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令和元年度 事業報告 

１ 共通事業 

（1）総会 

日 時 平成 31 年 4 月 18 日（木）10：00～11：45 

会 場 ハピリンホール（ハピリン 3F） 

出席者 57 名（うち、28名は議長委任） 

内 容 議題審議、講演会 

 演題：「雨水の可能性」～「無い」地域資源を活かした離島振興～ 

  講師：笠井利浩氏（福井工業大学環境情報学部教授） 

 

（2）福井市環境フェア 

日 時 令和元年 7 月 13 日（土）10:00～16:00 

会 場 ハピテラス 

出 展 スズキ・カープラザ、㈱そごう・西武 西武福井店、日華化学㈱、 

福井環境事業㈱、福井県民生活協同組合、福井トヨタ自動車㈱、 

㈱北陸環境科学研究所、北陸電力㈱福井支店、㈱増田喜、 

㈱マルツ電波 （50 音順/10 社） 

協 賛  えちぜん鉄道㈱、㈱そごう・西武 西武福井店、高桑印刷㈱、 

日華化学㈱、日本システムバンク㈱、福井環境事業㈱、 

福井キヤノンマテリアル㈱、福井県環境保全協業組合、 

福井県民生活協同組合、スズキ・カープラザ、福井放送㈱、 

㈱北陸環境科学研究所、㈱増田喜、㈱マルツ電波、村中建設㈱ 

（50 音順/15 社） 

来場者  約 3,600 名（延べ） 

内 容 ごみとして捨てられた物の譲渡会「まだまだ使えます！抽選会」、 

企業出展、電車でビン GO、竹工作コーナー、ヨーヨーつり、 

トレジャーハンター、自転車をこいで作るカキ氷「カキ氷レンジャー」 

 

（3）その他の出展（関連団体との連携） 

①カーフリーデー（主催：ＮＰＯ法人ふくい路面電車とまちづくりの会（ＲＯＢＡ）） 

日 時 令和元年 9 月 17～24 日 

会 場 県庁１階ホール 

出展内容 パネル展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

②アピタエコ博 

日 時 令和元年 11 月 16､17 日 

会 場 アピタ福井大和田店 

出展内容 パネル展示、缶バッジつり 

エコ紙マン、ふくいたべまるちゃん、ワケルンジャー出演 

来場者数 650 名 

    

 

（4）SNS を用いた情報の発信 

Facebook、twitter、（新）Instagram「ふくいの環境」のページに情報の提供や報告を投稿 

 

Facebook 

 

twitter 

 

Instagram 

 

 

２ 各部会事業 

【自然創造部会】 

福井市の「守り伝えたい豊かな自然」を伝えるとともに、地域の自

然環境保護活動を支援する。 

〇事業の実施状況 

（1）守り伝えたい自然の保全活用事業 

＜現地調査＞ 

9/13 「未更毛川上流」を訪れ、リンドウの自生調査を実施（7名） 

2/8 「坂井平野」を訪れ、渡り鳥の飛来調査を実施（9 名） 

 

＜福井市のすばらしい自然コンテスト（写真コンテスト）＞ 

【募集期間】4月 1 日（月）～8月 31 日（土） 

【応募総数】47作品 

【受賞作品】最優秀賞 1点、優秀賞 2 点、特別賞 3 点 

 

（2）自然ファンクラブ事業 

①実践研修会 

 5/11 「足羽山の竹林整備！」～里山を守ろう～（12 名） 

7/13 「足羽山の竹で工作体験！」in 環境フェア（2 名）※ボランテ

ィアとして 

 

最秀賞作品「鉾島と星空」 



 

②学習会 

2/8 （新）「冬の渡り鳥観察会」とコウノトリ「人工巣塔」見学（4 名） 

 3/28 （新）「カブトムシが生息する環境を見てみよう！！」（予定） 

 

（3）「足羽三山の自然保護・再生事業」 

「足羽三山の SATOYAMA を守る会」との連携により、里山保全活動を実施す

る。貴重な足羽三山を後世に残すため、竹林整備などに取組む。 

5/11 春の竹林整備（足羽山） 

たけのこ収穫（3 本）と竹林の伐採（39名） 

7/13 福井市環境フェアへの出展 

足羽山の竹で竹工作（62 組） 

 

【エネルギー・資源部会】 

地球温暖化防止に向けたライフスタイルの転換を推進するとともに、産学官と連携した環境産業の創出

など、新たな取組に関する調査や検討を行う。 

○事業の実施状況 

（1）低炭素まちづくり事業 

①緑 de 憩いスペース 

5/30～9/9 西武福井店（正面） 

6/11～9/9 えちぜん鉄道福井駅（正面・東側） 

②イベント 

6/5 小鳩幼稚園園児による花の種配布 西武福井店正面（園児 30 名） 

フクビ化学工業㈱総務部 高橋部長に挨拶と配布協力をいただいた。 

    

 

（2）企業交流会事業 

11/19 防災センターにて開催。推進会議会員企業 16 社、21 名が参加。 

＜テーマ＞ どのように環境・省エネ活動を社内に浸透させるか 

＜内 容＞ 企業担当者による講演会、会員同士の情報交流・発表会 

講演会：自由なる創意による継続的改善活動 

～I ビジョン省エネの取組～ 

講 師：清川メッキ工業㈱ 総務部 武内 氏 

 

（3）（新）福井市内事業所の省エネ活動等に関する調査 

＜実施概要＞ 発送 330 社 

 回答期間：令和元年 9月 25 日から 10月 15 日 

 回答 61 社（回答率 18.1％） 

 ３月中旬に集計結果を回答いただいた各企業に送付予定。 

（4）クールチョイス協賛事業 

事業の詳細については、資料 1－2 を参照 

 

【環境教育部会】 

市民の環境保全意識の向上を図り、行動できる人材を育成する。 

○事業の実施状況 

（1）環境啓発・教育事業 

① みんなの環境学習 －広く一般市民を対象に、環境に関する学習の場を提供－ 

5/11 グリーンカーテンで夏を COOL に過ごそう！～ゴーヤ編～（18名） 

5/18 グリーンカーテンで夏を COOL に過ごそう！～パッションフルーツ編～（26 名） 

7/27 ソーラーヘリコプターを作ろう！（41 名） 

11/17 環境にやさしい地産地消（19 名） 

12/21 おいしいコーヒーにまつわる環境講座（18 名） 

3/1 食品ロス削減のための食育のおしえ（予定） 

    

 

② 児童館出前講座（エコでエエ子に！） －市内の児童館を対象に、環境に関する学習の場を提供－ 

10 児童館で開催（H30～R2 で市内全 29館） 

7/30 くすのき児童館 （34 名）  8/6 たんぽぽ児童館 （60 名） 

8/6 すみれ児童館  （55 名）  8/7 すずらん児童館 （45 名） 

8/8 ふじ児童館   （45 名）  8/13 もみじ児童館  （30 名） 

8/19 あさがお児童館 （50 名）  8/21 こすもす児童館 （38 名） 

8/22 どんぐり児童館 （48 名）  8/23 たちばな児童館 （10 名） 

    

③ 青年向け講座（世界を旅するエコトリッパー）  

－青年を対象に、世界の環境に関する学習の場を提供－ 

10/18 ドイツ編（22 名） 

10/27 世界編（22 名） 

11/30 フランス編（23名） 

12/10 デンマーク編（24 名） 

3/8 カナダ・アメリカ編（予定） 

 

（2）環境学習講師派遣事業 

＜派遣回数＞ 11 回（12 名） ＜受講者数＞ 345 名 


