
ウェブ会場 スペシャルコンテンツ

水と緑に恵まれた快適な環境をめざして
2022

取り組もう！とやまのエコスタイル

開
催
期
間

ウェブ会場 リアル会場
令和４年10月７日（金）

～
令和５年１月９日（月・祝）

令和４年10月９日（日）・10日（月・祝）
場所：富山市民プラザ２Fアートギャラリー 他

二次元コード

地元スポーツチーム・ダンスチームからのエコメッセージ＆エコクイズ

クイズに参加した方には
抽選でチームグッズをプレゼント！

各チーム各チーム
３３名様に名様に
 当たる！ 当たる！

カターレ富山小矢部 RED OX ホッケーチーム

カターレ富山ダンスチーム Leap-Blue

富山 GRN サンダーバーズ トナミ運輸バドミントン部 プレステージ・インターナショナルアランマーレ アランマーレ公認ダンスユニット ORANGEPUR

KUROBE アクアフェアリーズ 富山グラウジーズ 富山グラウジーズ専属ダンスチーム G.O.W

©TOYAMAGROUSES

ウェブページ
https://www.eco-toyama.jp

ウェブ会場 リアル会場&



ウェブ会場

ウェブ会場ウェブ会場  ブース出展者ブース出展者
（五十音順　敬称略）

ウェブ会場では
企業・団体・学校等のエコへの
取組みを動画などで紹介！！
SDGs達成やカーボンニュートラル
への取組み状況をアイコンで表示！

リマークはリアル会場にも出展

いつでも、どこでも、
気軽にエコ学習

とやまゼロカーボンアクション推進キャンペーン
抽選で
30名様に
QUOカード
（1000円分）

当たる！
ゼロカーボンアクションに関する３つのミッションに挑戦し
キャンペーンに参加・応募しよう♪
私たちの未来のため、気候変動について考えて、ライフスタイルを変えていこう！

３つのアクション
知 る 地球温暖化などの解説動画を視聴する
考 え る 地球温暖化クイズに挑戦する
参加する 国民運動 COOL CHOICE に賛同する

たくさんの方に
参加して、一緒に
地球温暖化について
考えてほしいな

きっずページ 動画で知ろう・とやまの環境

・オリジナル環境動画
　 ～地球くんを救え！～

みんなのメッセージまっとるよ♪

・親子読み聞かせ　環境絵本動画（全６冊）
親子で一緒にみてみよう♪

・地球温暖化学習ゲーム・クイズなど

今の環境問題をわかりやすく解説。
言葉だけ知っているけど内容まではという
方もこの機会にご覧ください！

カーボン
ニュートラル

とは……

富山県の富山県の
環境の環境の

取組みは……取組みは……

子ども向け環境学習コンテンツ！
動画やクイズ・ゲームで、楽しもう♪

テーマ
● カーボンニュートラル
● 地球温暖化影響・気候変動適応
● 食品ロス削減
● プラスチック資源循環
● ゼロカーボンアクション（再配達防止）
● 富山県環境基本計画

株式会社アイザック

株式会社アース・コーポレーション

アルビス株式会社

魚津市

エコアクション21富山地域事務局

NPO法人エコテクノロジー研究会

エコライフを楽しむ市民の会高岡

公益財団法人オイスカ富山県支部

株式会社大阪屋ショップ

大高建設株式会社

NPO法人おがっX研究会

小矢部 RED OX ホッケーチーム

花王株式会社

カターレ富山

上市町町民課

一般社団法人環境市民プラットフォームとやま
（ PECとやま）

関西電力株式会社北陸支社

公益財団法人環日本海環境協力センター

社会福祉法人黒部市社会福祉協議会

三協立山株式会社

株式会社サンコー

JFEミネラル株式会社

株式会社住まい・環境プランニング

３R活動推進フォーラム

高岡市

 高岡市立中田中学校科学部

たち建設株式会社

立山科学グループ 
（ 立山科学株式会社 / 立山マシン株式会社）

株式会社タニハタ

中越パルプ工業株式会社

砺波市市民生活課

公益財団法人とやま環境財団

富山県環境科学センター

富山県環境保健衛生連合会

富山県気候変動適応センター

一般社団法人富山県構造物解体協会

富山県産業技術研究開発センター

一般社団法人富山県産業資源循環協会

NPO法人富山県自然保護協会

公益社団法人富山県浄化槽協会

富山県商工労働部商工企画課

富山県消費者協会

富山県食品ロス・食品廃棄物削減推進県民会議

富山県生活環境文化部環境政策課

富山県生活環境文化部環境保全課

富山県生活環境文化部自然保護課

富山県地球温暖化防止活動推進員

富山県ナチュラリスト協会

富山県婦人会

とやま呉西圏域

富山市カーボン・オフセット運営協議会

富山市環境政策課

富山市環境センター

富山市消費生活センター

富山市上下水道局

公益財団法人富山市ファミリーパーク公社

一般社団法人富山水素エネルギー促進協議会

とやま生活協同組合

富山地方気象台

南砺市エコビレッジ推進課
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入場
無料リアル会場

◀WEBからも
		ご覧いただけます

※	８月末日時点の出展者を掲載し
ています。

ウェブ会場の期間中、アンケートに答えた方に抽選で景品「トヤマカー
ド、商品券、富山県産食材など」をプレゼント！　各出展者ブースにある「プ
レゼント企画の応募キーワード」を３つ集めて応募しよう！

プレゼントプレゼント
キャンペーンキャンペーン

イベント
ブース出展＆

9：30~15：30
リアル会場ならではの
体験・工作・体感型の展示

みんなで育てる！エコツリー
みなさんの環境への
メッセージをお寄せください。

10 月 9 日･10 日
2F アートギャラリー

フードドライブ実施！
ご家庭で余っている
食品をお持ちください。

缶詰、レトルト食品、乾物、
菓子など未開封の常温食品
　※賞味期限まで１か月以上のもの

10月9日･10日　2F	アートギャラリー

10月９日日・10日月㊗
場所 ２Ｆ アートギャラリー

10月10日月㊗
場所　４Ｆ アンサンブルホール

企業・団体ブース出展

一部イベントは申込み等が必要です。
詳しくはイベント内容をご確認ください。

エコフェスとやま
環境とやま県民会議イベント

10：00 表彰式
11：00  ローカルSDGs（地域循環共生圏）の集い
 定員：100名（先着順）

14：50 映画上映（76分）
	 「	マイクロプラスチック・ストーリー　
	 　ぼくらが作る2050年」
	 	定員：100名（当日２Ｆ総合受付で

整理券配布）

13：30  2030SDGsカードゲーム体験会（60分）
親子で地球温暖化について楽しみながら考えてみよう♪

足もとにある地域資源を
最大限活用

地域でのSDGsの実践
＝ローカルSDGs

定員：親子20組　事前申込
詳しくは、とやま環境財団
ホームページでご確認ください ▶

オンラインでも上映
詳しくは裏面をご覧ください。

リアクションボタンやＳＮＳで
出展者ブースを盛り上げよう！

リアクションボタン

SNSボタン

皆さんの気持ちを出展者に伝える
ことができます。
出展者のモチベーションＵＰ！

皆さんのSNSで出展者のエコ活
動を発信。富山の環境保全活動の
PR・活性化につながります!

100 100 100

いいね 応援したい 参考になった

©	2022	Cafeteria	Culture

詳しくはこちらを
ご覧ください▼

（写真は昨年度の環境フェア）

日本海ガス絆ホールディングス株式会社

株式会社能作

株式会社長谷川興産

ハリタ金属株式会社

日の出屋製菓産業株式会社

HimiWAVEN 海岸清掃・地域活性ボランティア

氷見市環境防犯課

NPO法人フードバンクとやま

社会福祉法人舟橋村社会福祉協議会

プレステージ・インターナショナル アランマーレ

北陸環境共生会議

株式会社北陸銀行

北陸コカ・コーラボトリング株式会社

北陸信越運輸局

北陸電力株式会社

まるごとＴＯＹＡＭＡ

社会福祉法人むつみの里 であい工房

株式会社ヤングドライ

ＹＫＫグループ 
（ ＹＫＫ株式会社 / ＹＫＫ ＡＰ株式会社）

環の会リ
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