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平成 30 年 5 月号（第 264 号）
環境情報が満載 ··························································· P2～4

「おさんぽ de いきものみっけ」を開催します(P2)

水質パトロール隊の参加者を募集しています（P3）

ごみ散乱防止キャンペーンを実施します（P3）

「エコアクション 21 認証取得講習会」を開催します(P4)

エコアクションを
はじめよう！つづけよう！つなげよう！
http://aichi-eco.com
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公害対策でお悩みの皆様へ
～金利の一部を利子補給します！～
愛知県では、中小企業の皆様に愛知県経済環境適

○利子補給の適用となる融資の対象
公害
防除
施設

応資金（パワーアップ資金）の融資を行っており、
公害を防除するために必要な施設の設置や、公害を
防止するための工場移転も対象となります。

工場
移転

さらに、公害防除施設や工場移転の融資では、
「利
子補給」制度があります。利子補給とは、支払利子

公害防除に必要な施設の設置や改善等を講
ずるための経費
例:集じん施設、汚水処理施設、防音施設
現在地での公害防止が困難なため移転し、移
転先で必要な措置を講ずるための経費
例:移転費、用地取得費、公害防除設備費

○融資の条件

額の一部を愛知県が補助することで、ご返済にかか

融資限度額

る負担を軽減するものです。
融資期間/利率

融資についてのお尋ねや、ご相談を随時受け付け
ておりますので、環境対策への設備投資を是非ご検
討ください。

利子補給率

詳細は Web ページをご覧ください。

1 億 5,000 万円
1 年超 15 年以内 年 1.1％以内
5 年超 17 年以内 年 1.2％以内
7 年超 10 年以内 年 1.3％以内
支払利子額の 60％
(公害防除施設 5,000 万円、工場
移転 7,000 万円の上限額有り)
据置 1 年以内
原則元金均等分割返済

(http://www.pref.aichi.jp/0000069974.html)

返済方法

「愛知県 公害対策 利子補給」で検索！

環境政策課 法規・融資・補償グループ
電話 052-954-6209（ダイヤルイン）

「おさんぽ de いきものみっけ」を開催します
愛・地球博記念公園（モリコロパーク）をお散歩

3 ゴール地点

し、身近な自然や生き物とのつながりを感じること

愛・地球博記念公園（モリコロパーク）内

ができる「おさんぽ de いきものみっけ」を、東邦ガ

もりの学舎

ス株式会社の協賛を得て開催します。
お散歩が楽しくなる「ハンディびょうぶ」を受け

詳細は Web ページをご覧ください。

まなびや

(http://www.pref.aichi.jp/soshiki/

取り、スタンプを集めながらゴールのもりの学舎を
目指します。お散歩の途中では、森の案内人（イン

kankyokatsudo/h30osanpo.html)

タープリター）と一緒にたくさんの生き物を見つけ
ます。申込みは不要で、参加費は無料です。子ども
から大人まで多くの方のご参加をお待ちしています。
1 開催日時
6 月 10 日（日）
10：00～15：00（受付時間）
（荒天予備日 6 月 17 日（日）
）
生き物を探す参加者の様子

2 スタート地点、受付、定員
愛・地球博記念公園（モリコロパーク）内

環境活動推進課 環境学習グループ
あいち環境学習プラザ
電話 052-972-9011（ダイヤルイン）

西口休憩所前テント（随時受付、先着 500 名）
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水質パトロール隊の参加者を募集しています！
身近な川や水辺のこと、皆さんの手で調べてみま
せんか？
キットを使っ
て水質調査中

川や海の汚れは、皆さんが家庭から出している生
活排水が大きな原因の一つとなっています。
愛知県では、小中学生の皆さんに、川の水質など
を調査しながら生活排水について考えていただくた
め、毎年、
「水質パトロール隊」を募集しています。
見慣れた川でも
新しい発見が
出来ちゃうかも！

参加グループは、県から送られる調査マニュアル
と水質検査キットを使って、川の汚れ具合や水辺の
生きものなどを調べ、その結果をレポートなどにま

みなさんのご参加
お待ちしていま～す

とめて提出していただきます。
小中学生が中心となったグループであれば、ご家

水質パトロール隊 PR キャラクター
かっぱとくん

族、お友達同士、クラブなど、どんな単位でも参加
できます。
（ただし、一緒に活動してくださる大人の

詳細は Web ページをご覧ください。

方を一人以上誘ってくださいね。
）

(http://www.pref.aichi.jp/soshiki/

募集期限は 7 月末まで。検査キットは先着順でお

mizutaiki/30-mizupato.html)
水大気環境課生活環境地盤対策室 三河湾環境再生グループ
電話 052-954-6220（ダイヤルイン）

送りしますので、お早めのご応募がおすすめです。

ごみ散乱防止キャンペーンを実施します！
愛知県では、毎年 5 月 30 日から 6 月 5 日までの 1

イベントへの参加や身近な場所の美化に努めるな

週間をごみ散乱防止強化週間として、
「ごみ散乱防止

ど、皆さんもご協力ください。

キャンペーン」を実施しており、今年も街頭啓発活
動や清掃活動を行います。
＜街頭啓発活動＞
金山総合駅ほか県内主要駅 8 か所において、(公
社)食品容器環境美化協会 愛知地方連絡会議と協
力して啓発資材を配布し、ごみのポイ捨て防止等を
呼びかけます。
＜清掃活動＞
ごみ散乱防止強化週間中には、県内の市町村にお
清掃活動の様子

いて、各地でごみ散乱防止にちなんだイベントや清
掃活動、啓発活動が実施される予定です。また、5

資源循環推進課 一般廃棄物グループ
電話 052-954-6234（ダイヤルイン）

月 30 日に県庁舎周辺においても、
県職員等で清掃活
動を実施する予定です。
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中小企業のための

「エコアクション 21 認証取得講習会」を開催します
「エコアクション21（EA21）」は、環境省が策定し
普及を進めている環境マネジメントシステムです。中

4 参加費
無料（ただし認証・登録に要する費用は別途必要

小企業の方々が、自主的な環境保全への取組を継続的

です。）

に行うための「しくみ」で、環境経営に容易に取り組

5 主催

めるよう工夫されています。

愛知県、名古屋商工会議所、

EA21の取組により、環境面に加えて経費削減や生産
性向上など経営面の効果も期待できるほか、社員の意
識や社外からの評価の向上にもつながります。また、

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会、
エコアクション 21 地域事務局あいち
6 内容

愛知県では公契約の重点評価項目として、ISO14001

・全体説明

などとともに位置付けています。

・EA21 ガイドラインの要求事項の理解

この度、EA21認証取得講習会（全4回）を開催しま
す。講習会を受講することで、EA21審査人から、きめ
細かで具体的な助言・指導、フォローアップを受け、

・環境経営レポートの作成と公表について
・審査申込み及び審査・認証取得まで
7 申込方法

認証取得に必要な準備を行うことができますので、是

参加申込書（Web ページに掲載）により、E メール

非ご参加ください。

又は FAX でお申込みください。

1 開催日時

（申込期限：5 月 15 日（火）
）

第1回 5月22日（火） 第2回 6月12日（火）

8 申込先・問合せ先

第3回 7月 2日（月） 第4回 7月24日（火）

エコアクション21地域事務局あいち

時間はいずれも13：30～16：30

Eメール：ea21-aeca@mbr.nifty.com

2 開催場所

FAX 及び電話：052-471-7477

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会 3F会議室

詳細は Web ページをご覧ください。

名古屋市中区金山2-10-9 第8フクマルビル5階

（http://www.pref.aichi.jp/

（金山総合駅 徒歩6分）

soshiki/kankyokatsudo/ea21kousyuu.html)

3 定員
環境活動推進課 調整・環境配慮行動グループ
電話 052-954-6241（ダイヤルイン）

環境経営に関心があり、EA21 の認証取得を希望す
る企業 20 社（先着順）各社 1～2 名
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編集後記
立夏を過ぎ、暦の上でも夏となり、汗ばむ陽気となる日が増え
てきました。
愛知県では「県庁さわやかエコスタイルキャンペーン」を 5 月
1 日から実施しており、軽装・ノーネクタイで執務し、冷房使用
を控えるなどの省エネ対策に取り組んでいます。皆さんも気温に
合わせた服装で、環境に配慮した暑さ対策を始めてみませんか。
（企画・編集チーム）

※ この環境かわら版は、環境部 Web ページ「あいちの環境」http://www.pref.aichi.jp/kankyo/でも発信しており、写真等を
カラーでご覧いただけます。この記事は広報紙等へ再掲していただきますようお願いします。
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