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あいさつ 

 

 

 平成 19 年４月、野洲市環境基本計画（以下、計画）がスタートし、計画に掲

げられたプロジェクトに、市民・事業者・行政が協働して取り組んできました。 

 

この計画を推進していくための組織として、平成 20 年 3 月に発足しました

「環境基本計画推進会議『水と緑・安心の野洲』」は、当初から活動内容の充実

と参加者の拡充を図り、環境保全を啓発する多様なイベントの開催や、環境改善

に向けた様々な普及活動を展開してきました。 

 

 これまでを振り返ってみますと、ヨシ植えイベントやあやめ浜まつり、他にも

様々なイベントに多くの市民の方々に参加いただき、また企業からの参加も多

くあり、みなさんとともに環境保全活動に取り組んで参りました。私は漁師です

ので、毎日のように琵琶湖に関わっていますが、こうしたイベントにみなさんも

関わられたことにより、少しでも琵琶湖に関心を持っていただけたのではない

かと感じております。そして多くの方々とともに取り組んできましたが、環境と

いうのはなかなかすぐには改善せず、現状はまだまだ厳しいことも現実として

あります。 

 

このたび、こうした活動の 10 年間の実績や成果を、さまざまな主体との連携

や協働で取り組んできたことに視点をあてながら、報告集としてまとめました。

この活動報告集が、野洲市における環境保全活動の記録として活用され、今後の

活動に対しての参考となることを期待いたします。 

 

 

 

平成 29 年３月 

環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」 

代表  松沢 松治 
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本紙の内容について 

 

 本紙は、環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」における平成 19 年度

から平成 28 年度までの 10 年間の活動について、その実績や成果をまとめた

ものです。 

 

 編集にあたっては、環境保全活動を行っている各主体が、その取り組んできた

実績や成果を同推進会議の運営委員会で報告しまとめ、事務局である市環境課

にて作成したものです。 

 

このことから、課題検討や活動評価を中心にしたものではなく、計画の実現に

向けての具体的な行動や事業の結果はもちろん、様々な主体との連携や協働に

より実施してきたことをまとめた報告書となっています。 

 

本紙が今後の環境活動への参考や、また他地域において参考となる事例集と

なれば幸いです。 

 

 

編集 平成 29 年３月 

環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」 

事務局：野洲市 環境経済部 環境課 
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第１章 野洲市環境基本計画の概要 

 

 

・野洲市環境基本計画とは 

・計画の将来ビジョン 

・計画に掲げるプロジェクト 

・計画の推進体制 
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野洲市環境基本計画とは 

 

計画期間：平成 19 年 4 月～平成 29 年 3 月 

 

現在の環境問題の多くは、私たちの便利さを優先する日常生活や事業活動に

起因しています。環境問題を解決するためには、社会のあらゆる人がそれぞれの

役割を公平に分担し、積極的に環境保全活動に参加することが必要です。 

 

平成 16 年に制定された野洲市環境基本条例に基づき、市民、事業者、行政が

連携して環境にかかる課題と解決方法について策定段階から何度も話し合い、

「自然分野」「ごみ・資源分野」「まち・くらし分野」の３分野にまとめられた「野

洲市環境基本計画」が、平成 19 年に発行されました。 

 

この計画は、地域と地球の良好な環境を保全し持続可能な社会をつくるため

の計画です。内容は、野洲市にとって望ましい将来ビジョンを明らかにし、それ

に向かって進むうえで、取り組むべき課題を発見し、市民、事業者さらに行政が

それぞれ連携し、取らなくてはならない具体的な行動を規定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 野洲市環境基本計画の概要 
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計画の将来ビジョン 

 

 計画では、先述の「自然分野」「ごみ・資源分野※」「まち・くらし分野」の３

分野それぞれにおけるビジョンを設定し、それらを総合した将来ビジョンを掲

げています。※「ごみ・資源分野」は後に「エコ･資源分野」と改めた。 

 

自然分野では「～山や森、川や湖が輝く、水と緑のまち～」として、豊かな緑

と里中のせせらぎに子供たちの元気な声があふれ、四季の新鮮な食材を市民が

手にできる、自然と人間のつながりが実感できるまちを目指します。  

 

エコ・資源分野では「～資源を活かし、モノの命を大切にするまち～」として、

BDF燃料車の活用や生ごみの有機肥料化、資源リサイクルの輪が広がったごみ

のないくらしとクリーンなエネルギー利用の進んだまちを目指します。  

 

まち・くらし分野では「～誰もが安心してゆっくり暮らせる、うるおいとにぎ

わいのあるまち～」として、住民と企業、商店が交流を深め、共に環境を大切に

した取り組みを行えるようにすることで、子どもからお年寄りまでが安心して

暮らせるまちづくりを目指します。  

 

そして、これらをあわせた「～命の水、育む緑、安心のまち野洲～」が野洲市

環境基本計画の総合ビジョンとして掲げられています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 野洲市環境基本計画の概要 

図：野洲市環境基本計画より 
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計画に掲げるプロジェクト 

 

 計画では、「自然分野」「エコ・資源分野」「まち・くらし分野」の３分野につ

いて、それぞれにおける課題解決を図り、ビジョン実現のため、取り組むべきプ

ロジェクトを設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 野洲市環境基本計画の概要 

分野 区分 プロジェクト名 

 

 

 

 

 

 

自然分野 

 

 

山や森､川や湖が 

輝く､水と緑のまち 

川 1.「おらが川」人が親しめるきれいな川づくり 

山 

2.野洲の里山の自然に触れよう、知ろう 

3.野洲の自然を次世代につなぐ「自然案内人」を増やそう 

4.山の木を活用し、市民の手で野洲の山を守ろう 

湖 

5.葦地帯をみんなで増やそう 

6.琵琶湖を身近なものにしよう 

7.内湖の復活で琵琶湖を守ろう 

緑 

8.まちなかの緑ボリュームアップ大作戦 

9.河畔林の再生 

10.鎮守の森再生 

農業 11.環境保全型農業推進計画 

 

エコ・資源分野 

 

 

資源を活かし､モノの

命を大切にするまち 

環境学習 12.みんなで進める環境学習 

3Ｒ 

13.生ごみ資源化システムづくり 

14.天ぷら油を捨てずにエネルギー（BDF）化しよう 

15.お得で楽しいリユースステーションをつくろう 

16.「こんなエコな店あるよ！」ガイドブック作成事業 

 

 

 

 

まち・くらし分野 

 

 

誰もが安心して 

ゆっくり暮らせる 

うるおいとにぎわい

のあるまち 

交通 

17.一人ひとりが自動車社会を見直す「エコドライブ活動」 

18.バス利用大作戦 

19.自動車を利用しなくても、安心安全安価でクリーンな

市内移動が楽しめる交通体系整備 

事業活動 

20.きらりと光る野洲の自然、まち、人応援プロジェクト 

23.事業所環境保全取り組み向上プロジェクト 

買い物 21.ごみを出さない売り方・買い方が広がるまち 

共育 22.「環境共育支援ネットやす」の設立と運営 

景観 

24.三上山をはじめとする、野洲ならではの景観を守り育

てよう 

 

表：野洲市環境基本計画プロジェクト体系 
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計画の推進体制 

 

 計画に掲げられたプロジェクトを推進していくため、市民、市民団体（自治会・

ＮＰＯ法人等）および事業者が参画する組織として、平成 20 年 3 月に「環境

基本計画推進会議『水と緑・安心の野洲』が発足しました。そして、この推進組

織の活動に市も参画することで、パートナーシップによる計画の実現を目指し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛称である「えこっち・やす」は、野洲市環境基本計画推進会議「水と緑・安

心の野洲」に対して、より親しみをもってもらうため、また環境基本計画関連の

活動を統一的に発信しようと、平成 24 年度に愛称を募集し、300 を超える応

募の中から決定されました。 

また、「えこっち・やす」の活動が広く認知され、さらなる環境基本計画の推

進・啓発が図られるよう、ロゴマーク（「えこっち・やす」会員である中塚勝氏

によるデザイン）を作成しました。ちなみに、ロゴマークの「ｅ」は土壌を良く

するミミズをモチーフにしています。 

 

第１章 野洲市環境基本計画の概要 

市民 

市民団体 

事業者 

市 

環境基本計画基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」 

（愛称：えこっち・やす） 

参 画 

図：計画の推進体制 
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第２章 10 年間の活動報告 

 

 

＜自然分野＞ 

・川に関する活動 

・山に関する活動 

・湖に関する活動 

・緑に関する活動 

・農業に関する活動 

＜エコ･資源分野＞ 

・環境学習に関する活動 

・３Ｒに関する活動 

＜まち･くらし分野＞ 

・交通に関する活動 

・事業活動に関する活動 

・買い物に関する活動 

・共育･景観に関する活動 

＜その他＞ 

・その他に関する活動 
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＜自然分野＞ 

自然分野においては、河川環境保全活動、里山環境保全活動、びわ湖環境保全

活動、市内緑化推進活動、環境保全型農業推進活動の５つの活動を継続して実施

してきました。河川やびわ湖の環境保全活動は県のマザーレイク 21 計画と連

携を図りつつ、里山から川、緑地、田畑、そしてびわ湖までの一連の自然環境の

保全をめざした活動を展開してきました。それぞれの活動における主体が中心

となり、多くの市民に対してプロジェクトの趣旨を普及・啓発するとともに、野

洲市の自然に親しむ機会を提供してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野 区分 プロジェクト名 活動主体 

自
然

分
野

 

川 1.「おらが川」人が親しめるきれいな川づくり 

NPO 法人家棟川流域観光船 

野洲市里川づくり委員会 

野洲市ホタルを復活させる会 

山 

2.野洲の里山の自然に触れよう、知ろう 

山部会 3.野洲の自然を次世代につなぐ「自然案内人」を増やそう 

4.山の木を活用し、市民の手で野洲の山を守ろう 

湖 

5.葦地帯をみんなで増やそう 

びわ湖の水と地域の環境を守る会 

野洲市びわ湖を守る会 

6.琵琶湖を身近なものにしよう 

7.内湖の復活で琵琶湖を守ろう 

緑 

8.まちなかの緑ボリュームアップ大作戦 

緑の推進委員会 

やす緑のひろば 

9.河畔林の再生 

10.鎮守の森再生 

農業 11.環境保全型農業推進計画 野洲市魚のゆりかご水田協議会 

第２章 10 年間の活動報告 

表：自然分野におけるプロジェクトと活動主体一覧 

写真：河川での生態調査イベント（左）、野洲川北流跡自然の森での観察会（右） 
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川川川川        に関する活動に関する活動に関する活動に関する活動    

活動主体：NPO法人家棟川流域観光船 

野洲市里川づくり委員会 

野洲市ホタルを復活させる会 

プロジェクト：プロジェクト：プロジェクト：プロジェクト：「おらが川」人が親しめるきれいな川づくり「おらが川」人が親しめるきれいな川づくり「おらが川」人が親しめるきれいな川づくり「おらが川」人が親しめるきれいな川づくり    

市内には、北を流れる日野川、家棟川、南を流れる野洲川といった一級河川を

はじめ、大小様々な川や水路が通っています。豊かな水は野洲のまちを支えてき

た大切な資源ですが、昔に比べ、水量が減少し、散在性ごみが多くあるのが現状

です。私たちはきれいな水の流れる川の復活を目標にした人づくり、まちづくり

に取り組んでいます。 

 

①河川清掃活動①河川清掃活動①河川清掃活動①河川清掃活動        

～～～～    ごみ捨て場であった家棟川河口部ごみ捨て場であった家棟川河口部ごみ捨て場であった家棟川河口部ごみ捨て場であった家棟川河口部へへへへ観光客を迎えられる川へ観光客を迎えられる川へ観光客を迎えられる川へ観光客を迎えられる川へ    ～～～～    

活動を始める以前の家棟川は、バイク、タイヤ、タンス、冷蔵庫、洗濯機、便

器などあらゆるものが捨てられていたごみ捨て場でした。家棟川は野洲市の約

８割の河川が合流しており、それら河川から流れ出てきたごみや周辺道路など

から風で飛散したごみがさらに流れ込んできます。家棟川の河口部は琵琶湖と

水位が同じなので、雨が降ることで勢いよく流れるまでは滞留している状況で

した。こうしたことから、地域や企業と協力して清掃活動を年間通して行うこと

にし、大型漁船を用いたごみ回収は年間 5～8回、地域住民や事業所との協働に

よるごみ回収は年間 20～30 回にもなりました。この地道な取り組みにより、

野洲クリーンセンターへのごみ搬入量は 7,000kg 以上になり、冷蔵庫やテレ

ビといった粗大ごみを無くすことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：多くの方と協力したごみ回収（左）、大型漁船による粗大ごみ回収（右） 
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②家棟川エコ遊覧の運航②家棟川エコ遊覧の運航②家棟川エコ遊覧の運航②家棟川エコ遊覧の運航    

～～～～    NPONPONPONPO 法人家棟川流域観光船を立ち上げ、エコツーリズムを推進法人家棟川流域観光船を立ち上げ、エコツーリズムを推進法人家棟川流域観光船を立ち上げ、エコツーリズムを推進法人家棟川流域観光船を立ち上げ、エコツーリズムを推進    ～～～～    

前述の河川清掃活動では、冷蔵庫やテレビなどの粗大ごみは無くなったもの

の、上流から流れてくる散在性ごみは一向に減りませんでした。そこでこれらを

無くすためには、市民に川を知ってもらい、親しんでもらうことが一番だと考え、

地域の漁師、農家、自治会長や市民団体のリーダーが中心となり、2007 年に

NPO法人家棟川流域観光船を設立しました。櫓漕ぎの屋形船に乗り、問題とな

っている散在性ごみの状況はもちろん、豊かな生態系の観察と河川の水質を学

習する「家棟川エコ遊覧」を運航しました。 

この事業は、平成 22 年度には環境省による「事業型環境 NPO・社会的企業

中間支援スキームモデル実証事業」に、平成 23 年度には滋賀県の「新しい公共

支援事業」に採択され補助を受け実施しました。また市からは「琵琶湖エコツー

リズム推進事業」の委託を受け実施しました。身近な河川をエンジンではない櫓

を漕ぐ船の上から眺めることで、その環境の素晴らしさや、大切さを訴えること

ができました。 

これまでの参加者は 5,000人を越え、子どもたちや女性からの関心が高く好

評を得ています。また、他プロジェクトとも連携し、伝統料理を食べながら琵琶

湖の生態系について学べる機会も設けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また NPO法人家棟川流域観光船が代表団体になり、野洲市農山漁村活性化推

進協議会を結成し、地方の元気再生事業（内閣府）、新しい公共支援事業（滋賀

県）、都市農村共生・対流総合対策交付金（農林水産省）の助成を受け、グリー

ンツーリズムや収穫祭、伝統料理、創作料理の普及にも取り組みました。 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：家棟川エコ遊覧 



１４ 
 

③流域ネットワークの構築③流域ネットワークの構築③流域ネットワークの構築③流域ネットワークの構築    

～～～～    良好な環良好な環良好な環良好な環境を保全する川づくり、仲間づくり境を保全する川づくり、仲間づくり境を保全する川づくり、仲間づくり境を保全する川づくり、仲間づくり    ～～～～    

水源の山から、森、里川、田畑そしてびわ湖まで、流域のそれぞれの場所で水

環境の保全に取り組む団体や自治会の計 13 団体で、野洲市里川づくり委員会

を結成し、それぞれの活動報告を行う「水フォーラム」、「水・生物多様性フォー

ラム」を開催しました。このフォーラムを通して、流域ネットワークを形成し、

水環境保全への意識向上を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

④ホタルを復活させる活動④ホタルを復活させる活動④ホタルを復活させる活動④ホタルを復活させる活動    

～～～～    ホタルが飛び交う、子どもから大人までみんなが親しめる川にホタルが飛び交う、子どもから大人までみんなが親しめる川にホタルが飛び交う、子どもから大人までみんなが親しめる川にホタルが飛び交う、子どもから大人までみんなが親しめる川に    ～～～～    

ホタルは人と河川が共存するためのバロメータといわれ、きれいな水質を取

り戻す指標となる生き物です。生息するためには一定の水量があり、ある程度人

の手が加えられた環境が必要です。 

このホタルを数多く復活させるため、野洲市ホタルを復活させる会を発足し、

この取り組みに関わる、堤、西河原、比留田、野田、六条などの自治会や村田製

作所野洲事業所と連絡を取り合いながら、数百～千匹の幼虫を孵化し、それを地

域の河川に放流しました。また、放流する河川ごとにホタルの生息環境に見合う

川づくりも行いました。 

こうした活動を広く知ってもらうため、地域で観察会を行い、北野小学校では

ホタル学習会をこれまで３回実施しており、ホタルの生態をとおして環境の大

切さも伝えました。また、比江や高木の自治会でもホタル学校として観察会等を

催され、市民団体の「環境を考える会」においては毎年ホタルの観察会を実施さ

れています。 

これまで野洲市ホタルを復活させる会が調査したところによると、野洲川の

第２章 10 年間の活動報告 

写真：平成 24 年度「水フォーラム」（左）、平成 26 年度「水・生物多様性フォーラム」（右） 
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水が流れてくる河川では、自然発生のホタルが飛翔している箇所は 29 箇所と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤生態調査の実施⑤生態調査の実施⑤生態調査の実施⑤生態調査の実施    

～～～～    数多くの魚類が生息する、県内でも貴重な河川であることが判明数多くの魚類が生息する、県内でも貴重な河川であることが判明数多くの魚類が生息する、県内でも貴重な河川であることが判明数多くの魚類が生息する、県内でも貴重な河川であることが判明    ～～～～    

平成 23 年度より、琵琶湖環境科学研究センターの協力のもと、家棟川流域 8

ヶ所で生態調査を実施しており、貴重なタナゴなどの種が確認されました。また、

川に遡上してくるビワマスが確認できた箇所では、産卵期の禁漁期間を啓発す

るのぼり旗を設置しました。                                                  

市民の方々にも河川に生息している生物を観察していただこうと、例年、夏休

みの子どもとその保護者を対象に「山（希望が丘）・家棟川・びわ湖（あやめ浜）

での生態調査」と題して、イベントを実施しています。家棟川流域に棲む生き物

の調査を行い、参加者に川への関心を持ってもらい、河川環境について考えてい

ただきました。 

 また生態調査は野洲川でも実施しており、参加した子どもたちに投網や刺網

で捕獲する様子を見学する機会を提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：北野小学校 3 年生の「ホタル学習」 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：生態調査イベント（左）、捕獲した魚の計測調査（右） 



１６ 
 

⑥関係組織との連携・協働⑥関係組織との連携・協働⑥関係組織との連携・協働⑥関係組織との連携・協働    

～～～～    企業や行政機関等、関係組織を巻き込み、事業を推進企業や行政機関等、関係組織を巻き込み、事業を推進企業や行政機関等、関係組織を巻き込み、事業を推進企業や行政機関等、関係組織を巻き込み、事業を推進    ～～～～    

NPO 法人家棟川流域観光船では、平成 22 年度に TOTO水環境基金の助成

を受け環境保全活動を実施してきました。また三井物産環境基金や夏原グラン

ト等の助成も受けています。さらに資金助成を受けただけでなく、TOTO 株式

会社の社員が活動に参加いただき、河川や琵琶湖の散在性ごみ回収の作業等に

協力を得ています。企業と NPOが協働し、※マザーレイク 21 計画の重点プロ

ジェクトである「森・川・里・湖のつながり再生プロジェクト」を実践するとい

う典型ができています。 

※滋賀県が、琵琶湖を健全な姿で次世代に引き継ぐための指針として、平成

12 年 3 月に、琵琶湖総合保全整備計画「マザーレイク 21 計画」を策定。平成

23 年度から平成 32 年度までを第 2 期とし、この第 2 期改定時に当時の NPO

法人家棟川流域観光船の北出理事長が作成に参加。 

 行政機関との連携としては、平成 26 年度に滋賀県の「取り戻せ！つながり再

生構築モデル事業」に採択され、滋賀県や市と協議を重ね、家棟川流域の「つな

がり再生」について議論を行ってきました。そしてそのなかで、家棟川流域では、

ビワマスの遡上は確認できるものの、稚魚が確認されていないことから、ビワマ

スの産卵床の設置や仮設魚道の設置、違法採捕を監視するプロジェクトチーム

を結成し、ビワマスが遡上する街づくりに取り組むことになりました。そして、

平成 27 年度には「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」

を結成し、市民、事業者、行政機関が協働し、産卵床の造成や稚魚調査を実施。

このときに３尾の稚魚が初めて確認することができました。さらに、平成 28 年

度には引き続き産卵床の造成を行うとともに、仮設簡易魚道の設置が実現する

など、着実に事業を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：家棟川つながり再生協議（左）、ビワマス産卵床造成（右） 



１７ 
 

⑦家棟川の情報発信⑦家棟川の情報発信⑦家棟川の情報発信⑦家棟川の情報発信    

～～～～    家棟川の歴史、風景、魅力を次世代に伝える家棟川の歴史、風景、魅力を次世代に伝える家棟川の歴史、風景、魅力を次世代に伝える家棟川の歴史、風景、魅力を次世代に伝える    ～～～～    

家棟川の魅力を発信しようと、エコ遊覧船の船頭が地

元の魅力を伝える力を高める講習会を行っています。さ

らに、地元自治会と協力して地域の人を講師とした学習

会を行い、身近な河川環境について見識を深め、家棟川

の魅力を伝えています。 

ほかにも、家棟川の歴史や魅力を伝えるパンフレット

「家棟川物語」を作成し、市内の全ての小中学校へ配布

しました。地元の川を知り、その良さを知ることが出来

る資料として活用されることを期待しています。 

 

 

⑧活動の評価⑧活動の評価⑧活動の評価⑧活動の評価    

～～～～    活動が認められ、各方面から評価を受ける活動が認められ、各方面から評価を受ける活動が認められ、各方面から評価を受ける活動が認められ、各方面から評価を受ける    ～～～～    

 これまでの水環境保全活動や、水環境保全意識の醸成を目的としたエコ遊覧

の運航、生態回廊の再生を目的とした生態調査が評価され、平成 26 年度には、

日本水環境学会から水環境文化賞を受賞し、そのほか、「まるエコおおきに優秀

賞（平成 20年：滋賀県知事賞）」、「しが生物多様性大賞（平成 25年：滋賀県、

滋賀県経済同友会共催）」、「淡海のつなぐ、ひらく、みらい賞（平成 28年：公

益財団法人淡海文化振興財団）」、「淡海の川づくりフォーラム準グランプリ（平

成 29 年：滋賀県知事賞）」など受賞し、取り組みが認められました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

絵：家棟川物語 平成 28 年発行 

写真：水環境文化賞表彰状（左）と、野洲市長への受賞報告（右） 
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※上記の数値については、環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」における各年度総会議案書等より算出。 

年度 主な活動・出来事 主な実績・成果 

平成 19 年度 

・「里川づくり委員会」立ち上げ 

・家棟川エコ遊覧の運行開始 

・エコ遊覧イベントに 75 人が参加 

平成 20 年度 

・里川、内湖フォーラムの開催 

・エコ遊覧船乗降場整備 

・左記フォーラムに 100 人が参加 

・「まるエコおおきに優秀賞（滋賀県 

知事賞）」受賞 

平成 21 年度 

・船頭講習会の実施 

・ホタル学校の開催 

・ホタル飼育実践として、合計 

1,406 匹の幼虫孵化に成功 

平成 22 年度 

・環境省「事業型環境 NPO・社会 

 的企業中間支援スキームモデル 

実証事業」に採択される 

・左記事業にて、持続可能なビジネ 

スモデル計画を策定。活動の拡充 

の方向づけができた 

平成 23 年度 ・生態回廊再生の生態調査開始 

・家棟川流域８箇所で生態調査を 

 実施。のちに湖北地域のきれいな 

河川に匹敵する在来魚種数（22 種） 

を誇る河川と判明。 

平成 24 年度 

・エコ遊覧の受入人数が増加 

・水フォーラムで、企業との連携 

した取り組みを発表 

・エコ遊覧に、地元老人会や子ども 

会の他、東京や名古屋からも参加 

があり 684 人が参加 

・日本水環境学会関西支部から「関 

西の水環境の保全と創造に寄与す 

る優れた活動」として表彰を受ける 

平成 25 年度 

・エコ遊覧や水フォーラム等、継続 

した取り組みを展開 

・生態回廊の再生を図る「家棟川生態 

回廊再生を目指すネットワーク」 

として、滋賀県知事より「しが生物 

多様性大賞」を受賞 

平成 26 年度 

・水･生物多様性フォーラムの開催 

・滋賀県の「取り戻せ！つながり再 

生構築モデル事業」に採択される 

・左記フォーラムに 47 人が参加 

・日本水環境学会から水環境文化賞 

を受賞 

平成 27 年度 

・「家棟川・童子川・中ノ池川に 

ビワマスを戻すプロジェクト」を 

結成 

・ビワマスの生息環境を整えるため 

産卵床を造成し、稚魚を３尾確認 

できた 

平成 28 年度 

・ビワマス遡上のための仮設簡易 

魚道を設置 

・ビワマスフォーラムの開催 

・魚道を設置したことで近隣付近住民

の河川への関心が高まった 

・左記フォーラムにスタッフを含め 

 116 人が参加 

表：川に関する主な活動まとめ一覧 

第２章 10 年間の活動報告 
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山山山山        に関する活動に関する活動に関する活動に関する活動    

活動主体：山部会 

プロジェクト：・野洲の里山の自然に触れよう、知ろうプロジェクト：・野洲の里山の自然に触れよう、知ろうプロジェクト：・野洲の里山の自然に触れよう、知ろうプロジェクト：・野洲の里山の自然に触れよう、知ろう    

・山の木を活用し、市民の手で野洲の山を守ろう・山の木を活用し、市民の手で野洲の山を守ろう・山の木を活用し、市民の手で野洲の山を守ろう・山の木を活用し、市民の手で野洲の山を守ろう    

・野洲の自然を次世代につなぐ「自然案内人」を増やそう・野洲の自然を次世代につなぐ「自然案内人」を増やそう・野洲の自然を次世代につなぐ「自然案内人」を増やそう・野洲の自然を次世代につなぐ「自然案内人」を増やそう    

    

市内には、近江冨士と呼ばれ雄大な三上山をはじめ、妙光寺山や鏡山など大小

さまざまな山々を有しています。これらは水源の山々として、豊かな水を育んで

います。しかし、森林の経済的価値の低下や、利活用が進まず、荒廃している現

状があります。私たちは里山を身近に感じる機会を提供し、保全することで野洲

の山を守ろうと取り組んでいます。 

 

①里山・林道の保全活動①里山・林道の保全活動①里山・林道の保全活動①里山・林道の保全活動        

～～～～    人の手入れが行き届き、整備が図られた人の手入れが行き届き、整備が図られた人の手入れが行き届き、整備が図られた人の手入れが行き届き、整備が図られた里里里里山山山山へへへへ    ～～～～    

活動当初は月 1～2回の里山整備作業、平成 24 年度からは月 3回（第 1、

第 2土曜日と第 3火曜日）の里山整備作業と、月 1回（第 4土曜日）の里山探

索を定例化しています。里山整備作業では、地元生産森林組合と連携を図りつつ、

登山道の整備や枝打ちなどの整備を行っています。里山探索では、野洲の山のあ

ちこちを歩き、知り、手入れの必要なところを探し、山の現状を山部会員みんな

がよく知ることに努めています。 

具体的な活動としては、里山の歴史の

道「ややうみ坂の登り道」、「伊勢道峠」、

「桜道峠」などの道の復元をしたほか、

林道整備や伐採した雑木のチップ化、植

林、枝打ちなど整備を続けています。こ

の活動により、鬱蒼としていた木々の間

にさわやかな風が吹き抜けるようにな

りました。 

ほかにも、平成 21 年から平成 22 年

にかけて道案内の「道標（24 か所）」と

「レスキュー杭（210 か所）」を作成し

設置しました。その後も杭周辺の草刈り

や点検・補修を続けていますが、改めて

第２章 10 年間の活動報告 

写真：間伐材を利用しての山の階段づくり 
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平成 27 年から平成 28 年にかけ全部を点検に回っています。レスキュー杭や

道標の設置図は、地元自治会・警察署・消防署に配布し、よく利用され救急にも

役立っています。 

さらに、小堤地区では、歴史遺跡「小堤山城」を集中的に整備しています。作

業内容は、登山道（尾根道）の整備、「主郭」草刈りを年 2回実施し、平成 26

年からは、30余りある「曲輪（くるわ）」の復元整備、「主郭」への登山道の整

備と水切り、木の階段作り、谷川の整備などを中心に行っています。 

また、大篠原地区では、旧林道の整備、貯木場の草刈り、森楽校の遊歩道の草

刈りを行うほか、星が峰から鏡山尾根道の倒木や枯れ木の伐採と除去、土石流跡

の流木の除去と整備などを行っています。 

 ※「小堤山城」は野洲市小堤に位置する山城で現在は山林となっています。 

「主郭」は日本の城郭の本丸にあたる部分で、「曲輪」は城を石垣や堀など

で区画した区域の名称です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：大篠原貯木場での草刈り前（左）と草刈り後（右） 

写真：登山道の整備（左）と枯木伐採作業（右） 
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②里山を親しむ活動②里山を親しむ活動②里山を親しむ活動②里山を親しむ活動    

～～～～    市民や子どもが里山を身近に感じ親しめるように市民や子どもが里山を身近に感じ親しめるように市民や子どもが里山を身近に感じ親しめるように市民や子どもが里山を身近に感じ親しめるように    ～～～～    

子どもや市民が里山の自然に直接触れられる自然観察会や体験学習会を企画

し、水や生き物と親しむことから里山の大切さを伝えています。 

篠原小学校児童らが地域の自然を肌で感じる遠足「伊勢道峠越え」では、毎年

案内役として協力しています。平成 22 年度からは毎年 5 月初めに行う恒例の

イベントとなり、コース整備も含めて道案内を続けています。子供たちは「大篠

原にもこんなところがあるんやねぇ」、「希望が丘には、自動車で行くものと思っ

ていたけどこんな道を通るのは初めて」など、春の花咲く山道を超えて大篠原か

ら希望が丘文化公園につながるコースを散策することで、故郷の山を知る良い

機会となっています。 

また市民向けイベントとして、野洲の山の花や木、

眺望などの自然や古墳などの歴史遺産などを知って

もらう行事を年 2回実施しています。春の「タムシバ

の花を見る登山」は、恒例となっています。山の北側

に多く自生するタムシバの花を毎年楽しみにする参

加者も多く、野洲の山の自然を満喫していただける良

い機会となっています。秋には、毎年コースを変えて

紅葉と山の歴史遺産を巡るイベントを開催していま

す。 

ほかにもこれまで、県内で活動する各団体と連携し、ヒノキの皮むきといった

林業の仕事を体験しながら里山で遊ぶ「集まれ、里山 kids！（おうみ未来塾と

の共催）」や「里山探検キッズ（野洲川地区ガールスカウトとの共催）」、「やすっ

こ里山冒険隊～見つけよう！心の大自然～（野洲青年会議所との共催）」といっ

たイベントも行ってきました。里山に子どもたちの笑い声が響くようになって

きたのがうれしく感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：篠原小伊勢道峠越え（左）、春の花登山（右） 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：タムシバの花 
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③里山を案内する活動③里山を案内する活動③里山を案内する活動③里山を案内する活動    

～～～～    山部会員や市民が里山案内人として活躍できるように山部会員や市民が里山案内人として活躍できるように山部会員や市民が里山案内人として活躍できるように山部会員や市民が里山案内人として活躍できるように    ～～～～    

自然・山部会で活躍できる人を増やし、四季を通じて私たちを魅了する野洲の

自然環境の独自性や面白さ、素晴らしさを語れる「自然案内人」となる人材の育

成に取り組んできました。具体的には「森づくり塾」を開講し、県森林センター

の職員や市文化財保護課などの専門家から身近な里山の歴史や山作業に必要な

知識や技術を教わります。これまで、里山整備には欠かせない草刈機やチェーン

ソーの基礎的な使い方や間伐の方法

について実習を交えて学習したほか、

里山昆虫観察会、三上山管理の歴史、

コンパスと地図を用いた山歩きとい

ったテーマで実施しました。 

また、自然を満喫できるネイチャー

ゲームの講習を受け、子どもや市民を

対象としたイベントを実践してきま

した。 

 

 

④④④④他団体との協働活動他団体との協働活動他団体との協働活動他団体との協働活動    

～～～～    他団体との協働による環境への取り組み他団体との協働による環境への取り組み他団体との協働による環境への取り組み他団体との協働による環境への取り組み    ～～～～    

 里山保全活動として、地元生産森林組合と連携を図り協働で作業を行うこと

は多々ありますが、ほかにも漁師と協働

で行う事業「漁民の森づくり」での植樹活

動や、緑の推進委員会と協働での森林整

備作業、家棟川流域の生態調査における

上流部での参加、平成 28 年度稼動にと

もなう新野洲クリーンセンター周辺環境

影響調査におけるタゴガエル生態調査な

ど、多くのみなさんと協働で取り組んで

います。 

 

 

 

 

写真：森づくり塾での間伐の方法を受講 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：緑の推進委員会との竹伐り作業 
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⑤⑤⑤⑤里山地図の作成里山地図の作成里山地図の作成里山地図の作成    

～～～～    野洲の水源を示す貴重な資料として野洲の水源を示す貴重な資料として野洲の水源を示す貴重な資料として野洲の水源を示す貴重な資料として    ～～～～    

里山を歩き、記録することを通して、家棟川の源流を示す地図を作成しました。

前述の家棟川流域生態調査の資料としても役立てられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：山部会で作成した家棟川源流図（左）、同源流略図（右） 

第２章 10 年間の活動報告 
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※上記の数値については、環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」における各年度総会議案書等より算出。 

年度 主な活動・出来事 主な実績・成果 

平成 19 年度 

・山部会 10 人でスタート 

・林道の整備を行い、道標を設置 

・誰でも利用できる自然環境体験 

ルートを確保した 

・里山保全活動延べ 50 人が参加 

平成 20 年度 

・林道整備や伐採雑木のチップ化等 

森林組合の作業を協働で実施 

・一般市民を対象とした里山自然 

体験学習会に述べ 153 人が参加 

平成 21 年度 

・山作業日を第１土曜・第３火曜の 

月２回に定例化 

・妙光寺登山イベントルートの整備 

・レスキュー杭１２０か所、道標は 

２４か所で設置した 

平成 22 年度 

・篠原小学校全校生徒の伊勢道 

峠越えを案内 

・林道整備を継続 

・左記篠原小との連携により、今後も 

継続して案内することとなる 

・里山保全活動延べ 149 人が参加 

平成 23 年度 

・森づくり塾を開講 

・河川環境保全活動と連携した生態 

 調査を里山エリアで実施 

・森づくり塾を 4 回開講し 89 人が受講 

・里山保全活動が述べ 300 人を越える 

平成 24 年度 

・山探索を含む作業日を第４土曜 

にし月３回の山作業日を定例化 

・２年度目の「森づくり塾（年４回）」 

 を開講 

・山部会員が 40 人となり活発化 

・子どもや市民が里山に親しむ活動 

として実施したイベントに延べ 

273 人が参加 

平成 25 年度 

・野洲山の辺の歴史ハイキング 

コースづくりを始める 

・３年度目の「森づくり塾（年４回）」 

を開講 

・篠原小学校の伊勢道峠越え案内が 

4 年目となり定着化する 

・森づくり塾は述べ 115 人が参加 

平成 26 年度 

・台風 18 号の後の山道整備と割谷の 

土石流整備、城山主郭・曲輪の復元 

・新クリーンセンター建設にかかる 

タゴガエル生態調査を開始 

・野洲山の辺の歴史ハイキング 

コースづくりが完成 

・山部会員が 57 人となり、里山保全 

活動に述べ 332 人が参加 

平成 27 年度 

・河川環境保全活動や緑化推進活動 

との協働作業を展開 

・野洲幼稚園の園児に里山を案内 

・里山保全活動が述べ 465 人参加と 

なり着実に増加 

・城山遺跡の整備による保存維持 

平成 28 年度 

・篠原小伊勢道峠越えや森づくり塾 

 など、継続した活動を展開 

・地元収穫祭に参加し、山の木や 

 ツルのクラフト作品で活動を PR 

・里山保全活動が述べ 336 人参加 

・森づくり塾を６年連続開講し、 

 本年度は述べ 2 回、一般 32 人参加 

表：山に関する主な活動まとめ一覧 

第２章 10 年間の活動報告 
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湖湖湖湖        に関する活動に関する活動に関する活動に関する活動    

活動主体：びわ湖の水と地域の環境を守る会 

     野洲市びわ湖を守る会 

 

プロジェクト：・葦地帯をみんなで増やそうプロジェクト：・葦地帯をみんなで増やそうプロジェクト：・葦地帯をみんなで増やそうプロジェクト：・葦地帯をみんなで増やそう    

・琵琶湖を身近なものにしよう・琵琶湖を身近なものにしよう・琵琶湖を身近なものにしよう・琵琶湖を身近なものにしよう    

・内湖の復活で琵琶湖を守ろう・内湖の復活で琵琶湖を守ろう・内湖の復活で琵琶湖を守ろう・内湖の復活で琵琶湖を守ろう    

    

わが国最大の湖である琵琶湖に野洲市は面しています。湖畔には砂浜や松並

木が広がる美しい景色が見られますが、河川からの濁水流入や生活ごみが浮遊

体積している現状があります。私たちはよりよい環境を保全していくとともに、

琵琶湖を身近に感じる機会を提供し、その大切さに気付き、関心を持ってもらえ

るように取り組んでいます。 

 

①湖岸周辺清掃活動①湖岸周辺清掃活動①湖岸周辺清掃活動①湖岸周辺清掃活動        

～～～～    美しい砂浜が広がる風景を維持していくために美しい砂浜が広がる風景を維持していくために美しい砂浜が広がる風景を維持していくために美しい砂浜が広がる風景を維持していくために    ～～～～    

 野洲市北部に位置するマイアミ浜やあやめ浜では、その地形的性格や風の影

響から、湖岸に多くの流木や生活ごみが流れ着きます。また家棟川河口付近にお

いては、生活ごみが大量に琵琶湖へ流れ出てきます。こうした状況をなんとかし

なればならないと、地元住民を中心に清掃活動をはじめました。 

 浜に流れ着いてくる流木やヨシ等の木片は自然物ですが、タイヤ、スプレー缶、

ペットボトル、レジ袋など人工物は自然分解されず、取り除くほかありません。

野洲市びわ湖を守る会が、これまでに回収したごみの総量は可燃 2,560kg、不

燃 4,105kgにもなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：砂浜に集められたごみ（左）、漁船によるごみ回収（右） 



２６ 
 

②琵琶湖での体験活動②琵琶湖での体験活動②琵琶湖での体験活動②琵琶湖での体験活動        

～～～～    琵琶湖を身近に感じ、親しみ、保全意識を高揚琵琶湖を身近に感じ、親しみ、保全意識を高揚琵琶湖を身近に感じ、親しみ、保全意識を高揚琵琶湖を身近に感じ、親しみ、保全意識を高揚    ～～～～    

かつての人々の暮らしは、浜辺で洗濯や皿洗いを行い、琵琶湖で獲れた魚を食

すことで、琵琶湖と密接に関わりながら、その恵みを受けてきました。しかし近

年、身近にあった川は埋め立てられ排水路や下水道に変わり、食文化も欧米化す

ることで、生活様式そのものが変わり、琵琶湖を身近に感じる暮らしからは遠ざ

かっていると言えます。 

このようなことから、琵琶湖の大切さや環境について振り返ってもらおうと、

浜辺で琵琶湖に関する学習会やイベントを催し、湖への環境保全意識の高揚を

図ってきました。具体的には、「砂浜学習会」として、あやめ浜の松林の木陰で

湖魚料理を食べながら、琵琶湖の今と昔について講

義を行うほか、毎年夏には「あやめ浜まつり」のイ

ベントを催し、湖上クルージングや、シジミ採り体

験など、実際に水の中に入って琵琶湖に親しみなが

ら水環境保全の大切さを大勢の参加者に体験して

いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：イベント時に振舞われるシジミ汁 

写真：あやめ浜まつりでのシジミ採りの様子 

写真：松林の木陰で行う砂浜学習会（左）、あやめ浜まつりでの湖上クルージング（右） 
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③ヨシ群落再生活動③ヨシ群落再生活動③ヨシ群落再生活動③ヨシ群落再生活動        

～～～～    みんなの手で琵琶湖のヨシを野洲の湖岸に復活させるみんなの手で琵琶湖のヨシを野洲の湖岸に復活させるみんなの手で琵琶湖のヨシを野洲の湖岸に復活させるみんなの手で琵琶湖のヨシを野洲の湖岸に復活させる    ～～～～    

ヨシは湖岸の侵食を防ぐ効果があるといわれています。ヨシ群落は湖魚や水

鳥のよりどころであり、何より湖岸らしい景観の象徴でもあります。このことか

らヨシ群落の再生や保全活動を通じて、市民に琵琶湖環境全体への関心を呼び

かけるとともに、実際にヨシを植栽してきました。 

これまで毎年 6 月から 7 月にかけて、中主小学校 5 年生と一緒に琵琶湖やヨ

シについて学ぶ学習会と、校内の池にヨシ苗を育苗する活動を続けてきました。

この校内で育てられた苗は、11 月初旬頃に市民参加型の事業であるヨシ植えイ

ベントにて、他にも用意したヨシ苗と一緒に湖岸に植栽しています。このイベン

トには子どもから大人まで、幅広い世代の市民が参加し、6,700 ㎡以上に

11,700 株以上のヨシポット苗を植えてきました。また、イベント当日は琵琶

湖岸の景観を保全するため、独立行政法人水資源機構と連携した松林の整備や

清掃活動なども行っています。 

植栽した全てのヨシが活着するとよいのですが、真冬の強風や荒波といった

自然環境の影響を受け、そう簡単には思うようにはいきませんでした。しかし、

継続した取り組みにより、約 6割が活着できたのではないかと感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：中主小 5 年生のヨシポット苗づくり（左）、同校内で育苗されるヨシ苗（右） 

写真：ヨシ植えイベントの様子 
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ヨシ植えイベントにおける実績 

（河川占用申請及び環境基本計画推進会議総会議案書より）    

年度 

参加 

人数 

植栽面積 

（河川占用分） 

ヨシ苗 

ポット 

ヨシ苗 

マット 

平成 19 年度 100 1,000㎡ 1200株 — 

平成 20 年度 187 750㎡ 580株 — 

平成 21 年度 351 1,653㎡ 1,170株 64枚 

平成 22 年度 264 500㎡ 1,000株 75枚 

平成 23 年度 240 630㎡ 750株 60枚 

平成 24 年度 192 750㎡ 1,426株 60枚 

平成 25 年度 129 H22～24 分 812株 82枚 

平成 26 年度 270 既河川占用全域 1,300株 60枚 

平成 27 年度 292 既河川占用全域＋新規 1,450 ㎡ 2,500株 60枚 

平成 28 年度 283 既河川占用全域 1,000株 40枚 

合計 2,308 6,733㎡ 11,738株 501枚 

 

ヨシ群落再生事業 植栽エリア 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植栽エリア 

家棟川河口 

第２章 10 年間の活動報告 
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なお、ヨシ群落再生事業では、滋賀県の琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例

に基づき実施しており、県と連携を図りながらすすめています。このことから県

の自然再生事業（ヨシ群落再生）と併せて、植栽工事を含めた事業を展開してい

ます。さらに琵琶湖湖南地域ヨシ群落自然再生協議会を平成 23 年度から立ち

上げ、周辺自治会や関係行政機関等によりヨシ群落の再生に向けた取り組みが

すすめられています。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④水源の山を守る活動④水源の山を守る活動④水源の山を守る活動④水源の山を守る活動    

～～～～    琵琶湖を守るため、その水源である山を保全する琵琶湖を守るため、その水源である山を保全する琵琶湖を守るため、その水源である山を保全する琵琶湖を守るため、その水源である山を保全する    ～～～～    

 琵琶湖を守る活動のなかで、琵琶湖の「水」を捉えたとき、その基となる水源

を考える必要があります。琵琶湖を本当に守るのであれば、その水源となる山を

守らなければならないという観点から、漁業関係者や生産森林組合と協力して

大篠原地先の森林で整備活動や植樹にも取り組む「漁民の森づくり」をこれまで

実施してきました。コナラやモミジなどの苗木、5,000 本以上を植樹してきま

した。植樹イベントの終了時には琵琶湖で獲れたブラックバスのフライや地元

野菜を使ったカレーを振る舞い、山、里、湖のつながりを感じていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：琵琶湖湖南地域ヨシ群落自然再生協議会による現地視察 

写真：大篠原地先での植樹活動「漁民の森づくり」 
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※上記の数値については、環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」における各年度総会議案書等より算出。 

年度 主な活動・出来事 主な実績・成果 

平成 19 年度 

・ヨシ群落再生のため消波柵を設置 

資材は、地元里山の生産森林組合

の協力を得て調達 

・ヨシ植えイベントやあやめ浜まつり 

にそれぞれ 100 人の参加を得る 

平成 20 年度 

・ヨシ群落再生事業において瀬戸内 

オリーブ基金を受ける 

・漁民の森づくりでは 110 人の参加

があり 450 本の植樹を行う 

・砂浜学習会に 60 人参加があり、 

内湖の重要性を啓発 

平成 21 年度 

・ヨシ群落再生事業が内閣府の地方 

の元気再生事業に採択される 

・あやめ浜まつりでフナ稚魚を放流 

・あやめ浜まつり、漁民の森づくり 

 のイベントでどちらも 200 人を 

超す参加を得る 

平成 22 年度 

・砂浜学習会を継続して実施し、 

 シジミ汁やアメノウオ(ビワマス) 

 ご飯の湖魚料理を提供 

・あやめ浜まつりでは、フナの稚魚 

 2,000 尾を放流。 

・漁民の森づくりでは約 1,000 本の 

マツやヤマモミジを植樹 

平成 23 年度 

・中主小学校での琵琶湖環境学習と 

ヨシポット苗づくり体験が定着 

・滋賀県が自然再生事業を実施する 

ことになり、ヨシ再生で県と連携 

・中主小学校 5 年生の児童による 

ヨシポット苗が延べ 600株以上 

となる 

平成 24 年度 

・あやめ浜まつり、ヨシ植えイベント、 

漁民の森づくり等の事業を継続 

して実施 

・左記の継続した事業が恒例化し、 

 定着したことにより、参加者の 

 延べ総数が 800 人を超える 

平成 25 年度 

・中主小で育苗されたヨシ苗が、 

 ヨシ植えイベントとは別に児童 

 自身による浜への植栽を実施 

・農林水産省の水産多面的機能発揮 

 事業を受け環境保全活動を実施 

・記録的な影響が出た台風 18号に 

 おけるヨシ帯の復元を図るため、 

 これまでの植栽エリアに812株の 

 ポット苗を補植 

平成 26 年度 

・ヨシ群落再生事業において、企業 

（滋賀銀行、滋賀ダイハツ、TOTO 等） 

との協力、連携がすすむ 

・あやめ浜まつりは天候不順により 

 日程が延期されたが、112 人の 

 参加数となった 

平成 27 年度 

・あやめ浜まつり、ヨシ植えイベント、 

漁民の森づくり等の事業を継続 

して実施 

・多量の散在性ごみや漂着ごみがあり、 

クリーンセンターへの搬入総量は 

1,880kgとなる 

平成 28 年度 

・あやめ浜まつり、ヨシ植えイベント、 

漁民の森づくり等の事業を継続 

して実施 

・植栽したヨシが 11,000株を超え、 

 自然環境に影響されながらも、一部 

 群落として再生 

表：湖に関する主な活動まとめ一覧 

第２章 10 年間の活動報告 
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緑緑緑緑        に関する活動に関する活動に関する活動に関する活動    

活動主体：緑の推進委員会 

やす緑のひろば 

 

プロジェクト：・まちなかの緑ボリュームアップ大作戦プロジェクト：・まちなかの緑ボリュームアップ大作戦プロジェクト：・まちなかの緑ボリュームアップ大作戦プロジェクト：・まちなかの緑ボリュームアップ大作戦    

・河畔林の再生・河畔林の再生・河畔林の再生・河畔林の再生    ・鎮守の森再生・鎮守の森再生・鎮守の森再生・鎮守の森再生    

    

市内公共施設の緑化を目指し、また緑の潤いのあるまちづくりを目指し、環境

都市としてのイメージアップを図ろうと活動してきました。また河辺林である

野洲川北流跡の自然林整備を通して、緑豊かな野洲らしい自然景観を保全し、市

民や訪れる人が憩えるまちづくりを進めています。 

 

①河辺林の再生①河辺林の再生①河辺林の再生①河辺林の再生        

～～～～    野洲川北流跡自然林の創生野洲川北流跡自然林の創生野洲川北流跡自然林の創生野洲川北流跡自然林の創生    ～～～～    

竹生地先の野洲川のほとりは、30 年以上原生林のままで、荒廃していた約

4ha の竹林を自然植生の樹木の森に再生することを目標に活動を開始しました。 

管理者である滋賀県や地域の市三宅自治会とも連携し、県事業で一定のエリア

の竹伐採をしていただき、その後、県、林野庁、民間の公益財団法人等より活動

助成を受けながら、散策路の整備、竹の伐採、実生樹木の育成などを継続して実

施してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

図：野洲川北流跡自然林 
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現在、地域住民の方々の散策や、近隣にある保育園の子どもたちの野外散歩、

そして北野小学校や野洲小学校の子どもたちのカブトムシ幼虫観察など、自然

体験学習の場所としても活用され、樹木の森が復活しつつあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、市民の憩いの森、子どもたちの里山遊びができる森として、より多くの

市民の皆さんに親しんでいただけるように、毎年、子どもとその保護者を対象と

して初夏のタケノコ採り、秋の自然観察会イベントも実施して、この森の理解者

の輪を広げてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こうした活動は、地域の自治会、滋賀県立大学の教授及び学生、樹木医、市、

そして管理者である滋賀県との協働で開始しましたが、実際の竹伐採などの整

備作業には、他の地域ボランティア団体、えこっち・やすの山部会、レイカ野洲

のメンバーも参加し、相互連携しています。また花王株式会社と公益財団法人都

市緑化機構とのオリジナル緑化プログラム「花王・みんなの森づくり活動」や公

益財団法人平和堂財団による「夏原グラント」などの民間からの助成も受け、高

い評価を受けています。さらにこうした連携は、市外の市民団体との交流も広が

写真：整備された緑のプロムナード（左）、小学校のカブトムシ幼虫観察会（右） 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：タケノコ採りイベント（左）、秋の自然観察会（右） 
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り、具体的には、近江八幡市「八幡山の景観を守る会」から竹パウダー粉砕機の

借用、東近江市「川辺いきものの森－遊林会」からは自然観察会の案内支援を受

けたりするなど、広域でのつながりも広がっています。  

地域の自然環境は地域で育むようにとの思いで活動していますが、自然の森

近くの事業所である京セラ株式会社滋賀野洲工場やオムロン株式会社野洲事業

所の社員の皆さんとの協働での竹伐採も継続して行えるようになりました。ま

た同じく近隣事業所である株式会社ヒガシトゥエンティワン野洲営業所では竹

パウダー機器を倉庫の一角に無償で保管していただくなど、活動が地域で認知

され支援の輪も広まっています。 

なお活動の主体は市内緑化推進に取り組む市民団体「やす緑のひろば」です。

この団体は、野洲市の市民活動の助成公募に応募し、5万円の助成を受けて結成

されたものです。「やす緑のひろば」は多数の会員を有し原則的に月 3回の活動

を行っており、これにより成果が飛躍的に得られるようになりました。その意味

で、この市助成制度の効果は大きいものでした。 

 

 

②公共施設の緑化②公共施設の緑化②公共施設の緑化②公共施設の緑化        

～～～～    公共施設で樹木の剪定や植樹を行い緑化をすすめる公共施設で樹木の剪定や植樹を行い緑化をすすめる公共施設で樹木の剪定や植樹を行い緑化をすすめる公共施設で樹木の剪定や植樹を行い緑化をすすめる    ～～～～    

さざなみホール、野洲図書館、コミセンきたの、北野小学校等で、植樹や樹木

剪定を、自治会からの参加も募りながら、実施し養生しています。 

また、中西樹木医（守山市）の協力を得て、樹木の管理と剪定の技術講習会を

実施し、各施設の周囲の樹木を実習用に使用し、公園樹木の剪定など市民参加の

緑化活動を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：樹木の管理と剪定の技術講習会 
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③鎮守の森の保護育成③鎮守の森の保護育成③鎮守の森の保護育成③鎮守の森の保護育成        

～～～～    鎮守の森の再生を通して地域の緑の保全を推進鎮守の森の再生を通して地域の緑の保全を推進鎮守の森の再生を通して地域の緑の保全を推進鎮守の森の再生を通して地域の緑の保全を推進    ～～～～    

昔から鎮守の森は緑の中に広場などを有し、祭りや伝統行事が継承される場

としてのみでなく、人々が気楽にすごせる空間でした。身近に野鳥や昆虫といっ

た多様な生物のすみかを作り、子どもたちが安心して遊べて多世代交流が行わ

れる場所として利用されてきました。これを再生させるため、各自治会と協力し

て森の植生を進めるとともに、社叢学

会（鎮守の森を学術的に研究するNPO

法人）の専門家に市内の主な神社の植

生調査を依頼し、学習会も行いました。

高木神社の森の樹木では、子ども会で

ネームプレートを付ける作業を、県立

大のエコキャンパスグループの学生の

支援を得て行いました。 

 

 

 

 

そのほかの取り組みとして、京都市の緑政課を訪問し同市の緑化施策を学び、

同市内の街路樹を視察しました。また、工場敷地内の緑化推進について、六条に

ある日本発条株式会社野洲工場に対し、事業所内の樹木や近接する水路環境に

関する提案書を提出しました。同社では、少しずつではあるが、取り組んでいく

旨の回答を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：屯倉神社の樹齢 200 年のクロガネモチ 

第２章 10 年間の活動報告 
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※上記の数値については、環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」における各年度総会議案書等より算出。 

年度 主な活動・出来事 主な実績・成果 

平成 19 年度 

・緑の推進委員会を立ち上げ 

・市内の緑地現地調査を実施 

・野洲川旧河川敷の河辺林の有効性 

を確認。地元と連携してこの森を 

生かす方針 

平成 20 年度 

・野洲川北流跡自然林での河辺林 

保全活動を実施 

・滋賀県立大の教授を講師に迎え 

自然観察会を実施 

・河辺林保全活動を年間通じて12回 

 実施し、延べ 105 人が参加 

・左記の自然観察会に 21 人が参加 

平成 21 年度 

・野洲川北流跡自然林を環境学習の 

 フィールドとして活用できるよう 

教育委員会や小学校と協議 

・野洲川自然林観察会として、タケノコ 

掘りや木の実の観察を 2 回開催し 

述べ 38 人の参加を得た 

平成 22 年度 

・緑化先進地である京都市を視察 

・森林学習における事前学習として 

 地元小学生が野洲川北流跡自然林 

を見学 

・左記の森林学習事前学習に北野小 

4 年生 90 人が参加し、小学校の 

環境学習との連携が図られた 

平成 23 年度 

・やす緑のひろばを立ち上げ 

・滋賀県立大学の「地域人講座」に 

 おいて、学生を受け入れ、活動を紹介 

・樹木の管理と剪定講習会を開催 

・左記における滋賀県立大学学生の 

受け入れにより、県立大学エコ 

キャンパスプロジェクトと連携が 

はじまった 

平成 24 年度 

・野洲川北流跡自然林育成協議会を 

 立ち上げ、滋賀県の新しい公共事業 

に採択された 

・野洲川北流跡自然林の河辺林保全活動 

について、定例の作業日を設定し 

述べ 23 回 255 人が参加 

平成 25 年度 

・市内の主な神社において社叢学会 

による調査を実施 

・野洲川北流跡自然林でのタケノコ 

 掘りや秋の自然観察会等のイベント 

を継続して実施 

・河辺林保全活動が延べ年間 44 回 

564 人の参加となる 

・左記の各種イベントで述べ 170 人 

 の参加を得る 

平成 26 年度 

・公共施設（図書館、さざなみホール、 

北野小学校）に植樹や土壌改良を 

実施 

・八夫自治会内にある高木神社にて 

 滋賀県立大ｴｺｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ学生 

の協力により、地域子ども会にて、 

25種の樹木ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄを貼り付け 

平成 27 年度 

・野洲川北流跡自然林の近隣事業所 

との協働により河辺林整備を実施 

・樹木の管理と剪定講習会を継続実施 

・滋賀県立大ｴｺｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによる 

野洲川北流跡河辺林生物調査報告書 

 により、28種の鳥類を確認 

平成 28 年度 

・野洲川北流跡自然林の河辺林整備 

 作業に山部会と協働で実施 

・自然観察会等イベントを継続実施 

・河辺林保全活動が延べ年間 39 回 

519 人の参加となる 

・左記の各種イベントで述べ 158 人 

 の参加を得る 

表：緑に関する主な活動まとめ一覧 

第２章 10 年間の活動報告 
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農業農業農業農業    に関する活動に関する活動に関する活動に関する活動    

活動主体：野洲市魚のゆりかご水田協議会 

中道農園 

 

プロジェクト：プロジェクト：プロジェクト：プロジェクト：環境保全型農業推進計画環境保全型農業推進計画環境保全型農業推進計画環境保全型農業推進計画    

    

農業と環境は直接関係することが多く、例えば農薬の使用や農業濁水の流出

により、河川や琵琶湖に影響が出るといったことです。環境に配慮した農業技術

の普及で環境への負荷を低減し、生産者の意識向上と消費者の意識改革によっ

て安全で安心な作物の生産を目指して取り組んでいます。 

 

①環境保全型農業に関する研修①環境保全型農業に関する研修①環境保全型農業に関する研修①環境保全型農業に関する研修        

～～～～    環境保全型農業の知識や技術を深め高めるために環境保全型農業の知識や技術を深め高めるために環境保全型農業の知識や技術を深め高めるために環境保全型農業の知識や技術を深め高めるために    ～～～～    

 取り組みを始めたころに、環境保全型農業現地学習会を行いました。農業者に

よる自身の体調への農薬の影響や、農業が環境に与える影響などの実例を基に、

農薬や化学肥料を可能な限り使用しない環境に配慮した農業の現地学習を行い

ました。その後は、無農薬有機栽培や自然栽培（無施肥・無農薬栽培）の米づく

りを行う研修会を開催し、環境保全型農業

の普及啓発を行いました。研修会には市外

からの参加も多く見受けられました。 

 また河川環境保全活動で実施された「水

フォーラム」において、環境型保全農業の

取り組みについて発表し、農業者以外の方

へも周知を図りました。 

 

 

 

②魚のゆりかご水田事業②魚のゆりかご水田事業②魚のゆりかご水田事業②魚のゆりかご水田事業        

～～～～    環境にやさしく、生態系に配慮した農業の普及をめざして環境にやさしく、生態系に配慮した農業の普及をめざして環境にやさしく、生態系に配慮した農業の普及をめざして環境にやさしく、生態系に配慮した農業の普及をめざして    ～～～～    

水路から魚が入れるよう魚道を整備し生態系に配慮することにより、琵琶湖

から遡上するフナやナマズなどを水田で育てる減農薬栽培を実施しています。 

この「魚のゆりかご水田」では、毎年子どもを対象とした生き物観察会を行い、

第２章 10 年間の活動報告 

写真：環境保全型農業に関する視察研修会 
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自然と共存する理想的な環境である水田を実感してもらっています。 

 また、JA等と連携して、地産地消の拠点「おうみんち」での収穫感謝祭およ

び野洲市農山漁村活性化推進協議会の収穫祭において「魚のゆりかご水田米」の

PRも行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の数値については、環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」における各年度総会議案書等より算出。 

年度 主な活動・出来事 主な実績・成果 

平成 19 年度 

・有機農産物生産技術普及研究会を 

開催 

・左記研修会に農業者や市民 75 人 

が参加 

平成 20 年度 ・環境保全型農業の学習会の実施 

・中道農園での現地研修会に 40 人 

が参加 

平成 21 年度 － － 

平成 22 年度 

・魚のゆりかご水田生き物観察会 

 の開催 

・魚のゆりかご水田生き物観察会に延

べ 350 人が参加 

平成 23 年度  

・魚のゆりかご水田生き物観察会に延

べ 400 人が参加 

平成 24 年度 

 
・環境保全型農業に関する研修会に 

 80 人が参加 

平成 25 年度  

・環境保全型農業に関する研修会に 

 25 人が参加 

平成 26 年度  

・環境保全型農業に関する研修会に 

 58 人が参加 

平成 27 年度  

・魚のゆりかご水田生き物観察会に延

べ 200 人が参加 

平成 28 年度  

・魚のゆりかご水田生き物観察会に 

延べ 230 人が参加 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：水田の水路に設けられた魚道（左）、水田の水路での生き物観察会（右） 

表：農業に関する主な活動まとめ一覧 

魚のゆりかご水田 

生き物観察会を継続実施 
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＜エコ･資源分野＞ 

エコ･資源分野においては、環境学習や３R推進を柱とした活動を継続して実

施してきました。この分野では、エコ･資源部会が中心となり、環境負荷の少な

い循環型社会の構築に向けた仕組みづくりを目指し、市民参加によるプロジェ

クトの実践（廃食油の再利用・リユースの促進等）を展開してきました。また、

リユースやリサイクルの取り組みは、全国各地で行われており、先進的な事例に

ついて視察研修を行い、部会員の資質向上を図りながら知識や情報を収集して

きました。こうしたなか、野洲クリーンセンターが更新され、私たちが視察研修

で学んできたことを活かしたリユース事業を展開しようと努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野 区分 プロジェクト名 活動主体 

エ
コ

･
資

源
分

野
 

環境学習 12.みんなで進める環境学習 

エコ･資源部会 

3Ｒ 

13.生ごみ資源化システムづくり 

14.天ぷら油を捨てずにエネルギー（BDF）化しよう 

15.お得で楽しいリユースステーションをつくろう 

16.「こんなエコな店あるよ！」ガイドブック作成事業 

 

 

 

 

 

表：エコ･資源分野におけるプロジェクトと活動主体一覧 

写真：リユース物品無償譲渡会（左）、先進事例視察研修（右） 

第２章 10 年間の活動報告 
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環境学習環境学習環境学習環境学習    に関する活動に関する活動に関する活動に関する活動    

活動主体：エコ資源部会 

 

プロジェクト：プロジェクト：プロジェクト：プロジェクト：みんなで進める環境学習みんなで進める環境学習みんなで進める環境学習みんなで進める環境学習    

    

今日、地球温暖化という言葉が浸透し、真夏の 35℃を越える猛暑、降雪量の

減少でスキー場での雪不足などのニュースに触れ、実際に平均気温が上昇して

いることを身を持って感じるようになってきています。プロジェクト当初は、こ

うした地球温暖化に対する関心を高め、省エネ行動や環境にやさしいライフス

タイルにつながる学習会に取り組んできました。そして子どもから高齢者まで、

楽しく学べる出前講座を実施することで、環境について考える機会を提供して

きました。 

 

①環境学習の実施①環境学習の実施①環境学習の実施①環境学習の実施    

～～～～    地球温暖化防止や省エネ行動に対する関心を高めるために地球温暖化防止や省エネ行動に対する関心を高めるために地球温暖化防止や省エネ行動に対する関心を高めるために地球温暖化防止や省エネ行動に対する関心を高めるために    ～～～～    

当初（平成 19 年度）は、環境学習会で活動していただく環境サポーターを募

集し、「みんなで進める環境学習」についての事前学習を行いました。そして、

地球温暖化抑制に関する学習会を学区単位で開催し、省エネや環境に関する知

識や情報を提供しました。具体的には、滋賀県が実施するインターネット環境家

計簿「みるエコおうみ」の説明を行い、家庭からの二酸化炭素排出量の「見える

化」について啓発しました。またこの学習会は、自治会の環境研修としても取り

組まれ、多くの世帯からの参加も得ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：第1回環境学習会【H20.9 コミセンやす】（左）、第8回環境学習会【H22.7 江部自治会館】（右） 
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古紙を用いたリサイクルペーパーアートづくりの出前講座を実施し、体験型

の環境学習にも力を入れました。古紙を利用し、紙漉きの要領でつくるこの講座

では、紙のリサイクルについて考えていただき、環境意識を高める機会をつくり

ました。これまで各自治会館やコミュニティセンターのほか、学童保育所等で講

座を行い、700人を超える参加を得ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の数値については、環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」における各年度総会議案書等より算出。 

年度 主な活動・出来事 主な実績・成果 

平成 19 年度 

・環境サポーターを募集し、環境 

 フォーラムの開催準備を進める 

・環境サポーターがエコ･資源部会 

に入り活動を活性化 

平成 20 年度 ・環境フォーラムの開催 

・左記フォーラムを述べ 4 回開催し 

 延べ 65 人が参加 

平成 21 年度 

・北野、祇王、三上の各学区で 

環境フォーラムを開催 

・左記フォーラムで延べ 69 人参加 

平成 22 年度 

・江部、木部の自治会において 

環境フォーラムを開催 

・左記フォーラムで延べ 40 人参加 

平成 23 年度 

・リサイクルペーパーアートづくり 

 出前講座を始める 

・左記講座へ述べ 209 人が参加 

平成 24 年度 

・環境学習会でクイズやDVD観賞 

 を取り入れ実施 

・学習会、講座を含め延べ 10 回開催 

 180 人が参加 

平成 25 年度 

・リサイクルペーパーアートの出前 

講座を継続して実施 

・左記講座に延べ 8 回 148 人が参加 

平成 26 年度 

・リサイクルペーパーアートの出前 

講座を継続して実施 

・左記講座に延べ 4 回 136 人が参加 

平成 27 年度 

・リサイクルペーパーアート講座の 

 見本作品として大型作品（80cm 

×60cm）を制作 

・講座の実施はなかった 

平成 28 年度 

・出前講座でなく参加者を募集する 

リサイクルペーパーアートを開催 

・出前講座、参加募集講座含め延べ 

 4 回 70 人が参加 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：リサイクルペーパーアートづくり講座 

表：環境学習に関する主な活動まとめ一覧 
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３Ｒ３Ｒ３Ｒ３Ｒ    に関する活動に関する活動に関する活動に関する活動    

活動主体：エコ資源部会 

 

プロジェクト：・生ごみ資源化システムづくりプロジェクト：・生ごみ資源化システムづくりプロジェクト：・生ごみ資源化システムづくりプロジェクト：・生ごみ資源化システムづくり    

・天ぷら油を捨てずにエネルギー（・天ぷら油を捨てずにエネルギー（・天ぷら油を捨てずにエネルギー（・天ぷら油を捨てずにエネルギー（BDFBDFBDFBDF）化しよう）化しよう）化しよう）化しよう    

・お得で楽しいリユースステーションをつくろう・お得で楽しいリユースステーションをつくろう・お得で楽しいリユースステーションをつくろう・お得で楽しいリユースステーションをつくろう    

・「こんなエコな店あるよ！」ガイドブック作成事業・「こんなエコな店あるよ！」ガイドブック作成事業・「こんなエコな店あるよ！」ガイドブック作成事業・「こんなエコな店あるよ！」ガイドブック作成事業    

    

暮らしの中から出るごみをできる範囲で資源化していく活動に取り組んでき

ました。ごみの発生を抑える Reduce（リデュース）、使えるものは繰り返し大

切に使うようにする Reuse（リユース）、資源としてごみを再利用する Recycle

（リサイクル）を基本として、身近にできるごみ削減活動に継続して取り組んで

います。 

 

①生ごみ資源化①生ごみ資源化①生ごみ資源化①生ごみ資源化        

～～～～    生ごみの資源化を目指し、生ごみ減量に向けた取り組みを推進生ごみの資源化を目指し、生ごみ減量に向けた取り組みを推進生ごみの資源化を目指し、生ごみ減量に向けた取り組みを推進生ごみの資源化を目指し、生ごみ減量に向けた取り組みを推進～～～～    

家庭から出る残飯といった生ごみの有効利用を図るため、バイオマス等の生

ごみ資源化の取り組みを検討してきました。家庭でできる取り組みとして、市販

の道具や土嚢袋、ダンボール箱を利用した生ごみを堆肥化させる実験、またそれ

らを実践するモニターを募集し意見を取り入れ、手軽に実施できる生ごみ処理

のマニュアルを作成しました。 

実験で得たデータについて

は、「生ごみリサイクルフォー

ラム」で報告しました。また、

このフォーラムでは NPO 法

人生ごみリサイクル全国ネッ

トワークから助成金及び講師

の紹介等の協力を得て開催し

たほか、生ごみの堆肥化を実

践している自治会や有機農法

に取り組む農家からの報告も

行いました。 

 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：生ごみリサイクルフォーラム（H22.12 まちづくり協働推進センター【現：市民活動支援センター】） 
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②廃食油再利用の取り組み②廃食油再利用の取り組み②廃食油再利用の取り組み②廃食油再利用の取り組み        

～～～～    廃食油を捨てずに資源化を進め、リサイクルに取り組む廃食油を捨てずに資源化を進め、リサイクルに取り組む廃食油を捨てずに資源化を進め、リサイクルに取り組む廃食油を捨てずに資源化を進め、リサイクルに取り組む～～～～    

廃食油の効率的な回収方法と自動車燃料となる新たな資源として期待されて

いる BDF燃料の利用を含めた廃食油の循環利用を進めてきました。 

市民団体エコロジーマーケットやすの会と連携し、定期的に使用済み天ぷら

油の回収を行い、平成 27 年度からは「NPO 法人碧いびわ湖」の協力を得て、

市内各所で行っています。市内に設置されている廃食油回収 BOX には、毎年、

3,000～4,000リットルの油が集まっています。 

廃食油を再利用することの大切さを広く知ってもらうため、市の公用トラッ

ク「エコライフ車」に BDF燃料で走行していることを知らせるメッセージを取

り付けました。また、野洲市社会福祉協議会と連携してふれあいサロンや学童保

育所で、使用済み天ぷら油の回収、資源化を啓発するため楽しく学べるエコキャ

ンドル作りの講座を開催し、これまでに 763 人の参加を得ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：市内公共施設にある廃食油回収 BOX（左）、公用トラックのエコライフ推進車（右） 

写真：エコキャンドルづくり 

図：野洲市での廃食油リサイクル 

家庭から出た 

廃食油 

エコロジーマーケット

やすの会 および 

廃食油回収 BOX 

での回収 

NPO 法人や業者による

収集および運搬 

NPO 法人や業者による 

石鹸や BDF への資源

一般家庭やレストラン

での石鹸として、 

トラックの BDF 燃料

として利用 
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③リユースの取り組み③リユースの取り組み③リユースの取り組み③リユースの取り組み        

～～～～    まだまだ捨てるにはもったいない物品を活かすためにまだまだ捨てるにはもったいない物品を活かすためにまだまだ捨てるにはもったいない物品を活かすためにまだまだ捨てるにはもったいない物品を活かすために～～～～    

一旦廃棄物として回収された物の中から再利用可能な物を、必要とされる

方々に使っていただこうと、これまでリユース物品無償譲渡会を 14 回実施し

てきました。この活動においては、公共の遊休施設や旧商工会跡地を借用し、展

示レイアウトのほか、効率的な運営が図られるよう検討を続け、実施してきまし

た。 

活動当初は施設自体がなかったため、すでに稼動している近隣のリユースセ

ンターを訪ね、情報を得ながら準備をすすめてきました。平成 21 年からは、

「あなたにとって不要でもわたしにとっては必要です」と題し、行政と協力して

食器や家具、チャイルドシートといった再使用可能な物を市内から集め、当時の

旧東消防署分署車庫跡地をリユースセンターとして、年に数回、試験的に譲渡会

を実施しました。試行を重ねるなかで気づいた点を次回開催時に取り入れ、より

快適なリユース譲渡会の定着を目指しました。 

こうしたことから、譲渡会

に関するノウハウがわかっ

てきた頃には、開催日には多

くの市民が訪れるようにな

り、オープンと同時に引き取

られる物も多くありました。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、市が策定した新クリーンセンター施設整備基本計画（当該施設は平成

直近 3 年 出品数 成立数 譲渡率 

平成 25 年度 76 点 35 点 46.1% 

平成 26 年度 77 点 40 点 51.9% 

平成 27 年度 104 点 48 点 46.1% 

第２章 10 年間の活動報告 

表：リユース譲渡会での実績 

※出品および成立数の数値は、タンスや机などの大型物品の数。 

写真：リユース譲渡会の様子（左：旧東消防署分署車庫跡地）、（右：旧商工会中主支所跡地） 
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28 年に稼動）では、リユース機能を有した施設であることが位置づけられてお

り、当該施設内で運営できるよう検討をすすめてきました。このことについて、

他の地域での先進事例を学ぼうと、リユースについてはもちろん、リサイクルや

廃棄物に関する視察研修を行い、そこで得られた知識や情報を活かそうと部会

内で協議を行っています。 

＜リユース、リサイクルに関する視察研修先（自治体名）＞ 

兵庫県川西市、大阪府吹田市、京都府長岡京市、京都府京田辺市、 

奈良県生駒市、岐阜県土岐市、滋賀県豊郷町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

④エコロジー実践店舗を応援④エコロジー実践店舗を応援④エコロジー実践店舗を応援④エコロジー実践店舗を応援        

～～～～    市内でのエコな取り組みを実践している店舗を紹介市内でのエコな取り組みを実践している店舗を紹介市内でのエコな取り組みを実践している店舗を紹介市内でのエコな取り組みを実践している店舗を紹介    ～～～～    

簡易包装や量り売りを取り入れているエコロジーな店舗を応援する取り組み

として、平成 21 年から市内で環境に優しい取り組みをしている商店について

調査を進めてきました。集まったデータを元に、平成 22 年、市内の食品関係

31店舗を紹介する「エコな店ガイドニュース」を発行しました。 

地産品や無農薬、減農薬野菜を

販売している店舗や包装紙やレジ

袋削減の取り組みをしている店舗

などを網羅しています。全部で

1200部作成し、市役所や図書館、

コミュニティーセンターなどに設

置しました。このガイドに基づき、

実際に市内事業所や農園などを巡

る見学会も実施しました。 

 

写真：廃棄物資源化事業所への視察【H26.11 長岡京市】(左)、リユース運営施設への視察【H26.11 京田辺市】(右) 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：「こんなエコな店あるよ！」ガイドニュース 
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※上記の数値については、環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」における各年度総会議案書等より算出。 

年度 主な活動・出来事 主な実績・成果 

平成 19 年度 

・当初は「ごみ･資源部会」として発足 

・先進地視察を行い情報収集を図る 

・資源循環推進学習会「市民で取り組む 

資源循環型の野洲市へ」と題した 

フォーラムを開催し 40 人が参加 

平成 20 年度 

・公用トラックにおける BDF啓発 

ステッカーを作成 

・第 1 回リユース譲渡会を実施 

・リユースセンターの試行開始に 

より、タンスやチャイルドシート 

など 20点を譲渡 

平成 21 年度 

・イメージアップを図るため部会名 

を「エコ･資源部会」に改名 

・生ごみ堆肥化実践報告会を開催 

・廃食油回収について市内 14 箇所 

 で行い、エコロジーマーケットやす 

の会及び市による回収量は 5,453ℓ 

平成 22 年度 

・生ごみリサイクルフォーラム開催 

・エコな店ガイドニュースの発行 

・左記フォーラムに 50 人が参加し 

 参加した自治会や農業者との連携 

を図った 

・左記ニュースは 1,200 部発行し 

 市公共施設やコミセンに配布 

平成 23 年度 

・出前講座のエコキャンドルづくり 

・家庭でできる生ごみ堆肥化マニュ 

アルを作成 

・出前講座のリサイクルペーパーアート、 

エコキャンドルづくりを開始し、合計 

325 人に環境への関心を高めた 

平成 24 年度 

・廃食油の回収を継続して実施 

・リユース譲渡会も継続して年 2回 

 程のペースで実施 

・廃食油回収はエコロジーマーケット 

 やすの会及び市による回収により 

 5,105ℓで、ほぼ毎年度同量 

平成 25 年度 

・リユース譲渡会 10 回目の開催 

・新クリーンセンター（平成 28 年度 

稼動）が整備されるにあたり、 

先進事例（川西市・吹田市）を視察 

・リユース譲渡会は 2 回開催し 65 人 

が参加。タンスなど大型物品 76点 

中 35点を譲渡 

・廃食油回収量は延べ 5,310ℓ 

平成 26 年度 

・生ごみ再資源化先進事例視察で 

長岡京市の事業所を訪問 

・リユース先進事例で京田辺市を訪問 

・エコロジーマーケットやすの会に 

 よる廃食油回収が 20 年継続経過 

・リユース譲渡会は 2 回開催し 82 人 

が参加。大型物品 77点中 40点が 

譲渡され譲渡率は 50％を超える 

平成 27 年度 

・廃食油回収で NPO法人と連携し 

 継続して回収実施 

・新クリーンセンター（平成 28 年度 

稼動）にかかる学習会を開催 

・廃食油、陶磁器類の再資源化を 

 行う事業所を訪問し視察した 

・廃食油回収を継続して実施しており、 

回収量は延べ 4,828ℓ 

・リユース譲渡会 2 回開催し 121 人の 

参加。大型物品 104 点中 48 点を譲渡 

平成 28 年度 

・出前講座リサイクルペーパーアート 

及びエコキャンドルづくりを参加 

募集型として実施 

・陶磁器類に特化したリユース先進 

 事例視察で生駒市を訪問 

・左記講座のリサイクルペーパーアート 

に 16 人、エコキャンドルづくりに 

 21 人が参加 

・上記講座では保護者と子どもを対

象としており、家庭でのリサイクル

を考えて頂く機会を提供した 

表：３Ｒに関する主な活動まとめ一覧 
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＜まち･くらし分野＞ 

まち･くらし分野においては、一人ひとりが身近な暮らしで実践できる環境に

配慮した行動（買い物レジ袋の使用削減、エコドライブ等）を普及させるため、

各種キャンペーンや講習会を開催し、ライフスタイルの見直しを呼びかけてき

ました。この分野におけるいくつかのプロジェクトは、活動主体がなく具体的な

行動が起こせなかったことから未実施のものもありますが、市民団体の「ごみを

減らそうプロジェクト」やえこっち・やす事務局である市環境課と連携を図りな

がら、ごみ減量やエコドライブといった普段の暮らしに関わる環境問題につい

て取り組んできました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野 区分 プロジェクト名 活動主体 

ま
ち

・
く

ら
し

分
野

 

交通 

17.一人ひとりが自動車社会を見直す「エコ 

ドライブ活動」 

えこっち・やす事務局(環境課) 

18.バス利用大作戦 （未実施） 

19.自動車を利用しなくても、安心安全安価で 

クリーンな市内移動が楽しめる交通体系整備 

（未実施） 

事業活動 

20.きらりと光る野洲の自然、まち、人応援 

プロジェクト 

（未実施） 

23.事業所環境保全取り組み向上プロジェクト えこっち・やす事務局(環境課) 

買い物 21.ごみを出さない売り方・買い方が広がるまち ごみを減らそうプロジェクト 

共育 22.「環境共育支援ネットやす」の設立と運営 （未実施） 

景観 

24.三上山をはじめとする、野洲ならではの景観

を守り育てよう 

（未実施） 

 

表：まち･くらし分野におけるプロジェクトと活動主体一覧 

写真：マイバッグ持参を呼びかける店頭キャンペーン（左）、エコドライブ教習会（右） 
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交通交通交通交通    に関する活動に関する活動に関する活動に関する活動    

 

活動主体：えこっち・やす事務局（環境課） 

 

プロジェクト：・一人ひとりが自動車社会を見直す「エコプロジェクト：・一人ひとりが自動車社会を見直す「エコプロジェクト：・一人ひとりが自動車社会を見直す「エコプロジェクト：・一人ひとりが自動車社会を見直す「エコドライブドライブドライブドライブ活動」活動」活動」活動」    

・・・・ババババスススス利利利利用大作戦用大作戦用大作戦用大作戦（未（未（未（未実施実施実施実施））））    

・・・・自動車を利用しなくても、安心安全安価でクリーンな市内移動が自動車を利用しなくても、安心安全安価でクリーンな市内移動が自動車を利用しなくても、安心安全安価でクリーンな市内移動が自動車を利用しなくても、安心安全安価でクリーンな市内移動が    

    楽しめる交通体系整備（未実施）楽しめる交通体系整備（未実施）楽しめる交通体系整備（未実施）楽しめる交通体系整備（未実施）    

 

交通分野では、温室効果ガス削減を目的に、省エネ運転を実践するエコドラ

イブ教習会（以下、教習会）を実施してきました。実車を用いたこの教習会は

受講者がエコドライブを習得し、その効果を体験することで、各々が CO2削

減について正しく理解し、自ら普及啓発に取り組む活動につなげています。 

教習会は、市内に事業所がある運送業、製造業、サービス業など様々な業種

から参加があり、受講者それぞれが修得したエコドライブの普及啓発に取り組

んでいます。 

教習会は、滋賀県公安委員会指定を受けた市内の自動車教習所の協力を受

け、専門知識や計測器を用いて実施してきました。また平成 20、21 年度は

財団法人省エネルギーセンターの支援を受け、平成 22、23 年度には経済産

業省の省エネルギー設備導入促進指導事業（エコドライブ普及推進事業）を取

り入れ実施してきました。このほか、株式会社アスア、大阪ガス株式会社、お

おさかＦＣＶ推進会議など、様々な関係機関の協力により専門知識や技術の提

供も受けています。特に、平成 22 年度は電気自動車や天然ガス自動車、さら

に燃料電池自動車といった環境にやさしい自動車の情報提供も行いました。 

教習会には座学もあり、滋賀県地球温暖化防止活動推進センターの協力によ

り、エコドライブマスターの資格を持った講師を迎え、エコドライブの運転方

法や効果について専門的な見地からの講義を実施しています。そして座学受講

前後の燃費計測データを受講者へ即時公表することで、その効果を実感できる

講習会として好評を得ています。 

 また、この取り組みは、環境省が推進する地球温暖化対策の国民運動「Fun 

to Share」のアクションプログラムの１つであるエコドライバープロジェクト

に登録し、当該プロジェクトのロゴマークを付した修了証を教習会終了時に交

付するなど、エコドライブの普及啓発を図っています。 
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平成 19 年度から平成 27年度までに開催したセミナーや教習会には延べ

230人以上の参加を得ることが出来ました。 

こうした取り組みが、公益財団法人エ

コロジー・モビリティ財団に認められ、

エコドライブ活動コンクール（ユニーク

部門）において、審査委員長特別賞を受

賞することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：エコドライブ教習会講義の様子（左）、実車を用いたエコドライブ実技（右） 

図：直近 3 年におけるエコドライブ教習会参加者の講義前後の燃費測定結果（平均値） 

写真：エコドライブ活動コンクール 賞状 
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※上記の数値については、環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」における各年度総会議案書等より算出。 

年度 主な活動・出来事 主な実績・成果 

平成 19 年度 

・エコドライブ推進リーダー養成 

「エコドライブ教習会」を開催 

・中主防災コミセン及びその周辺 

道路にて開催し参加人数１５人 

平成 20 年度 

・野洲青年会議所主催の環境啓発 

 イベントと連携したエコドライブ 

普及啓発を実施 

・地域や企業においてエコドライブ 

 を普及するためのリーダー養成に 

 15 人が参加 

平成 21 年度 

・エコ･資源部会と連携し、環境 

 学習会にてエコドライブの普及 

 啓発を実施 

・エコドライブ教習会に 9 人が参加。 

 全員が燃費向上し約 15％の改善 

平成 22 年度 

・これまで教習会を受講された方を 

対象にしたフォローアップ型の 

エコドライブセミナーを実施 

・経産省のエコドライブ普及推進事業 

 の受託事業者（株式会社アスア）の 

 支援を受け、セミナーへは 14 人参加 

平成 23 年度 

・エコドライブセミナーを継続して 

 実施し、株式会社瀬田月輪自動車 

教習所および株式会社アスアより 

講師を迎える 

・左記セミナーに市内 15 の事業所 

 及び市職員が参加し、合計 22 人 

 の参加があった 

平成 24 年度 

・市内事業所に対してエコドライブ 

を実践するモデル事業所を募集 

・左記については、結果的に応募が 

なかった 

平成 25 年度 

・座学のエコドライブセミナーを 

 実施。あわせて地球温暖化防止 

 に関する講義も実施 

・左記セミナーに 13 人が参加し、 

 地球温暖化防止の講義も受ける 

ことでエコドライブの必要性を 

より理解いただいた 

平成 26 年度 

・野洲自動車教習所の協力を得て 

 エコドライブ教習会を開催 

・左記教習会に 13 人の参加があり 

 即座に燃費データを確認できる 

ようにし、省エネ運転が実感できた 

平成 27 年度 

・野洲自動車教習所の協力を得て 

 エコドライブ教習会を開催 

・左記教習会に 15 人の参加があり 

 修了証を授与した 

平成 28 年度 

・洲自動車教習所の協力を得て 

 エコドライブ教習会を開催 

・左記教習会に 9 人の参加があり 

 修了証を授与した 

表：交通に関する主な活動まとめ一覧 
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事業活動事業活動事業活動事業活動    に関する活動に関する活動に関する活動に関する活動    

 

活動主体：えこっち・やす事務局（環境課） 

 

プロジェクト：・きらりと光る野洲の自然、まち、人応援プロジェクト（未実施）プロジェクト：・きらりと光る野洲の自然、まち、人応援プロジェクト（未実施）プロジェクト：・きらりと光る野洲の自然、まち、人応援プロジェクト（未実施）プロジェクト：・きらりと光る野洲の自然、まち、人応援プロジェクト（未実施）    

・事業所環境保全取り組み向上プロジェクト・事業所環境保全取り組み向上プロジェクト・事業所環境保全取り組み向上プロジェクト・事業所環境保全取り組み向上プロジェクト    

 

市内事業所への環境保全活動に関する情報提供、相談等の支援を行うことで、

環境事故の未然防止が図られるよう取り組んできました。これまで、騒音や振動

など生活環境に直接影響の大きな課題について、関連法令や環境事故事例を学

ぶ研修会などを実施してきました。 

 

①事業所の環境保全①事業所の環境保全①事業所の環境保全①事業所の環境保全    

～～～～    市内事業所での環境に配慮した事業活動の向上を図る市内事業所での環境に配慮した事業活動の向上を図る市内事業所での環境に配慮した事業活動の向上を図る市内事業所での環境に配慮した事業活動の向上を図る    ～～～～    

市内事業所の環境保全担当者に情報を提供することで、事故の防止や適正な

対応等について意識の向上を図り、積極的な取り組みを推進してきました。 

 具体的な取り組みとしては、環境保全に係る情報を掲載した「環境メールマガ

ジン」を市のホームページ上で公開しています。環境法令の解説や改正について

の情報提供や、市内事業所における環境保全取り組み事例の紹介などをしてい

ます。この環境メールマガジンは、平成 29 年 1 月末現在では、累計 24回発

行しました。 
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図：環境メールマガジンのページ（野洲市ホームページ） 
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 また、「環境研修会」では、市内事業所を対象に、環境法令の解説や騒音・振

動の測定実技訓練等を行いました。平成 21 年度の第 1回から平成 28 年度の

第 18 回まで累計 18 回開催しており、第

17回目となる環境研修会では、環境保全の

取組事例を見学するため、他市の事業所も

訪問しました。研修会では、製造業や運輸業

など市内事業所の環境部門担当者が参加さ

れ、これまで延べ 353人の参加がありまし

た。 

 

 

 他にも環境に配慮した事業活動を推進するため、市は、対象要件を満たした市

内事業所と環境保全協定を締結しています。当初は 28 事業所でしたが、平成

29 年３月末現在では、109 事業所にまで拡大しました。環境保全協定を締結

した事業所に対しては、締結後も訪問し、環境に係る情報共有や法改正情報の提

供を行っています。 

 

※上記の数値については、環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」における各年度総会議案書等より算出。 

年度 主な活動・出来事 主な実績・成果 

平成 19 年度 

・市内事業所に関わる現状調査 

 としてアンケートを実施 

・左記アンケートで 61 事業所より 

 回答を得て支援策を検討 

平成 20 年度 — — 

平成 21 年度 

・メールマガジンの発行 

・第 1 回環境研修会を開催 

・左記研修会に延べ 62 人参加 

平成 22 年度 ・環境事故事例に関する研修会開催 

・研修会に 22 人が参加され、環境 

 事故防止診断シートの活用を学ぶ 

平成 23 年度 

・悪臭防止法及び臭気対策について 

 研修会を開催 

・研修会に 30 人が参加し、滋賀県の 

 環境関連条例についても情報収集した 

平成 24 年度 

・PCB含有廃棄物について、事業所 

 の担当者を講師とした研修会を開催 

・環境研修会が第 10 回目となり、 

当該年度は述べ 2 回開催 63 人が参加 

平成 25 年度 

・騒音及び振動に関する法令とそれら 

測定に関する実技研修を実施 

・左記研修会を 2 回開催し 39 人が参加 

平成 26 年度 

・悪臭防止法や臭気規制について、 

 臭気測定（実技見学）の研修実施 

・左記研修会も含め、環境研修会を 2 回 

開催し 48 人が参加 

平成 27 年度 

・騒音及び振動規制法と測定実務体験 

 及び廃棄物処理についての研修実施 

・左記研修会を 2 回開催し 39 人が参加 

平成 28 年度 

・環境保全取り組み事例を学ぶ工場 

見学を実施 

・環境研修会 2 回開催し 35 人が参加 

第２章 10 年間の活動報告 

表：事業活動に関する主な活動まとめ一覧 

写真：環境研修会の様子 
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買い物買い物買い物買い物    に関する活動に関する活動に関する活動に関する活動    

 

活動主体：ごみを減らそうプロジェクト 

 

プロジェクト：プロジェクト：プロジェクト：プロジェクト：ごみをごみをごみをごみを出出出出さないさないさないさない売売売売りりりり方･買方･買方･買方･買いいいい方方方方が広がるまちが広がるまちが広がるまちが広がるまち    

 

レジ袋の削減を推進し、マイバッグの持参を呼びかけたり、ごみの量を減らす

ための啓発を行う活動に取り組んできました。買い物や普段の日常生活を見直

すことでごみを減らせるよう取り組んでいます。 

 

①①①①情報収集情報収集情報収集情報収集や学習会をや学習会をや学習会をや学習会を展開展開展開展開        

～～～～    ごみごみごみごみ削減削減削減削減をををを目指目指目指目指し、し、し、し、先先先先進地への進地への進地への進地への研修及び３Ｒ研修及び３Ｒ研修及び３Ｒ研修及び３Ｒ学習会の学習会の学習会の学習会の開催開催開催開催    ～～～～    

 ごみ減量に取り組む先進地への視察を行うため、県外へも出向き情報収集を

図りました。これまでの視察研修先については、以下のとおりです。 

○平成 19 年度 京都府京都市の三条商店街ジャスコ五条店を視察 

京都市における「マイバッグ持参促進及びレジ袋削減に関する協定」が結ばれ

た経緯を学びました。 

○平成 20 年度 三重県伊勢市のスーパー「ぎゅうとら」を視察 

同市からは「レジ袋有料化検討会」を設立された経緯を学びました。 

○平成 24 年度 岐阜県大垣市におけるレジ袋有料化のその後について 

有料化した資金を植樹活動にした経緯を学びました。 

○平成 25 年度 大阪府吹田市の「くるくるプラザ」を視察 

３Ｒの推進を進め循環型社会の形成に向けた取り組みを学びました。 

○平成 26 年度 京都府長岡京市の安田産業グループおよび 

京田辺市のエコパーク甘南備を視察 

主に生ごみ資源化の実態と市民によるリユース活動について視察しました。

○平成 27 年度 滋賀県豊郷町の有限会社ヤマダ油脂および 

岐阜県土岐市の神明リフラックス株式会社を視察 

廃食油や陶磁器類の資源化について視察研修を行いました。 

 

※なお、平成 25 年度から平成 27 年度にかけて実施した視察研修は循環型社

会の形成に関する内容であり、エコ･資源部会とともに視察研修を行いました。 

 

第２章 10 年間の活動報告 
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また 3R学習会の開催についても同様に示すと、以下のとおりです。 

○平成 19 年度 「買い物ごみを何とかして減らしたい」と題したフォーラムを開催 

このフォーラムではマイバッグ持参のアンケート、地産品の試食、パネルディ 

スカッションといった内容で、生産者、販売業者、自治体、学校関係者、行政 

との協働により開催しました。 

○平成 20年度 「一人ひとりの力でごみを減らそう」と題したフォーラムを開催 

段ボールコンポストの生ごみ処理について、地産品の試食、パネルディスカッ 

ションを内容に行いました。 

○平成 23 年度 グリーン購入学習会を開催 

滋賀県グリーン購入ネットワーク、一般市民、行政との協働で開催しました。 

○平成 24 年度 ３Ｒ学習会の開催 

「ごみを減らせば余裕が増える～楽々生活のコツ～」と題した学習会を開催しました。 

○平成 27年度 新野洲クリーンセンター（平成28年度稼動）にかかる学習会 

エコ資源部会と合同で開催しました。 

○平成 28年度 食品ロスに関する講演会を開催 

 フードバンク滋賀の取り組みについて講演いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②レジ袋削減・マイバッグ持参運動②レジ袋削減・マイバッグ持参運動②レジ袋削減・マイバッグ持参運動②レジ袋削減・マイバッグ持参運動        

～～～～    買い物から出るごみを減らす、活動の原点として取り組む買い物から出るごみを減らす、活動の原点として取り組む買い物から出るごみを減らす、活動の原点として取り組む買い物から出るごみを減らす、活動の原点として取り組む    ～～～～    

家庭ごみに多く含まれる容器包装やレジ袋といった買い物ごみを減らし、ご

みの出ない美しいまちを目指したのが、活動の原点です。このことから、ごみを

減らそうプロジェクトでは、レジ袋の削減を呼びかける活動を始めました。 

平成１９年、市内のスーパーや小売店など、市内 35店舗にレジ袋配布の実態

と、売り手としてどのように取り組んでいるかの聞き取り調査を実施しました。 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：平成 20 年度のごみを減らそう！フォーラム（左）、平成 27 年度の新野洲クリーンセンター学習会（右） 
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平成２０年度からは、市内のスーパーに協力を得て、店頭でマイバッグ持参を

呼びかけるキャンペーンを実施し、買い物客に啓発を行ってきました。またキャ

ンペーンは「買い物ごみ減量推進フォーラムしが」と連携を図り、「環境にやさ

しい買い物キャンペーン」として、以降継続して実施しています。そしてこのキ

ャンペーンとあわせて、マイバック持参推進ポスターを作り、市内スーパーやコ

ンビニに掲示を依頼し、売り手と買い手が共にレジ袋の削減やマイバッグ持参

を推進する啓発にも努めてきました。 

こうした取り組みは県内で広がり、平成２１年６月には、滋賀県内の事業者、

県民団体、行政が連携・協力して、買い物に伴って生じるごみの減量や資源化の

推進に取り組む「買い物ごみ減量推進フォーラムしが」が発足し、県内でのレジ

袋無料配布中止について協議が進められました。その結果、平成 25年 2 月 15

日に市内５事業者、県民団体および行政が「レジ袋削減の取り組みに関する協定」

を締結し、同年４月１日からレジ袋無料配布中止が開始されました。このレジ袋

無料配布中止については、協定を締結した事業者での取り組みではあるものの、

私たちが長年取り組んできた案件がようやく実現したと喜びました。 

こうした取り組みにより、マイバッグの持参率も年々増加し、店頭キャンペー

ンでの聞き取り調査では、平成 20年度 66％、平成 21 年度 66％、平成 22

年度 68％、平成 23 年度 70％、平成 24 年度 74％、平成 25年度 85.7％と

なりました。そして県内では、「買い物ごみ減量推進フォーラムしが」による調

べで、レジ袋無料配布中止実施事業者による調査では、買い物客のレジ袋辞退率

は、平成 26 年度 89.7％、平成 27年度 89.9％となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：スーパー店頭での環境にやさしい買い物キャンペーン 図：マイバッグ持参を呼びかける自作ポスター 
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③小学生を対象にした取り組み③小学生を対象にした取り組み③小学生を対象にした取り組み③小学生を対象にした取り組み        

～～～～    ごみを減らす取り組みを子どもたちから発信するポスター展ごみを減らす取り組みを子どもたちから発信するポスター展ごみを減らす取り組みを子どもたちから発信するポスター展ごみを減らす取り組みを子どもたちから発信するポスター展    ～～～～    

ごみを減らそうと市民に広く訴えかけるため、小学生を対象にした環境アイ

デアポスターを募集し、その作品を集めた展示会を開催しました。平成 20年度

にこの企画を実施し、ポスター応募にあたっては、市内の各小学校の理解を得て、

小学 4 年生では「ごみを出さないアイデアポスター」が 36１枚集まりました。

子どもの感性で作成された素晴らしいポスターばかりであり、フォーラム会場

に展示し啓発することができました。また、翌年の環境月間である 6 月には、

市内 7箇所のコミュニティセンターにて 1週間展示し、市民への啓発にも努め

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

④環境啓発出④環境啓発出④環境啓発出④環境啓発出前講座前講座前講座前講座の実施の実施の実施の実施        

～～～～    人人人人形劇形劇形劇形劇やややや紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居をををを通通通通して、して、して、して、幅広幅広幅広幅広いいいい年年年年代にごみ減量を代にごみ減量を代にごみ減量を代にごみ減量を訴訴訴訴えるえるえるえる～～～～    

平成 20年度から、ごみ減量に関した啓発を行おうと、パワーポイントを使っ

たわかりやすい内容を取り入れた出前講座を始めました。平成２１年度からは、

人形劇と風呂敷ドレスを着用したエコダンスをメニューに取り入れた出前講座

を始めました。 

平成 22 年度より、「劇団 530（ごみぜろ）」の名称にて、２作目の人形劇と

エコダンスで出前講座を行い、ふれあいサロン、介護施設、幼稚園、保育園、学

童保育所、小学校、老人会、敬老会、人権フェスタ、やすまる広場等、さまざま

な対象や場所において、ごみ減量の啓発を行ってきました。人形劇は、野洲市を

背景にした舞台セットとオリジナルストーリーで、子どもたちにもわかりやす

く学べるものとして、特に市内小学４年生の環境学習の一環として授業に取り

第２章 10 年間の活動報告 

絵：市内小学 4 年生作成ごみを出さないアイデアポスター 写真：ごみを出さないアイデアポスターの展示 
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入れていただきました。この授業では、ごみの処理について学んだり、ごみ削減

に関するクイズも取り入れ、楽しく学んでいただきました。 

平成 27年度からは、ごみに関する紙芝居も出前講座に取り入れ、学童保育所

や人権YASUのイベントにおいて、公演しました。人形劇や紙芝居等のこうし

た出前講座に、これまで延べ 86回、4,133 人が参加されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤環境大⑤環境大⑤環境大⑤環境大臣表彰臣表彰臣表彰臣表彰        

～～～～    循循循循環型環型環型環型社社社社会会会会形形形形成に向けた取り組みに評価成に向けた取り組みに評価成に向けた取り組みに評価成に向けた取り組みに評価    ～～～～    

家庭ごみの減量を進めるため、市民対象の出前講座の実施、また行政と連携し

たレジ袋削減に向けた仕組みづくりに取り組んできたことに対して、平成 22 年

度の「循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰」を受賞しました。これは、廃棄

物の発生量の抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再生利用 (リサイクル)の適

切な推進に顕著な功績があった個人、企業、団体を表彰し、その功績をたたえて、

循環型社会の形成の推進に資することを目的に与えられます。平成 24 年には、

千葉県幕張市にて開催された「市町村アカデミー」に出席し、この環境大臣表彰

に伴うプロジェクトの取り組みや野洲市環境基本計画の概要を講演しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

写真：出前講座の人形劇（左）、紙芝居による公演（右） 

写真：市長への環境大臣表彰報告（左）、循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰状（右） 



５７ 
 

 

※上記の数値については、環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」における各年度総会議案書等より算出。 

年度 主な活動・出来事 主な実績・成果 

平成 19 年度 

・「ごみを出さない売り方･買い方が 

 広がるまちプロジェクトチーム 

 立ち上げ 

・ごみの出ない売り方・買い方が 

広がるまちフォーラムを開催し、 

113 人が参加 

平成 20 年度 

・小学生環境啓発ポスター展開催 

・出前講座の開始 

・左記ポスターに 361枚の応募 

・左記講座を述べ 3 回、130 人が参加 

平成 21 年度 

・「ごみを減らそうプロジェクト」 

 に名称を変更 

・出前講座に人形劇やエコダンスを導入 

・出前講座を自治会、ふれあいサロン、 

 学童保育所等で実施し、延べ 21 回 

 933 人の参加を得た 

平成 22 年度 

・行政のレジ袋削減取り組みと連携、 

レジ袋無料配布中止に向け協議 

・劇団 530（ごみぜろ）として、 

 出前講座を継続して公演 

・野洲市女性団体連絡協議会と連携、 

 市内小売事業者 43店舗にレジ袋 

 削減ポスター掲示依頼 

・循環型社会形成推進功労者環境 

大臣表彰を受賞 

平成 23 年度 

・出前講座が祇王小学校における 

 環境学習の授業として取り入れ 

・滋賀県グリーン購入ネットワーク 

 事務局長を講師に迎えた学習会開催 

・環境出前講座を延べ 10 回開催し、 

345 人が参加 

・左記学習会に 20 人が参加 

平成 24 年度 

・岐阜県大垣市のレジ袋有料化等 

 先進事例を視察研修 

・滋賀県におけるレジ袋削減の取り 

組みに関する協定を締結 

・左記協定において、18市町村、 

 24 事業者、12市民団体で締結し 

 レジ袋無料配布中止へ前進を図る 

平成 25 年度 

・出前講座を継続して実施 

・大阪府吹田市の資源リサイクル 

 センターへ先進事例視察研修 

・出前講座では、自治会館や小学校 

 のほか、やすまる広場イベント時 

 にも実施し、延べ 7 回 464 人参加 

平成 26 年度 

・出前講座を祇王小学校のほか、 

篠原小学校の授業でも取り入れ 

・レジ袋削減マイバッグ持参推進の

キャンペーンで、以前から継続して

作成している啓発ポスターについ

て、市内 43店舗のほか自治会や 

公共施設に 155枚掲示依頼 

平成 27 年度 

・出前講座を祇王小学校、篠原小学校 

のほか、中主小学校の授業でも 

取り入れ拡大を図る 

・出前講座では人形劇のほか、紙芝居 

も取り入れ、延べ 11 回 484 人参加 

平成 28 年度 

・生活学校の中部・近畿ブロック 

研究集会にて、ごみを減らそう 

プロジェクトの取り組みを報告 

・食品ロスに関する学習会開催 

・出前講座は延べ 10 回 423 人が参加 

・左記の食品ロスに関する学習会に 

55 人が参加 

表：買い物に関する主な活動まとめ一覧 

第２章 10 年間の活動報告 
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共共共共育育育育    に関する活動に関する活動に関する活動に関する活動    

（未実施） 

プロジェクト：プロジェクト：プロジェクト：プロジェクト：「環境共育「環境共育「環境共育「環境共育支支支支援ネットやす」の設立と運援ネットやす」の設立と運援ネットやす」の設立と運援ネットやす」の設立と運営営営営    

    

市内で環境学習に取り組む

団体や人等、「どこで」「誰が」

「どんな」活動をしているの

かの情報収集を行うため、ま

ず各部会の活動を調査整理し

たものの、活動主体がなく具

体的な進展がなかったことか

ら、当該活動は未実施となり

ました。 

 

 

 

 

景観景観景観景観    に関する活動に関する活動に関する活動に関する活動    

（未実施） 

プロジェクト：プロジェクト：プロジェクト：プロジェクト：三三三三上山をはじめとする、野洲ならではの景観を守り育てよう上山をはじめとする、野洲ならではの景観を守り育てよう上山をはじめとする、野洲ならではの景観を守り育てよう上山をはじめとする、野洲ならではの景観を守り育てよう    

    

行政の事業として、景観形成方針を策定する

にあたり、野洲らしい景観について、市民懇談

会や写真コンクールなどを通して検討を行い、

市による野洲市景観計画が策定されたものの、

えこっち・やすでの活動主体がなく具体的な行

動が起こせなかったことから、当該活動は未実

施となりました。 

 

 

 

第２章 10 年間の活動報告 

図：活動の課題情報 

絵：野洲市景観計画 
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その他その他その他その他    に関する活動に関する活動に関する活動に関する活動    

活動主体：野洲市農産漁村活性化推進協議会 

 

市内の環境保全活動に取り組む人たちの連携を図り、つながる取り組みです。 

 

山・川・里・湖の山・川・里・湖の山・川・里・湖の山・川・里・湖の『『『『つながりつながりつながりつながり』』』』再生プロジェクト（関再生プロジェクト（関再生プロジェクト（関再生プロジェクト（関連連連連事業）事業）事業）事業）    

 

滋賀県が進める「マザーレイク 21 計画（琵琶湖総合保全整備計画）」でも重

点プロジェクトに定められている、水源の山から琵琶湖までをつなぐ取り組み

として実施しました。実施主体である協議会には、「えこっち・やす」をはじめ、

山から琵琶湖までの様々な団体が参画しました。 

 

平成 23 年の 11 月から 1 年間、市民が市内で行われた環境保全活動に参加

するごとにシールが 1 枚もらえる「えこっちシールキャンペーン」に取り組み

ました。「えこっち」とはエコな活動と地産地消をあわせた言葉。地域の自然環

境と密接なつながりを持つ第一次産業への関心を高める取り組みです。シール

を 5枚集めると市内の収穫祭で地産品と交換ができる試みを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵：えこっちシールキャンペーンチラシ 写真：収穫祭での様子 

第２章 10 年間の活動報告 



６０ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 資料編 

 

 

・10年間のプロジェクト活動実績一覧 

・野洲市環境基本計画推進会議８年間の成果（と課題）の講評 

・環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」関係資料 
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本章では、はじめに平成 19 年度から平成 28 年度までの 10 年間の年度別

プロジェクト活動実績を一覧にした表を掲載します。イベント数や参加人数が

数字として把握でき、年々増加していること等、ご確認いただけるかと思います。 

 

つぎに、平成 27 年度における環境基本計画推進会議総会にて講演いただい

た滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一主任研究員による「野洲市環

境基本計画推進会議 8 年間の成果（と課題）の講評」を掲載します。掲載する

ことにつきまして、快く承諾いただきましたこと、心より感謝申し上げます。 

 

 そして最後に、環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」関係資料を掲載

します。規約、運営委員名簿など記録として挙げています。 
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