2 回目を開催できたとし、一つの情報源の情報
を信じるのではなく、様々な視点から分析する「デー
タリテラシー」を向上させたいと意欲を述べました。≪



2 日目のウェビナー画面

松本深志高校の加藤あすみさんは、社会問題に
対して行動を起こす若者を増やそうと、SNS で持続
可能なライフスタイルについて投稿するサイト
「Ethiteria（エシテリア）」を運営。さらに、エシカル
に生産された服のレンタルサービスの準備や、ポッド
キャスト✱での発信を始めたことを報告しました。
✱インターネットを通じてトークや音楽を収録した音声
番組を配信する仕組み

DAY3≪≪ ｜≪ マイクロプラスチック
信州大学の西野竜介さんは、信州のおいしい水
道水を飲んで、ペットボトルを減らそうと始めた「水
もっと信州大学」の取組を紹介。給水機の設置やプ
ラスチックに関する関係者の円卓会議を開催した他、
より身近にプラスチック問題を感じてもらおうと、ポッ
ドキャストで情報発信を始めたことを報告しました。
DAY4≪≪ ｜≪ 森林資源
信州大学の光門舞花さんは、「日本は輸入材に
頼りすぎ、森林産業が衰退。森林所有者の境界が
明確でなく、森林に責任を負わないことが問題」と
指摘。家族の所有する森林について Google Earth
を用いて場所の確定を始めたことを報告、地元の木
材を使って DIY を広めていきたい、日本ではスマー
トな森林管理システムが必要である、と発表しました。

この会議はすべて英語で運営され、各プレゼンターも英語で発表し、
意見交換では考えながら一生懸命発言していました。
会議の様子は、信州環境カレッジの HP からアーカイブ（日本語翻
訳版もあります）でご覧いただけます。≪ 右 QR コードをご利用ください。
会議の実行委員会を務めた県内の高校生たちが、会議を盛り上げようと自主制作
したオープニングムービー（会議では使用されなかったロングバージョン）も必見です。
なお、この会議は信州環境カレッジの業務の一環で行われたため、当協会も事務局
として運営に携わりました。≪ ≪ ≪ ≪ ≪ ≪ 👈👈左写真は機材が設置されてスタジオと化した応接室。
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プラスチックごみ最新事情

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」施行によせて
●マイクロプラスチック≪
国際学生ゼロカーボン
会議の 3 日目は「マイクロ≪
プラスチック」がテーマでした。
とりわけ海洋プラスチックについては、世界中で問
題とされていることから、本会議に先立ち、映画『マ
イクロプラスチックストーリー≪ ぼくらが作る 2050
年』が参加者宛に公開されました。この映画は、ドキ
ュメンタリー映像作家の佐竹敦子氏が共同監督を
務めた作品で、プラスチックの汚染問題解決に立ち
上がったブルックリンの小学 5 年生が、自分たちの
未来を良くしたいと、自分たちの学校、コミュニティー、
そしてニューヨーク市全体へと変革の輪を広げていく
までの 2 年間を追った長編ドキュメンタリーで、アク
ションを起こす勇気の大切さを伝えてくれます。世界
40 ヶ国以上で公開されており、世界の多くの映画祭
に選定され、8 つの賞を受賞しています。
今回上映された日本語吹替版の声優は、45 名の
子役と 27 名の大人が担当していますが、実に 578
名もの応募の中から選ばれています。環境先進都市
として有名な亀岡市の市長や市議会議長も、それぞ
れニューヨーク市長、ニューヨーク市議会議員役を務
めています。詳しくはホームページをぜひご覧下さい。
👉👉マイクロプラスチック・ストーリー
〜ぼくらが作る  年〜
映画公式サイト PLFURSODVWLFVWRU\RUJ 

発端には、平成 16 年に保津川下りの船頭さんが
始めた、保津川渓谷の自然景観に影響を与える漂
着プラスチックごみ（ペットボトルやレジ袋、発泡スチ
ロールなど）との戦いがありました。ゼロ宣言に繋が
るまでには、「保津川でのプラスチックごみとの戦い
は、結果として下流にプラスチックごみを流さない、
海洋プラスチック汚染という大きな戦いにつながって
いる。」との気づきがあったからと言われています。

●海なし県・長野県とプラスチック
長野県は“海なし県”ですが、海に流れ込む大き
な川の“上流県”です。海岸のごみの 7 割は川から
のものと言われています。上流県の責務としても、私
たちがプラスチックごみを減らすことが、海のプラス
チックごみを減らすことに繋がります。
●プラスチックは≪ えらんで、減らして、リサイクル≪
また、「プラスチックに係る資源循環の促進等に
関する法律」が 4 月 1 日から施行されました。
製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに
関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環
等の取り組み（3R+Renewable*）を促進するこ
とが目的です。使い捨てプラスチック製品については、
下表 12 品目について、コンビニな
どの事業者に対して、削減に向
けた目標制定と対策を講じるこ
とが義務づけられました。
消費者である私たちも、プラスチック使用を合理
化するライフスタイルの変革に取り組みましょう。
✱
5（リデュース＝減らす・リユース＝くりかえし
使う・リサイクル＝再資源化する）＋リニューアブ
ル＝再生プラスチック・再生可能資源等の活用）
〈削減の対象となるプラスチック製品 12 品目〉
コンビニ等で使われる
フォーク  スプーン

●亀岡市（京都府）にまなぶ≪
ところで、人口 9 万人弱の亀岡市は、平成 30 年
12 月 13 日、市と市議会で「かめおかプラスチック≪
ごみゼロ宣言」を行い、2030 年までに使い捨てプ
ラスチックごみゼロのまちを目指しています。昨年 1
月からは市内でのプラスチック製レジ袋の提供が有
償無償を問わず禁止されています。
また、市民それぞれが自由な時間やタイミングで、
気軽にウォーキングなどをしながらごみ拾いを行う
「エコウォーカー事業」に取り組むなどの活動も盛ん
です。
➋

ナイフ
マドラー  ストロー
ホテル等で使われる
歯ブラシ
シャワーキャップ
くし  ヘアブラシ
カミソリ
その他
ハンガー
衣類カバー
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   わが社の SDGs ―― 新たに加入された企業会員をご紹介します ――
株式会社小宮山土木 ～創業 50 周年を迎えるにあたり～
株式会社小宮山土木は、良質なインフラ整備
や維持管理を通して、地域の生活環境向上や活
性化推進への貢献に努めてまいりました。
当社では、持続可能な開発目標「SDGs」に賛
同し、2019 年より目標達成に向けて、
「顧客の
ニーズを満たす『トータルエンジニアリングサービ
ス』を提供するとともに、環境負荷の低減、地域貢
献を推進する企業をめざす｣という経営方針のも
と、積極的に活動を推進しています。
現在、健康管理活動の一環として、
「健康づくり
チャレンジ宣言」
、
「健康経営優良法人」の認定を
継続し、持続的な取り組みをしています。SDGs
は「誰一人取り残さない」世界の実現を理念とし

ていますが、社員一人ひとりが主体的に健康づ
くりに取り組み、
「健康寿命の延伸」を達成する
ことが、大切な目標のひとつであるからです。
心身が健康であることで、一人ひとりが個性・
能力を十分に発揮することが出来れば、
「社会資
本整備をつうじて、社会貢献、地域産業を活性化す
る役割を最大限に果たす」という、当社の目指す
べきゴールに近づけるものと確信しています。
当社は、これからも豊かな水や緑を有する郷
土を発信地として、共存共栄を図る持続可能な
社会の実現に努めてまいります。ℭ
（総務部ℭ 柴田 陽一）
佐久支部･立科町



パワフル健康食品株式会社 ～健康事業で持続可能な未来づくり～
弊社は、創立 41 年を迎えた健康食品製造メー
カーで、
「世界に誇れる健康食品メーカー」をビジ
ョンとし、日本並びに海外のお客様から OEM*
受託を賜っております。
れい し
主に霊芝［写真］というキ
ノコを自社栽培し、素材の可
能性を引き出し環境にも配慮
した加工方法（特許取得）で、
SDGs の先駆けとして、身体
にも優しい健康食品サプリ 別 名 マ ン ネ ン タ ケ
メントを開発しております。 （サルノコシカケ）
✱他社ブランドの製品を製造

長野県 SDGs 推進企業登録制度には第一期と
して登録。近年では長野県産のトマトを乳酸菌
で発酵したサプリを開発［写真左下：製造の様
子］
。更に、中小企業家同友会を通じた次世代リ
ーダーづくりや、台風で荒れてしまった会社の
目の前の山への桜の植樹［写真右下］を社員全員
で行うなど、これからも、心身ともに健康を育み、
無限の可能性に挑戦できる、笑顔ある未来づくりに
貢献いたします。ℭ ℭ （代表取締役 中田 福佳）
北信支部･信濃町

直井 GY 株
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環境マークかるた貸し出します






















家庭で地球温暖化防止に挑戦する環境教育プログラ
ム用冊子『2050 信州ゼロカーボンチャレンジ』の付
録の「 環境マークかるた 」を、大判・厚紙（FSC 認証
紙）に印刷した教材を作成しました。
かるたに掲載の環境マークは、特に長野県内の子どもたちに
知っておいてもらいたい 30 種類を選びました。
実験機器同様、お貸し出しできますので、ふるってお申込みください。
〈セット内容〉絵札 30 枚 読み札 30 枚 予備札各 1 枚 説明札 1 枚
〈サイズ〉札：64×88 ㎜ 箱：91×69×39 ㎜

≪
≪
≪
≪
≪
≪
≪
≪
≪
≪
≪
≪
≪
≪
≪
≪
≪
≪



2022 年 2 月、小学校数に応じて長野県・郡市小学校長会に進呈、希望す
る小学校に配布していただいたところ、早速、取り組んでくださった学校か
ら感想が寄せられました。



●かるた形式なので楽しみながら初めてのマークを知ったり、様々なマークの成
り立ちを理解したりしていくのに役立つと思いました。
（6 年理科） 



●総合の時間に SDGs に取り組んできたまとめにもなり、活動の動機づけにも
なりそうです。
「すごく楽しかったー！」と話しています。
（5 年総合）







➍

●実際こんなところにマークがついているとわかる写真があると、今後さらに関
心を持ってマーク探しをするのではないかと思います。
（4 年社会）

他にも、家庭科・休み時間などでの活用をご報告いただいています。≪
≪
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―――――――――――🌍🌍地球温暖化防止活動推進センター通信🌎🌎―――――――――

活動を若い世代に！ 第 11 回ながの環境団体大集合 開催
今年も「ながの環境団体大集合」
（長野市センター共催）が
令和 4 年 1 月 30 日に開催されました。主催の「ながの環境
パートナーシップ会議」は、市民・事業者・行政の 3 者が連
携協働し、
「長野市の環境ビジョン」実現のため、様々な環境
保全活動を進めていく組織です。
本年はテーマを「みんなの未来を考えよう」とし、活動状
況や思いを交換するグループワークも取り入れ、会員の皆様
はもちろん、環境問題に関心のある多くの方々が参加されました（Zoom 27 名、YouTube 122 ビュー）。
活動を若い世代に伝えようという試みから、今年は企画段階から若い社会人や学生さんに加わってい
ただき、企画を練り上げてきました。その結果、コロナ禍であっても、リアル会場（長野市勤労者女性
会館しなのき）と参加者をオンラインで結ぶ WEB 会議のスタイルにて実施できました。
内容は、河西理事の講演、チーム活動の発表、高校 2 年のときにゴミ拾いの楽しさに魅了
され、人気番組「逃走中」と融合した『清走中』を考案し活動中の北村優斗氏の講演。そし
て参加者による意見・感想交換会でした。若い方々に少しずつ、バトンを渡していけると良いですね。
ℭ
ℭ
ℭ
ℭ

異常気象下での生活の見直し
 永井 茂富［長野市］ 

3

温暖化に伴う異常気象は、経済優先の私たち“人”の引き起こしたものであることは間違いありませ
ん。昨夏は連日の酷暑でしたが、冬は逆に厳寒でした。
私は「植物」をライフワークにし、この半世紀、長野県内を中心に観察を続けてきました。ここ 10 数
年、
特に異常気象を痛感してきています。
この 1 年を振り返ると、
早春にはサクラ、アンズなどの開花が異常に早かったり、初冬を
迎えている 11 月頃は逆に紅葉が遅れ、早春のスミレやニリンソ
ウ等の花が咲いていたりと、驚かされることが多かったです。
また、最近の人々の生活が自然から遠ざかってきているように
感じてならないのです。市内を歩くと、周囲に木を植えていない
新築の家が多く、酸素を生み出す木がなくて大丈夫だろうかと心
配になります。帰化植物が繁茂した荒地が目立ちます。郊外や山
地の田畑に、人（特に子ども）の姿がほとんど見られなくなって
故郷・千曲市のアンズ（2021.３.28 撮影）
しまいました。間伐も進まず、帰化植物が入り込み、在来種の草
かつては４月初旬に開花していたが、
木がどんどん貴重（絶滅危惧種）になってきています。
2021 年は３月中に満開に。
遅霜のためアンズの収穫は激減した。
今こそ、子孫のために貴重な自然を守る“温暖化防止活動”を
推進していきたいと決意し、ご支援・ご協力を願っています。
私たちの生活に自然を取り戻し、自然の現状を正しく理解し、自然を守っていく必要があります。
そのことが、私たち自身の暮らしや健康を守っていくことにつながっていると確信しています。

県 センターHP をリニューアル！
○

≪

➊メインキャラクターはアルクマ
➋対象別のガイドページを新設
（長野県民･事業者･推進員･教育関係のみなさま／こどものページ）
➌SNS（Facebook／Twitter）をトップページに表示
➍キーワード検索も可能に

ぜひアクセスしてください。

https://nccca.or.jp/

❺
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CO2 算定セミナーを開催しました
いただきましたが、第 2 回は、長野県環境部環
「2050 ゼロカーボン」を目指す動きは世界各
境政策課ゼロカーボン推進室・三村裕太様より
国で加速しており、県内企業にとっても「脱炭素
「長野県地球温暖化対策条例に
経営」への取組は、企業価値の
基づく事業活動温暖化対策計画
向上やビジネスチャンス確保
書制度等」についても講演して
の面からも重要な経営課題と
いただきました。セミナーには
なってきています。
合わせて 43 社 58 名の方が参
ℭ こうした状況を受け、協会で
加されました。
は企業会員の皆様の「脱炭素経
協会としては、こうした講演
営」支援を目的とした「CO2 算
第
1
回会場風景
会の開催は初めての試みでし
定セミナー」を開催しました。
たが、「新しく知った情報が多
ℭ 第 1 回は昨年 11 月 18 日、
くあった。このセミナーを広く
長野市生涯学習センターで北
県民向けにすれば意識高揚に
信地区の企業会員を対象に開
つながると思った」
「スコープ 3
催し、第 2 回は 3 月 17 日に長
について詳しく聞きたい」「具
野県地球温暖化防止活動推進
体的な行動計画まで示してほ
センターと共催でオンライン
しい」など、セミナーに参加さ
（Zoom）により全企業会員を
第 2 回 Zoom 画面（長谷川様）
れた方々からいただいたご意
対象に開催しました。
見を参考にしながら、今後も様々な形式で企業
2 回とも、国際航業株式会社気候変動戦略研究
会員の皆様の「脱炭素経営」に役立つ情報を発信
室・長谷川浩司様より「脱炭素経営の必要性及び
してまいります。
世界標準の CO2 算定方法等」について講演して≪

令和 4 年度              運営業務を受託しました
昨年度は、新型コロナウイルスの影響を受け、地
域講座の開催は減少しましたが、学校への出前授
業を行う学校講座の利用は進みました（右表参照）。≪
また、新たに、国際学生ゼロカーボン会議（1 面
参照）を初めて開催し、世界に向けた県内の学生の
発信も行われました。
今年度は、地域講座の経費補助申請について、
申請時期を 4 期に分けて申請の機会を増やす他、
オーダーメイド協働講座として、信州環境カレッジと
協働して実施する講座を募集することとしています。
また、国際学生ゼロカーボン会議も引き続き開催す

≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪

≪

は環境月間≪

る予定です。
講座の登録や、オーダーメイド協働講座について、
ご興味のある方やご不明な点がある方は、事務局
（当協会）までお問い合わせください。
令和 3 年度実績

実施講座数

受講者数

地域講座

80

1,255

学校講座

138

7,001

23

3,924

241

12,180

カレッジ主催講座等

国際学生ゼロカーボン会議等

合計

6/5 は環境の日（世界環境デー）
2022 年のテーマは #OnlyOneEarth

≪

≪〔発行元〕〒380-0835 長野市新田町 1513-2（82 プラザ長野） 

📖📖「エコシン」は「エコ信州」の略称です
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TEL:(026)237-6681
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●長野県地球温暖化防止活動推進センター
●長野市地球温暖化防止活動推進センター
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