
環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」

平成２３年度 通常総会



平成２２年度 活動報告

• 全体報告

�啓発イベント、学習会参加者 ３，６７０人

�運営委員会の開催（５回）

�ニュースレターの発行（計６回）

�やすまる（地域ＳＮＳ）に掲載

野洲市環境基本計画野洲市環境基本計画

総合ビジョン総合ビジョン～命の水、育む緑、安心の野洲～～命の水、育む緑、安心の野洲～ のの

実現に向けた活動実現に向けた活動



循環型社会形成推進功労者等表彰循環型社会形成推進功労者等表彰循環型社会形成推進功労者等表彰循環型社会形成推進功労者等表彰

ごみをごみをごみをごみを減減減減らそうらそうらそう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

びわびわびわびわ湖湖湖湖のののの水水水水とととと地域地域地域地域のののの環境環境環境環境をををを守守守守るるるる会会会会

水水水水・・・・土壌環境保全活動功労者表彰土壌環境保全活動功労者表彰土壌環境保全活動功労者表彰土壌環境保全活動功労者表彰

(環境省環境省環境省環境省)

河川功労者表彰河川功労者表彰河川功労者表彰河川功労者表彰

(社社社社)日本河川協会日本河川協会日本河川協会日本河川協会



～～～～北野小学校北野小学校北野小学校北野小学校４４４４年生年生年生年生～～～～

自然自然自然自然・・・・緑緑緑緑のののの推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会

～～～～北野小学校北野小学校北野小学校北野小学校３３３３年生年生年生年生～～～～

野洲市野洲市野洲市野洲市ホタルホタルホタルホタルをををを復活復活復活復活させるさせるさせるさせる会会会会



琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖のののの水水水水とととと地域地域地域地域のののの環境環境環境環境をををを守守守守るるるる会会会会

～～～～中主小学校中主小学校中主小学校中主小学校５５５５年生年生年生年生～～～～～～～～篠原小学校全校児童篠原小学校全校児童篠原小学校全校児童篠原小学校全校児童～～～～

自然自然自然自然・・・・山部会山部会山部会山部会



自然部会活動報告
• プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト１１１１

「「「「おらがおらがおらがおらが川川川川」」」」人人人人がががが親親親親しめるきれいなしめるきれいなしめるきれいなしめるきれいな川川川川づくりづくりづくりづくり

• プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト２２２２
野洲野洲野洲野洲のののの里山里山里山里山のののの自然自然自然自然にににに触触触触れようれようれようれよう、、、、知知知知ろうろうろうろう

• プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト３３３３
びわびわびわびわ湖湖湖湖をををを身近身近身近身近なものにしようなものにしようなものにしようなものにしよう

• プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト４４４４
ヨシヨシヨシヨシ帯帯帯帯をみんなでをみんなでをみんなでをみんなで増増増増やそうやそうやそうやそう

• プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト５５５５
まちなかのまちなかのまちなかのまちなかの緑緑緑緑ボリュームアップボリュームアップボリュームアップボリュームアップ大作戦大作戦大作戦大作戦

• プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト６６６６
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



家棟川エコ遊覧 自然体験学習

「「「「おらがおらがおらがおらが川川川川」」」」人人人人がががが親親親親しめるきれいなしめるきれいなしめるきれいなしめるきれいな川川川川づくりづくりづくりづくり

地域地域地域地域のののの子子子子どものどものどものどもの参加参加参加参加

船上船上船上船上でのでのでのでの環境学習環境学習環境学習環境学習

操船操船操船操船（（（（櫓漕櫓漕櫓漕櫓漕ぎぎぎぎ））））体験体験体験体験 日韓交流日韓交流日韓交流日韓交流

25回56
5人が乗

船！

25回56
5人が乗

船！



家棟川家棟川家棟川家棟川のののの清掃清掃清掃清掃

大阪大阪大阪大阪、、、、京都京都京都京都、、、、名古屋名古屋名古屋名古屋、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀のののの３０３０３０３０歳代独身歳代独身歳代独身歳代独身
女性女性女性女性とととと５０５０５０５０～～～～６０６０６０６０歳代歳代歳代歳代のののの女性女性女性女性をををを対象対象対象対象

エコエコエコエコ遊覧遊覧遊覧遊覧 意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会

「「「「おらがおらがおらがおらが川川川川」」」」人人人人がががが親親親親しめるきれいなしめるきれいなしめるきれいなしめるきれいな川川川川づくりづくりづくりづくり



ホタルホタルホタルホタル学習会学習会学習会学習会

｢｢｢｢質問質問質問質問があるがあるがあるがある人人人人はははは

手手手手をあげてをあげてをあげてをあげて！！！！｣｣｣｣

はははは～～～～いいいい

はははは～～～～いいいい

北野
小学
校

北野
小学
校

北野
小学
校

北野
小学
校３３３３
年生年生年生年生

「「「「おらがおらがおらがおらが川川川川」」」」人人人人がががが親親親親しめるきれいなしめるきれいなしめるきれいなしめるきれいな川川川川づくりづくりづくりづくり



ホタルホタルホタルホタルをををを増増増増やすやすやすやす取取取取りりりり組組組組みみみみ ホタルホタルホタルホタルがががが住住住住めるめるめるめる川川川川づくりづくりづくりづくり
ホタルホタルホタルホタルのののの幼虫幼虫幼虫幼虫のののの放流放流放流放流コミセンコミセンコミセンコミセンひょうずのひょうずのひょうずのひょうずの蛹化装置蛹化装置蛹化装置蛹化装置

ホタルホタルホタルホタルいたいたいたいた！！！！

ホタルホタルホタルホタルのののの幼虫幼虫幼虫幼虫

「「「「おらがおらがおらがおらが川川川川」」」」人人人人がががが親親親親しめるきれいなしめるきれいなしめるきれいなしめるきれいな川川川川づくりづくりづくりづくり



間伐材間伐材間伐材間伐材ででででベンチベンチベンチベンチづくりづくりづくりづくり

レスキューレスキューレスキューレスキュー杭設置杭設置杭設置杭設置

里山保全活動里山保全活動里山保全活動里山保全活動
毎月毎月毎月毎月 第第第第１１１１土曜日土曜日土曜日土曜日＆＆＆＆第第第第３３３３火曜日火曜日火曜日火曜日

１８１８１８１８回回回回 延延延延べべべべ１４９１４９１４９１４９人参加人参加人参加人参加

野洲野洲野洲野洲のののの里山里山里山里山のののの自然自然自然自然にににに触触触触れようれようれようれよう、、、、知知知知ろうろうろうろう



里山自然体験学習里山自然体験学習里山自然体験学習里山自然体験学習 里山里山里山里山でででで自然遊自然遊自然遊自然遊びびびび子子子子どもどもどもども達達達達とととと伊勢道峠越伊勢道峠越伊勢道峠越伊勢道峠越ええええ

ジャングルジャングルジャングルジャングル
みたいやなみたいやなみたいやなみたいやな～～～～

野洲野洲野洲野洲のののの里山里山里山里山のののの自然自然自然自然にににに触触触触れようれようれようれよう、、、、知知知知ろうろうろうろう



リースリースリースリース作作作作りりりりイベントイベントイベントイベント

里山の自然観察会 ３３３３回開催回開催回開催回開催 延延延延べべべべ１１０１１０１１０１１０人参加人参加人参加人参加

春春春春のののの妙光寺山花登山妙光寺山花登山妙光寺山花登山妙光寺山花登山

野洲野洲野洲野洲のののの里山里山里山里山のののの自然自然自然自然にににに触触触触れようれようれようれよう、、、、知知知知ろうろうろうろう



あやめあやめあやめあやめ浜浜浜浜まつりまつりまつりまつり

稚魚稚魚稚魚稚魚のののの放流放流放流放流

しじみしじみしじみしじみ採採採採りりりり

いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい
採採採採れたれたれたれた～～～～!

びわびわびわびわ湖湖湖湖をををを身近身近身近身近なものにしようなものにしようなものにしようなものにしよう

２２２２２２２２年年年年８８８８月月月月 １６６１６６１６６１６６人参加人参加人参加人参加



砂浜学習会砂浜学習会砂浜学習会砂浜学習会あやめあやめあやめあやめ浜浜浜浜まつりまつりまつりまつり

クルージンクルージンクルージンクルージンググググ

清掃清掃清掃清掃

おおおお昼昼昼昼ごはんごはんごはんごはん ２２２２２２２２年年年年５５５５月月月月 ６０６０６０６０人人人人参加参加参加参加

びわびわびわびわ湖湖湖湖をををを身近身近身近身近なものにしようなものにしようなものにしようなものにしよう



漁民漁民漁民漁民のののの森森森森づくりづくりづくりづくり ２３２３２３２３年年年年１１１１月月月月 ２６０２６０２６０２６０人参加人参加人参加人参加

はやくはやくはやくはやく大大大大きくきくきくきく
なななな～～～～れれれれ！！！！

びわびわびわびわ湖湖湖湖をををを身近身近身近身近なものにしようなものにしようなものにしようなものにしよう



びわびわびわびわ湖湖湖湖学習会学習会学習会学習会（（（（２２２２２２２２年年年年６６６６月月月月））））とととと
ヨシヨシヨシヨシ苗苗苗苗づくりづくりづくりづくり活動活動活動活動（（（（２２２２２２２２年年年年７７７７月月月月～）～）～）～）

小学校中庭小学校中庭小学校中庭小学校中庭のののの池池池池ででででヨシヨシヨシヨシ苗苗苗苗づくりづくりづくりづくり

中主
小学
校

中主
小学
校

中主
小学
校

中主
小学
校５５５５
年生年生年生年生

ヨシヨシヨシヨシ帯帯帯帯をみんなでをみんなでをみんなでをみんなで増増増増やそうやそうやそうやそう



びわ湖ヨシ植えイベント ２２２２２２２２年年年年１２１２１２１２月月月月 ２６４２６４２６４２６４人参加人参加人参加人参加

植栽したヨシ苗
ポット苗 1,000株
（うち中主小学校80株）
マット苗 75個

500㎡

平成19年度からの合計 3,510㎡平成19年度からの合計 3,510㎡

ヨシヨシヨシヨシ帯帯帯帯をみんなでをみんなでをみんなでをみんなで増増増増やそうやそうやそうやそう



野洲川河辺林野洲川河辺林野洲川河辺林野洲川河辺林（（（（市三宅地先市三宅地先市三宅地先市三宅地先））））のののの保全活動保全活動保全活動保全活動
定例定例定例定例 毎月毎月毎月毎月１１１１回以上回以上回以上回以上

河辺林河辺林河辺林河辺林にににに繁茂繁茂繁茂繁茂しているしているしているしている竹竹竹竹をををを
伐採伐採伐採伐採していますしていますしていますしています。。。。

まちなかのまちなかのまちなかのまちなかの緑緑緑緑ボリュームアップボリュームアップボリュームアップボリュームアップ大作戦大作戦大作戦大作戦



野洲川自然林野洲川自然林野洲川自然林野洲川自然林（（（（河河河河辺林辺林辺林辺林））））観察会観察会観察会観察会
タケノコタケノコタケノコタケノコ掘掘掘掘りりりりイベントイベントイベントイベント

２２２２２２２２年年年年６６６６月月月月 ４９４９４９４９人参加人参加人参加人参加
兄兄兄兄ちゃんにちゃんにちゃんにちゃんに
任任任任せとけせとけせとけせとけ!

まちなかのまちなかのまちなかのまちなかの緑緑緑緑ボリュームアップボリュームアップボリュームアップボリュームアップ大作戦大作戦大作戦大作戦



森林学習森林学習森林学習森林学習
｢｢｢｢やまのこたんていだんやまのこたんていだんやまのこたんていだんやまのこたんていだん｣｣｣｣ ２２２２２２２２年年年年５５５５月月月月

どうなってどうなってどうなってどうなって
るのるのるのるの？？？？

北野小学校北野小学校北野小学校北野小学校４４４４年生年生年生年生

まちなかのまちなかのまちなかのまちなかの緑緑緑緑ボリュームアップボリュームアップボリュームアップボリュームアップ大作戦大作戦大作戦大作戦



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



エコ資源部会活動報告

• プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト１１１１

みんなでみんなでみんなでみんなで進進進進めるめるめるめる環境学習環境学習環境学習環境学習

• プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト２２２２

生生生生ごみごみごみごみ資源化資源化資源化資源化システムシステムシステムシステムづくりづくりづくりづくり

• プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト３３３３
天天天天ぷらぷらぷらぷら油油油油をををを捨捨捨捨てずにてずにてずにてずにBDF化化化化しようしようしようしよう

• プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト４４４４

おおおお得得得得でででで楽楽楽楽しいしいしいしいリユースステーションリユースステーションリユースステーションリユースステーションをつくろうをつくろうをつくろうをつくろう

• プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト５５５５
「「「「こんなこんなこんなこんなエコエコエコエコなななな店店店店があるよがあるよがあるよがあるよ」」」」ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック作成作成作成作成



環境フォーラム ～地球温暖化について考えよう～

江部自治会江部自治会江部自治会江部自治会（（（（２２２２２２２２年年年年７７７７月月月月 １４１４１４１４人人人人））））

木部自治会木部自治会木部自治会木部自治会（（（（２２２２２２２２年年年年１０１０１０１０月月月月 ２６２６２６２６人人人人））））

みんなでみんなでみんなでみんなで進進進進めるめるめるめる環境学習環境学習環境学習環境学習



環境フォーラム～地球温暖化について考えよう～

みんなでみんなでみんなでみんなで進進進進めるめるめるめる環境学習環境学習環境学習環境学習

地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化

今今今今、、、、私私私私たちにできることたちにできることたちにできることたちにできること

１１１１．．．．地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化とはとはとはとは

２２２２．．．．地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化はははは始始始始まっているまっているまっているまっている

３３３３．．．．温暖化温暖化温暖化温暖化・・・・これからのこれからのこれからのこれからの地球地球地球地球

４４４４．．．．地球地球地球地球はははは温暖化温暖化温暖化温暖化をををを止止止止められるかめられるかめられるかめられるか？？？？

５５５５．．．．今今今今、、、、私私私私たちにできることたちにできることたちにできることたちにできること

環境省環境省環境省環境省ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤよりよりよりより



「生ごみリサイクルフォーラムin野洲」を開催

（（（（２２２２２２２２年年年年１２１２１２１２月月月月 参加者参加者参加者参加者５０５０５０５０人人人人））））

生生生生ごみごみごみごみ資源化資源化資源化資源化システムシステムシステムシステムづくりづくりづくりづくり



モニター調査実施中
生生生生ごみごみごみごみカラットカラットカラットカラット
生生生生ごみごみごみごみをををを乾燥乾燥乾燥乾燥しししし、、、、軽量化軽量化軽量化軽量化するするするする。。。。
モニターモニターモニターモニター ５５５５人人人人

自然自然自然自然ににににカエルカエルカエルカエル
手回手回手回手回しししし式生式生式生式生ごみごみごみごみ処理機処理機処理機処理機
モニターモニターモニターモニター ２２２２人人人人

くうくうくうくうたくんたくんたくんたくん
「「「「アースラブアースラブアースラブアースラブ酵素酵素酵素酵素」」」」によるによるによるによる処理機処理機処理機処理機
モニターモニターモニターモニター ２２２２人人人人

みみみみみみみみ蔵蔵蔵蔵キットキットキットキット
「「「「みみずみみずみみずみみず」」」」によるによるによるによる処理機処理機処理機処理機
モニターモニターモニターモニター １１１１人人人人

生生生生ごみごみごみごみ資源化資源化資源化資源化システムシステムシステムシステムづくりづくりづくりづくり

土嚢袋土嚢袋土嚢袋土嚢袋
「「「「アースラブアースラブアースラブアースラブ酵素酵素酵素酵素」」」」によるによるによるによる処理処理処理処理

モニターモニターモニターモニター １１１１人人人人



定期回収日定期回収日定期回収日定期回収日のののの様子様子様子様子

天天天天ぷらぷらぷらぷら油油油油（（（（使用済使用済使用済使用済みみみみ・・・・期限切期限切期限切期限切れれれれ））））のののの回収量回収量回収量回収量

（（（（HHHH22222222....4444～～～～H2H2H2H23333....3333月現在月現在月現在月現在））））

野洲市回収野洲市回収野洲市回収野洲市回収BOXBOXBOXBOX（（（（市内拠点市内拠点市内拠点市内拠点12121212箇所箇所箇所箇所）））） ３３３３，，，，７５０７５０７５０７５０ＬＬＬＬ

市民活動市民活動市民活動市民活動・・・・ｴｺﾛｼｴｺﾛｼｴｺﾛｼｴｺﾛｼﾞ゙゙゙ｰﾏｰｹｯﾄｰﾏｰｹｯﾄｰﾏｰｹｯﾄｰﾏｰｹｯﾄやすのやすのやすのやすの会会会会 １１１１，，，，６４９６４９６４９６４９LLLL

計計計計 ５５５５，，，，３９９３９９３９９３９９LLLL

天天天天ぷらぷらぷらぷら油油油油をををを捨捨捨捨てずにてずにてずにてずにBDFBDFBDFBDF化化化化しようしようしようしよう



天天天天ぷらぷらぷらぷら油油油油をををを燃料燃料燃料燃料としてとしてとしてとして走走走走るるるるエコライフエコライフエコライフエコライフ車車車車

回収拠点
自治会 ４箇所
会館等 ２箇所

個人ｸﾞﾙｰﾌﾟ ８箇所

天天天天ぷらぷらぷらぷら油油油油のののの回収回収回収回収ボックスボックスボックスボックス

天天天天ぷらぷらぷらぷら油油油油をををを捨捨捨捨てずにてずにてずにてずにBDFBDFBDFBDF化化化化しようしようしようしよう



リユースリユースリユースリユース無償譲渡会無償譲渡会無償譲渡会無償譲渡会

１０９１０９１０９１０９人人人人３１３１３１３１品品品品 （（（（３３３３回回回回））））ＨＨＨＨ２１２１２１２１

譲渡件数譲渡件数譲渡件数譲渡件数 参加者参加者参加者参加者

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ８８８８品品品品 （（（（１１１１回回回回）））） ５２５２５２５２人人人人

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ３１３１３１３１品品品品 （（（（３３３３回回回回）））） １０４１０４１０４１０４人人人人

使使使使えるえるえるえる物物物物がいっぱいがいっぱいがいっぱいがいっぱい
置置置置いてあるよいてあるよいてあるよいてあるよ！！！！

おおおお得得得得でででで楽楽楽楽しいしいしいしいリユースステーションリユースステーションリユースステーションリユースステーションをつくろうをつくろうをつくろうをつくろう



おおおお得得得得でででで楽楽楽楽しいしいしいしいリユースステーションリユースステーションリユースステーションリユースステーションをつくろうをつくろうをつくろうをつくろう

１１１１

１１１１

ーーーー

ーーーー

ベビーベビーベビーベビー
カーカーカーカー

------------------------２４２４２４２４７７７７１４１４１４１４１０４１０４１０４１０４人人人人合計合計合計合計

多数多数多数多数多数多数多数多数２１２１２１２１４４４４２２２２４０４０４０４０人人人人HHHH23232323....3333.2.2.2.27777

多数多数多数多数多数多数多数多数３３３３２２２２８８８８３４３４３４３４人人人人H2H2H2H22222.10..10..10..10.31313131

多数多数多数多数多数多数多数多数００００１１１１４４４４３０３０３０３０人人人人HHHH22222222....6666....13131313

食器食器食器食器陶磁器陶磁器陶磁器陶磁器バッグバッグバッグバッグ
チャイルドチャイルドチャイルドチャイルド
シートシートシートシート

小型家小型家小型家小型家
具具具具

来場者数来場者数来場者数来場者数

希望者多数希望者多数希望者多数希望者多数のののの
場合場合場合場合はははは抽選抽選抽選抽選

単位単位単位単位：：：：点点点点

バッグ類・チャイルドシート・
陶磁器類は大人気！



「「「「こんなこんなこんなこんなエコエコエコエコなななな店店店店あるよあるよあるよあるよ」」」」ガイドガイドガイドガイドニュースニュースニュースニュース発行発行発行発行
１１１１，，，，２００２００２００２００部発行部発行部発行部発行

31店舗掲載店舗掲載店舗掲載店舗掲載

「こんなエコな店があるよ」ガイドブック作成



「こんなエコな店があるよ」ガイドブック作成

東農園東農園東農園東農園

あやめあやめあやめあやめ水産水産水産水産
望月水産望月水産望月水産望月水産
㈲㈲㈲㈲ちゅうずちゅうずちゅうずちゅうずドリームファームドリームファームドリームファームドリームファーム
吉川吉川吉川吉川ばじろばじろばじろばじろ商店商店商店商店
鮎家鮎家鮎家鮎家のののの郷郷郷郷
宗八商店宗八商店宗八商店宗八商店
ＪＡＪＡＪＡＪＡおうみおうみおうみおうみ冨士農協直売所冨士農協直売所冨士農協直売所冨士農協直売所
中道農園中道農園中道農園中道農園
國男國男國男國男さんさんさんさん
イオンスーパーセンターイオンスーパーセンターイオンスーパーセンターイオンスーパーセンター野洲店野洲店野洲店野洲店
㈱㈱㈱㈱平和堂平和堂平和堂平和堂ＦＭＦＭＦＭＦＭ中主中主中主中主
フェリーチェフェリーチェフェリーチェフェリーチェ
野洲愛郷米生産組合野洲愛郷米生産組合野洲愛郷米生産組合野洲愛郷米生産組合
施設野菜仲間施設野菜仲間施設野菜仲間施設野菜仲間
アロエアロエアロエアロエ清水清水清水清水

南農園南農園南農園南農園

暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを考考考考えるえるえるえる会会会会
ふじやふじやふじやふじや食料品店食料品店食料品店食料品店
生活協働組合生活協働組合生活協働組合生活協働組合ミニコープミニコープミニコープミニコープ野洲店野洲店野洲店野洲店
たまごのたまごのたまごのたまごのＹＡＳＵＹＡＳＵＹＡＳＵＹＡＳＵ
にっこりにっこりにっこりにっこり作業所作業所作業所作業所
西友野洲店西友野洲店西友野洲店西友野洲店
業務用業務用業務用業務用スーパースーパースーパースーパー野洲店野洲店野洲店野洲店
㈱㈱㈱㈱ジャンボジャンボジャンボジャンボなかむらなかむらなかむらなかむら野洲店野洲店野洲店野洲店
丸善野洲店丸善野洲店丸善野洲店丸善野洲店
㈲㈲㈲㈲フードモリムラフードモリムラフードモリムラフードモリムラ
すまいるすまいるすまいるすまいる市駅前店市駅前店市駅前店市駅前店
アルプラザアルプラザアルプラザアルプラザ野洲野洲野洲野洲
㈲㈲㈲㈲御菓子司御菓子司御菓子司御菓子司 梅元老舗梅元老舗梅元老舗梅元老舗
糀屋吉右衛門糀屋吉右衛門糀屋吉右衛門糀屋吉右衛門



まち・くらし部会活動報告

• プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト１１１１
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方方方・・・・買買買買いいいい方方方方がががが広広広広がるまちがるまちがるまちがるまち

• プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト２２２２
一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが自動車社会自動車社会自動車社会自動車社会をををを見直見直見直見直すすすす

「「「「エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ活動活動活動活動」」」」



ごみをごみをごみをごみを減減減減らそうらそうらそうらそう出前講座出前講座出前講座出前講座のののの実施実施実施実施

参加者参加者参加者参加者
H22年度年度年度年度 601人人人人（（（（13回回回回））））

人形劇人形劇人形劇人形劇

エコソングエコソングエコソングエコソング・・・・エコダンスエコダンスエコダンスエコダンス ごみごみごみごみ分別体験分別体験分別体験分別体験

劇団劇団劇団劇団｢｢｢｢５３０５３０５３０５３０｣｣｣｣がががが
上演上演上演上演していますしていますしていますしています。。。。

ゴミゼロゴミゼロゴミゼロゴミゼロ

ごみを出さない売り方・買い方が広がるまち



滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県のののの「「「「環境環境環境環境にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい買買買買いいいい物物物物キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」とととと連携連携連携連携

実施店舗実施店舗実施店舗実施店舗
平和堂平和堂平和堂平和堂フレンドマートフレンドマートフレンドマートフレンドマート中主店中主店中主店中主店
イオンスーパーセンターイオンスーパーセンターイオンスーパーセンターイオンスーパーセンター野洲店野洲店野洲店野洲店
丸善丸善丸善丸善 野洲店野洲店野洲店野洲店
平和堂平和堂平和堂平和堂アルプラザアルプラザアルプラザアルプラザややややすすすす

２２２２２２２２年年年年１０１０１０１０月月月月

シールアンケートシールアンケートシールアンケートシールアンケート結果結果結果結果

持持持持ってきってきってきってき
ていないていないていないていない

32%32%32%32%

持持持持ってきってきってきってき

たたたた　　　　68%68%68%68%

マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグ持参率持参率持参率持参率

ごみを出さない売り方・買い方が広がるまち



容器包装容器包装容器包装容器包装ごみごみごみごみ減量減量減量減量にかかるにかかるにかかるにかかる意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会

すまいるすまいるすまいるすまいる市市市市のののの移動販売移動販売移動販売移動販売ではではではではマイマイマイマイ
バッグバッグバッグバッグののののポスターポスターポスターポスターをいつもをいつもをいつもをいつも展示展示展示展示しししし
ていただいていますていただいていますていただいていますていただいています。。。。

出席者出席者出席者出席者 スーパースーパースーパースーパー ４４４４社社社社
コンビニコンビニコンビニコンビニ ６６６６店舗店舗店舗店舗
生協生協生協生協 １１１１団体団体団体団体
市民市民市民市民 １１１１団体団体団体団体（（（（３３３３人人人人））））
県県県県（（（（循環社会推進課循環社会推進課循環社会推進課循環社会推進課））））
市市市市（（（（環境課環境課環境課環境課））））

ごみを出さない売り方・買い方が広がるまち



エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ教習会教習会教習会教習会 ２２２２２２２２年年年年１１１１１１１１月月月月 １３１３１３１３人参加人参加人参加人参加

実車運転実車運転実車運転実車運転によるによるによるによる教習教習教習教習

省省省省エネエネエネエネ運転運転運転運転インストラクターインストラクターインストラクターインストラクターによるによるによるによる
走行走行走行走行データデータデータデータ解析解析解析解析にににに基基基基づいたづいたづいたづいた個別運転指導個別運転指導個別運転指導個別運転指導

一人ひとりが自動車社会を見直す「エコドライブ活動」



0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

燃費（㎞/L）

受講前

受講後

エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブのののの省省省省エネエネエネエネ効果効果効果効果
11.65ｋｍ/L

14.52ｋｍ/L

教習教習教習教習のののの受講前後受講前後受講前後受講前後ではではではでは、、、、燃料消費燃料消費燃料消費燃料消費がががが約約約約２４２４２４２４．．．．６６６６％％％％改善改善改善改善！！！！

電気自動車電気自動車電気自動車電気自動車・・・・天然天然天然天然ガスガスガスガス自動車自動車自動車自動車・・・・燃料電池自動車燃料電池自動車燃料電池自動車燃料電池自動車・・・・ＢＤＦＢＤＦＢＤＦＢＤＦ仕様車仕様車仕様車仕様車

一人ひとりが自動車社会を見直す「エコドライブ活動」



エコドライブセミナーエコドライブセミナーエコドライブセミナーエコドライブセミナー ２３２３２３２３年年年年１１１１月月月月 １４１４１４１４人参加人参加人参加人参加

意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会

一人ひとりが自動車社会を見直す「エコドライブ活動」



市内施設市内施設市内施設市内施設 13131313箇所箇所箇所箇所でででで実施実施実施実施

市役所入口市役所入口市役所入口市役所入口でででで無料配布無料配布無料配布無料配布

やすまるやすまるやすまるやすまる(コミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティー)

にににに観察日記掲載観察日記掲載観察日記掲載観察日記掲載

みどりのカーテン事業」



みんなで実現しよう！みんなで実現しよう！

～命の水、育む緑、安心の野洲～～命の水、育む緑、安心の野洲～


