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令和 4 年度定時総会が 10 月 18日（火）に長野市内のホテル国際 21で開催されました。今回もコ
ロナ対策のため、環境講演会と懇親会は中止、会員の皆様にはできる限り「委任状・議決権行使書」の
ご提出をお願いして執り行いました。決議事項の｢令和 3 年度事業報告･収支決算｣、役員選任について
はいずれも原案どおり承認され、報告事項の｢令和 4年度事業計画･収支予算｣について説明しました。 
会長およびご来賓の挨拶を抜粋してご紹介します。  
山浦愛幸 会長  

昨年の COP26 では、世界の
平均気温の上昇を産業革命以前
に比べ 1.5℃未満に抑える「グ
ラスゴー気候合意」がなされま
したが、現状では非常に厳しい状
況となっています。こうした中で
は、啓発活動を通じ、一人ひとりが危機感を共有
しながら社会を変えていくことが重要です。当
協会も発足当時から啓発活動に努めてきました
が、これからが正念場。県政と共に、環境改善、
地球温暖化防止に頑張ってまいる所存です。 

長野県環境部長 猿田吉秀様  

2050 ゼロカーボンは国際的
に共通の目標となりつつありま
すが、その達成のためには、特
定の主体だけがやっていては駄
目です。多くの主体が分野を超え
て連携して取り組むことが必要と

考えており、その場となる「ゼロカーボン社会共
創プラットホーム」（愛称「くらしふと信州」）を
始動、募集を開始しました。ゼロカーボンに向け、
行動・連携したい、技術やサービスを提供したい
とお考えの皆さんのご応募をお待ちしておりま
す。詳しくは県 HPをご覧ください。 

八十二銀行頭取 松下正樹様  

2050 カーボンニュートラ
ルに向けて、思いだけでな
く行動に移すことが重要と
なっています。弊行におい
ても新設店舗を ZEBにする
など、2030 年度 CO₂排出量
の 60％削減（2013 年度比）に向け、行動を強
化してまいります。一方、お取り引き先の皆様に
は、脱炭素に向けた活動をご支援できるよう、メ
ニューを用意しておりますが、まずは CO₂をど
の位排出しているか掴んでいただくことが、課
題として重要かと存じます。そこから、削減に向
け行動していくことが大事かと思っております。 

 
 

総会に引き続き、「信州エコ大賞」の表彰式が執り行
われました。今回は 5支部から 8件の推薦があり、審
査の結果、以下のとおり、受賞されました。受賞者を代
表し、松山株式会社 常務取締役 村山生夫様よりご挨
拶いただき、受賞の 3 者より活動発表をしていただき
ました。（＊2面「受賞者紹介」をご覧ください。） 

［団体・個人の部］ 
信州エコ大賞 該当なし
奨 励 賞 一般社団法人ソマミチ（松本市）

諏訪湖浄化推進「和限」（下諏訪町）
［企業の部］
信州エコ大賞企業賞 松山株式会社（上田市）

エコシンは「エコ信州」の愛称です

 令和 4 年度（第 11 回）定時総会 ＆ 第 24 回｢信州エコ大賞｣表彰式  

左より）山浦会長
一社 ソマミチ 理事 橋本拓様
和限 代表 中村義幸様
松山㈱ 常務取締役 村山生夫様
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🌍🌍温暖化防止活動推進センター通信🌎🌎

宅配便の再配達削減により、宅配トラックからの CO2排出低減と、
ドライバーの不足や長時間労働の改善を図るために実施する｢再配達
削減キャンペーン｣におきまして、個人荷物の職職場場受受取取などの取組を実
施していただける賛同事業所を募集しています。 
■実施期間 令和 4年 10月～12月 
■賛同対象の事業所 
以下の①又は②の取組を実施する県内所在の事業所 
① 従業員が「職場受取✱」できるようにする。
② 従業員に荷物を１回で受け取る啓発を行う。

✱職場受取とは、従業員が個人の荷物（宅配便）を職場に届けてもらうこと。 
■賛同方法 特設サイトの賛同登録フォームからお申し込みください。 
■その他 賛同事業所名を特設サイトに掲載します。（ご希望の場合） 

特設サイトからは、パンフレット「荷物を 1回で受け取
ろう」（A3二つ折り）、賛同事業所募集チラシ（A4両面）
がダウンロードできます。 

［実施主体］ながの再配達削減プロジェクト （※事務局） 
長野県、長野市、佐川急便㈱信越支店、日本郵便㈱信越支社、ヤマト運輸㈱長野主
管支店、ヤマト運輸㈱松本主管支店、（一社）長野県環境保全協会、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※ 

 

2021 年 10 月、国の「地球温暖化対策計画」の改訂
により、2030 年までに温室効果ガス排出量削減目標を
2013 年比で 46%、家庭部門においては、66%削減す
ることが設定されています。家庭からの CO2排出量は多
い順に、照明・家電製品、自動車、暖房、給湯で、この
4つで 86%を占めています［右円グラフ］。2013年度
比 66%削減は、2019年度比では 56％削減。家庭から
の CO2 排出量を半分以下にしたエネルギー状態で生活
を回していく形にしなければなりません。半分以上の
CO2排出量の削減には、相当な技術革新を伴った方策が
必要で、我々の生活にも発想の転換が要求される事態に
もなると予測されます。そのためにも、あらゆる方向か 

ら柔軟な発想
を持って取り
組みが図られ
ていくことを
願って止みま 
せん。私も地球温暖化防止活動推進員として、また、茅野市地
球温暖化対策地域協議会の運営委員として、可能な限り努力
を傾けていきたいと考えています。 

［写真］脱炭素のまちづくり実現に向けて 火起こし体験 

出典）温室効果ガスインベントリオフィス
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト
（https://www.jccca.org/）より

家庭のCO2削減に向けての取り組みを考える
中野 昭彦［茅野市］
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特設サイト→

エエココシシンン No.231（2022 冬）    

➋

信州エコ大賞 受賞者紹介

［団体・個人の部］奨励賞 一般社団法人ソマミチ（松本市）
「山が基準」をキーワードに、「経済のリ・デザイン」「森林のシェアリング（シェアフォレ

スト構想）」「自然のライフスタイル」の 3 つをビジョンに掲げ、林業、木材業、加工・流通
業、建築・設計業、まちづくり等の各プロフェッショナルが集まって結成された会で、「木を
使う仕組み」づくりを目指し、身近な山と森を活動の場に、意欲的に取り組んでいます。 

林業を生業として成立させるのは難しい現状のな
か、川上（山）から川下（消費者）までを包含する組織
として、かけがえのない活動といえます。 
法人化は2017年とまだ日は浅いですが、ネットワークが広がりつつあります。
林業への認知度を上げることが、そのまま環境保全効果となり、二酸化炭素
削減にも繋がっています。 ［写真左］手作りパンを炙っていただく

［団体・個人の部］奨励賞 諏訪湖浄化推進「和限」（下諏訪町）
地域のシンボルでもある諏訪湖の浄化のために、地域を挙げて水草を除去していますが、除去した水草の処

理が課題となっていました。そこで、当団体では、2003年から、除去した水草の堆肥化に取り組んでいます。 
諏訪湖に流れ込んだ栄養分を、堆肥にし
て農地や山地に返すことで、循環型の環境
社会の構築を目指しています。 
また、竹炭づくりも手掛け、堆肥に加えた

り、災害地での除湿消臭利用に提供したり
しています。さらに、地域の児童養護施設等
とも連携した活動の場の提供など、農業と
福祉の連携を目指しています。 

［企業の部］信州エコ大賞企業賞 松山株式会社（上田市）
今年創業 120年を迎える老舗農業機械メーカーである当社は、「ひとのた

めは自分のため」という 2 代目社長の考えのもと、高効率・低燃費な作業機
［写真右］を開発することによって、CO2 排出抑制、減肥料、減農薬といった環

境保全型農業推進に努めています。また、2005年「エコ
アクション 21」を認証取得して以降、継続更新してお
り、事業活動による環境負荷の軽減に取り組んで 
います。さらに、1989 年の現本社工場への移転に伴い、当地に生息していたオオムラ
サキ［写真左］の保護活動とともに、敷地の約半分を占める社有林（89千㎡）を整備し、
地域の里山として開放している他、小中学生の工場見学、職場体験学習などの次世代

教育への協力も続けるなど、社会活動にも積極的に取り組んでいます。 
 
 
 

水草処理（堆肥ヤード）水草の引き上げ

里山の木皿
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「信州環境フェア 2022 ―ゼロカーボン 新しいライフスタイルを目指して―」が 
9月 30日㈮・10月 1日㈯、長野市芸術館と市役所を会場に行われました。 
初日には、SDGs や環境への取り組みについて、5 つの企業に
より事例発表が行われました。この様子は YouTube でアーカイ
ブ配信されていますので、ぜひご覧ください。  
■県内企業の事例発表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1日には、映画「マイクロプラスチックストーリー 僕らが作る 2050年」が上映されまし
た。企業提供の子ども向けワークショップ［写真右］も行われ、大勢の子どもたちが、楽し

い体験を通して、環境マークや電気自動車など、ゼロカーボンの一端に触れていました。

当協会では小型デジタル地球儀「スフィア」を出展
［写真上］、台風の動きや海水温の変化などをご覧い
ただき、地球温暖化への理解を深めてもらいました。
また、コロナによる行動制限が解除されたこともあ
り、この秋には、長野・佐久・諏訪・伊那［写真左］・安
曇野・飯山・上田・飯田（開催日順）の県内各地で環
境フェアが開催され、大勢の方々で賑わいました。

 

 

長野市・小布施町と環境面の交流をしている
フィンランドのトゥルク市の視察団が 10月 2日
㈰に市センターを訪れました。長野市による地
球温暖化防止への取組紹介や、「触れる地球」
を使った地球温暖化のシミュレーションを体験して
いただきました。トゥルク市は人口 19万人ほどの都市ですが、2029年
までに温室効果ガス排出ゼロ目標の達成を目指しています。 

 
 
 

ながの東急百貨店「SDGs、環境にやさしい取り組み～百貨店の環境ビジネス～」
新規事業プロジェクト サーキュレーション・ビジネス リーダー 樋口雅俊 氏

あいおいニッセイ同和損害保険「損害保険会社の環境取り組みについて」
 長野支店地域戦略室 千葉晃久 氏

KOA「脱炭素への取組みによる 5 つの主体との信頼の構築」
  CSR 推進センターゼネラルマネージャー 桑島吉平 氏

瑞穂木材「木で未来を変える会社を目指して ～今、わたしたちができること～」
          専務取締役 宮崎淳貴 氏

NTT 東日本 長野支店「NTT 東日本グループのサステナビリティについて」
        長野支店 企画総務部長 佃守 氏

県県内内各各地地でで環環境境フフェェアア開開催催 デデジジタタルル地地球球儀儀「「ススフフィィアア」」大大活活躍躍
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ダイドードリンコ
ペーパークラフト自
動販売機を作ろう!

日産自動車
電気自動車のモデル
カーを発電して走ら
せてみよう！
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