
平成21年 7 月21日

第130号
発　行

沼津地区環境保全協議会
沼津市御幸町14－5
沼津商工会議所
編　集

同会　広報部会

沼津地区環境保全協議会

も　く　じ

断 ち 切 ろ う
環 境 破 壊 に

貸 す そ の 手

ひとこと
　環境への思い　　　　　　　　　　　　　　沼津市長　 栗　原　裕　康　� 　２

事業所訪問シリーズ◯176
　「沼津　みなと新鮮館」を訪ねて
　　　　　　　　　　沖電気工業株式会社 沼津生産センタ　 渡　辺　雄　三　�　３

改正省エネルギー法について
　　　　　　　　　　　　 東芝機械環境センター株式会社　 佐　竹　哲　郎　�　６

沼津市環境政策課だより
　エコアクション２１　自治体イニシャティブ・プログラムについて　� 　７

会の動き　� 　８



平成21年 7 月21日 №130

　経済成長が著しかった頃のわが国は、豊かさ
と便利さを享受するため、環境を犠牲にして発
展を遂げてまいりました。その結果、工場から
排出される汚水やばい煙、自動車の排気ガスの
影響で、まちの水と空は汚染され、都市公害は、
市民の健康や野生動植物の生育に重大な悪影響
を及ぼしました。
　その後、産官民挙げての積極的な公害問題解
決への取り組みや、法規制及び技術開発により、
都市環境は次第に改善が進み、産業を担う人々
の環境保全意識についても、まちの水と空の浄
化とともに高まってまいりました。
　この機関紙の名称が「水と空」とされている
のは、沼津地区環境保全協議会のみなさまが、
公害問題を解決するためにご尽力され、将来に
わたる環境の保全への思いがこめられているも
のと推察いたします。
　平成を迎えた頃には公害という言葉は、社会
の表舞台にはあまり登場しなくなりましたが、
それに代わり地球温暖化問題が取りざたされる
ようになりました。現在では、二酸化炭素の排
出を抑えて地球温暖化を防ぐ活動は、全世界的
な課題になっています。
　地球が病む生活習慣病とも例えられる地球温
暖化を緩和するためには、「温室効果ガス排出
量の大幅削減を目指す低炭素社会」、「廃棄物等
の発生抑制や循環資源の利用による循環型社
会」、「自然の恵みを将来にわたって享受できる

自然共生社会」（２１世紀環境立国戦略より）を
３つの柱とした持続可能な都市づくりが必要で
す。
　このような観点から本市では、平成２１、２２年
度の ２か年で、沼津市環境基本計画を策定する
ことといたしました。策定に当たりましては、
東京工業大学大学院原科（はらしな）研究室と
の連携により、市民の多くのみなさまに参画い
ただけるような手法を取り入れ、計画策定の段
階から参画いただく市民を中心に計画の担い手
の育成を図り、効果的な推進体制を構築した上
で、市民との協働による環境施策の展開を目指
していきたいと考えております。
　私たちのまち沼津は、砂浜海岸から入り組ん
だリアス式海岸まで県内最長の６０㎞の海岸線を
持ち、愛鷹山・香貫山をはじめとする緑豊かな
山がそびえ、ひとが集うまちの中心部には狩野
川がそそいでいます。この掛け替えのない自然
をこのまま将来に受け継いでいくため、私はこ
れからも環境政策を第一に掲げ、新しい時代が
求める環境創造のまちづくりに、市民のみなさ
まとともに取り組んでまいりたいと思います。

⑵

ひとこと

環 境 へ の 思 い

沼津市長　　栗　原　裕　康
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　 ６ 月１９日、沼津地区環境保全協議会の取材班
は、今年（平成2１年） ４月2６日にオープンした
「沼津　みなと新鮮館」を訪問致しました。単
なるマーケットではなく、沼津に来ていただい
た方たちの休憩場所、館内で楽しんでいただけ
る場所、次の旅先を検討していただく場所とし
て来館してもらい、その方達がマーケットモー
ルで買い物をしていただければとの思いで運営
されています。

１ ．新鮮館概要
　　 １）名　　称　沼津　みなと新鮮館
　　 ２）場　　所　沼津港
　　 ３）運営管理　沼津魚仲買商協同組合
　　 4）オープン　平成２１年 4 月２６日
　　 5）構　　成　店舗１３、観光案内
　　　　　　　　　�休憩スペース、イベントス

ペース、ウッドデッキ、ト
イレ

　　 ６）面　　積　店舗のみ　１,６5０㎡
　　　　　　　　　�全体　２,０００㎡（ウッドデッ

キ、休憩スペース等含む）

２ ．取材内容
　新鮮館内のイベントスペースにて、管理責任

者の方より館の説明をうけ、館内をご案内して
頂きました。
　説明していただいている場所（写真－ １）は
イベントスペースであり、無料開放していると
の事です。
　訪問時は写真展が開かれていました。

写真－ １

　イベントスペースの反対側（写真－ ２の奥）
は、広々とした休憩スペースが用意されており、
沼津魚仲買商協同組合から提供された水槽が置
かれて、中にはアジ等の魚が泳いで、訪れた人
をなごませる様演出されていました。

写真－ 2

　店舗はさすが沼津港だけあって、魚介類がも

事業所訪問シリーズ○176

「沼津 みなと新鮮館」を訪ねて
沖電気工業株式会社 沼津生産センタ　　渡　辺　雄　三
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りだくさんです。
　沼津名物「アジ」を始め、隣の「沼津港水産
複合施設�ＩＮＯ（イーノ）」からの素材をはじ
めとした商品が、所狭しと並んでいます。

写真－ 3

　お店のアピールポイントを一軒ごと伺いまし
た。

写真－ ４

写真－ 5

�１３店舗の内訳は、次の様になっています。

■JAなんすん…□物・□飲（農産物・青果）

■あじや…□物・□飲（食堂・干物）

■まるに…□物・□飲（茶・茶干しひものなど）

■丸勘…□物・□飲（海鮮揚げ物・塩干物）

■かきた…□物（塩干物・惣菜）

■魚問屋 沼津丸十…□物（鮮魚・貝類・塩干物）

■まるごとせんの えび伝…□物・□飲（海鮮せんべい等）

■港食堂…□物・□飲（軽食・定職・食品・食材）

■まぐろの魚栄…□物（天然ミナミまぐろ）

■海鮮炭火鉄板ダイニング ル・アーヴル…□物・□飲（魚介類）

■わさびカメヤ…□物・□飲（わさび商品・塩干物）

■みとも水産…□物（海産物・魚介類・珍味）

■廻る寿司 沼津のさかなや武田丸…□物・□飲（回転寿司）

店舗一覧 □物＝物販・□飲＝飲食

　港に面し、新鮮館には写真－ ６の様なウッド
デッキがあります。広々としたスペースで、今
後来館者に喜んでもらえる様な利用用途を検討
されるとの事です。

写真－ ６

３ ．「みなとオアシス沼津」の一端である新鮮館
　みなとオアシス沼津は、以下パンフレットの
様に「沼津港水産複合施設�ＩＮＯ（イーノ）」、
「大型展望水門　びゅうお」、「沼津　みなと新
鮮館」、「立体駐車場　ぬまづみなとパーキン
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グ」で構成され、海人祭・水産祭・体験教室を
始めとする各種イベントの開催などにより、に
ぎわいを創出する様にビジョンされています。

４ ．取材を終えて
「沼津　みなと新鮮館」は、店舗はもとより、
観光案内、休憩スペース、イベントスペース、
ウッドデッキを備え、たくさんの方に来てもら

い、且つ楽しんでもらえる思いで運営されてい
る事が実感でき、新しい発見の意味での「新鮮
館」だなと感じました。

（資料提供：沼津港振興会）
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東芝機械環境センター㈱　佐　竹　哲　郎
改正省エネルギー法について改正省エネルギー法について改正省エネルギー法について

　平成２１年 ６ 月２９日沼津商工会議所環境防災委
員会で「改正省エネ法について」紹介を行いま
した。改正の概要は図で示したように、従来、
工場単位で省エネ活動を行っていましたが事業
者（企業、官公庁を問わない）単位とし、地球
温暖化ガスの増加が著しい民生部門の省エネを
進めることを目的としています。
　改正によりコンビニや外食産業等のフランチ
ャイズチェーン、デパートやスーパー等の商業、
ホテル・病院・銀行・遊技場等のサービス業、
官公庁も対象になります。管理義務対象となる
特定事業者は電気、石油・ガス等の燃料、蒸
気・冷温水等の熱を集計し原油換算で１,5００kl以
上使用する事業者です。
　各事業者は主たる工場、事業所に支店、営業
所までエネルギーを把握する必要があります。
一方、テナントに貸しているビルオーナーは借
主にテナント分のエネルギー使用量を通知しな
ければなりません。さらに今回、役員クラスの
管理統括者、法定資格を持つ管理企画推進者の
設置も義務付けられました。
　複数の事業者が同一敷地に設置されている場
合の取扱いは、地縁的一体性があれば主たる事
業者がエネルギー管理を負い、報告することも
可能です。
　今年までは工場単位で届出・報告を経済産業
局へ行いましたが、平成２２年からは事業者単位
で中長期計画書、定期報告書の提出、各種管理
者選任を行う必要があります。中長期計画策定
で基準となる「判断基準」も改正されましたの
で注意してください。

　事業者の省エネについては製鉄、セメント、
電力業はベンチマークが設定されますし、原単
位で毎年 １％の削減義務が達成できない場合、
排出権取引、国内クレジット等の共同省エネル
ギー事業による削減量を報告することにより国
が勘案・評価することも盛り込まれました。
　その他の改正としては、新築建築物における
省エネ措置の届出が延床面積２,０００平方メート
ル以上であったものが３００平方メートル以上の
建築物に義務付けられました。窓、壁、屋根等
の断熱、空調機の性能についてCASBEE評価
システムで評価し建築確認申請とともに提出す
る必要があります。また、建設後の維持保全状
況の定期報告も義務付けられました。
　平成２１年度は事業者全域・全体のエネルギー
を把握し、平成２２年度からの改正法施行の準備
及び基準数値となる年度です。温暖化ガス削減
要求が益々強まる将来に向け、エネルギー使用
量をしっかり把握し管理したいものです。
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沼津市環境政策課だより

　地球温暖化が進み、その防止対策への取り組
みが必要となってきています。また、「環境」
という言葉なくしては、企業活動ができない時
代となってきました。
　このような中、沼津市では、地球温暖化防止
への対応として、また、事業者の環境への取組
みを支援する一環として、平成１8年度より「エ
コアクション２１自治体イニシャティブ・プログ
ラム」を実施しています。

概要説明会の様子（ ６月23日開催）

○ エコアクション２１の特徴
環境省が平成 8年に構築し普及を進めてきまし
たが、まだまだなじみが薄いようです。最近の
様々な動きを採り入れ全面的に改定された「エ
コアクション２１」は、幅広い事業者の皆様に、
環境への取り組みを効果的・効率的に行うシス
テムを構築するとともに、環境への取り組みに
対する目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、
評価し、報告するための方法を提供します。
　その最大の特徴は、中小企業でも容易に取り
組め、ISO１4００１に比べて審査や維持にかかる
費用が安いことにあり、社会的認知度と信頼度
も高まりつつあり、今後、取引等における条件
となることが予測されます。

○ 大きなメリットが魅力
　環境経営（環境マネジメント）の基本は、省

資源、省エネルギー、廃棄物の削減に積極的に
取り組むことにあります。それらの取り組みの
なかで、無駄が省かれ、効率的な運営と生産性
の向上が図られるメリットも生まれ、すでにエ
コアクション２１を採用した事業所では予想以上
の節減効果が生まれていると聞きます。
　また、環境マネジメントシステムの運用に全
員が参加することにより、組織内の無理や無駄
の排除、目標管理の徹底等にも効果を挙げるこ
とができ、このシステムの導入が環境問題への
対応だけに終わっていないことが実感されてい
ます。

○ 自治体イニシャティブ・プログラム
　沼津市では、本年度もエコアクション２１の認
証取得を目指す事業者を対象に、概要説明会を
６月２３日に開催したところです。市内の１4事業
者が参加し、エコアクション２１地域事務局長の
平井一之氏にエコアクション２１の制度全般と自
治体イニシャティブ・プログラムについての説
明をしていただきました。
　 7月からは第 １回目の自治体イニシャティ
ブ・プログラムが開催され、来年 １月にかけて
計5回の講習会（無料）を行います。講習会受
講の事業者は来年の春ごろの認証取得を目指し
て取り組んでいただきます。
　現在、エコアクション２１の認証・登録件数は、
全国で３,5００件、県内では5００件、市内では、３０
件を超える件数があり、今後も増加することが
予想されます。
　今後も多くの事業者がエコアクション２１に取
り組むことにより、沼津市内の二酸化炭素排出
量の削減等、環境への負荷の低減を期待してお
ります。
※参加申込、お問合せは沼津市環境政策課まで
　TEL ０55-９３4-474１

自治体イニシャティブ・プログラムについて自治体イニシャティブ・プログラムについて自治体イニシャティブ・プログラムについて
エコアクション21
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研究開発､実験､計測制御部門を
　　　　　　強力にサポートします
計測機器、分析機器、試験機器、コンピュータシステム総合商社

環境関連、試験・分析・解析コンサルタント

http://www. tokairiki . co . jp/
＊お気軽にお電話ください。専門スタッフがお待ちしています＊

本　　　　社
沼津営業所
富士営業所
静岡営業所
島田営業所
浜松営業所
Ｓ　Ｅ　課

☎(054)246-5363㈹・FAX(054)248-9746
☎(055)923-8555㈹・FAX(055)923-4644
☎(0545)53-8531㈹・FAX(0545)52-2950
☎(054)246-5161㈹・FAX(054)245-9131
☎(0547)38-3481㈹・FAX(0547)38-3174
☎(053)421-4151㈹・FAX(053)421-9799
☎(054)248-4361㈹・FAX(054)248-9746

静岡市葵区大岩2丁目14番20号
沼 津 市 若 葉 町 1 0 番 1 8 号
富士市永田北町 6 番 1 6 号
静岡市葵区大岩2丁目14番20号
島 田 市 井 口 4 7 0
浜松市東区北島町111番地
静岡市葵区大岩2丁目14番20号

〒420-0886
〒410-0059
〒417-0058
〒420-0886
〒427-0104
〒435-0041
〒420-0886

～どんな猛暑でも屋根が熱くならない不思議な？塗料～
太陽熱反射塗料『ミラクール』

～窓ガラスは透明のままで侵入熱と紫外線カット～
窓際の暑さ解消コーティング剤『ＩＲガード』

静岡県駿東郡清水町卸団地73番地
ＴＥＬ〈055〉971－9610
ＦＡＸ〈055〉973－1534
URL  http://www.chikiri.com

◆空調効率アップで省エネ、ＣＯ２削減
◆ＩＳＯ14001環境改善策として最適
◆責任施工・材料販売
◆現調・診断・お見積　無料

株式会社　チ キリ
ISO14001認証取得

☆平成２１年 4 月２０日
　【理 事 会】⑴ 会員総会実施について
　　　　　　 ⑵ 今後の事業の進め方について
☆平成２１年 5 月２２日
　【定時会員総会】　総会・記念講演会
☆平成２１年 ６ 月１９日
　【事業部会】　�平成２１年度の事業の進め方につ

いて
　【広報部会】
　　取材　事業所訪問：沼津みなと新鮮館
　　部会　⑴ ｢水と空｣第１３０号の内容について
　　　　　⑵「水と空」第１３１号の企画について

☆平成２１年 7 月 7 日
　【広報部会】　�「水と空」第１３０号原稿校正につ

いて
☆平成２１年 7 月１8日
　【環境セミナー】
　　講　師：�原科　幸彦氏（東京工業大学大学

院教授、沼津市環境審議会会長）
　　テーマ：第 １部　
　　　　　　　�講演会「持続可能な社会づくり

の環境計画」
　　　　　　第 ２部　
　　　　　　　�市民の声を聴く会「子孫に残し

たい環境、改善したい環境等」

会 の 動 き


