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環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」

平成２４年度 通常総会

平成２４年５月１１日
市民活動支援センター ホール

平成２３年度 活動報告

• 全体報告

�啓発イベント、学習会参加者 ４０１５人

�運営委員会の開催（４回）

�ニュースレターの発行（計６回）

�やすまる（地域ＳＮＳ）に掲載（３４回更新）

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～

の実現に向けた活動の実現に向けた活動

インターネットインターネットインターネットインターネット講座講座講座講座
（（（（情報発信情報発信情報発信情報発信スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ事業事業事業事業））））

「「「「せせらぎのせせらぎのせせらぎのせせらぎの郷郷郷郷」」」」須原須原須原須原（（（（ゆりかごゆりかごゆりかごゆりかご水田水田水田水田などなどなどなど））））

「「「「豊豊豊豊かなむらづくりかなむらづくりかなむらづくりかなむらづくり全国表彰事業全国表彰事業全国表彰事業全国表彰事業」」」」

農林水産大臣賞農林水産大臣賞農林水産大臣賞農林水産大臣賞

～～～～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

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

～～～～祇王小学校祇王小学校祇王小学校祇王小学校４４４４年生年生年生年生～～～～

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～～～～

自然部会自然部会自然部会自然部会 川川川川
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ビワマスがのぼってくる

きれいな川をつくろう！

田 ん ぼ や 畑 の ほ か に も 、
山や川、びわ湖には、おいしい
食べ物がいっぱいだよ！

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

豊豊豊豊かなかなかなかな自然景観自然景観自然景観自然景観

景観写真展景観写真展景観写真展景観写真展
＜＜＜＜最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞＞＞＞＞

2８回5
65人が

乗船！

2８回5
65人が

乗船！
家棟川家棟川家棟川家棟川・・・・童子川童子川童子川童子川のののの清掃清掃清掃清掃

「「「「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

地元自治会地元自治会地元自治会地元自治会・・・・他団体他団体他団体他団体とのとのとのとの連携連携連携連携

ホタルホタルホタルホタル学習会学習会学習会学習会

｢｢｢｢ホタルホタルホタルホタルがすめるがすめるがすめるがすめる
川川川川をまもろうをまもろうをまもろうをまもろう！！！！｣｣｣｣

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

昼間昼間昼間昼間ののののホタルホタルホタルホタルはははは、、、、
何何何何をしてるかなをしてるかなをしてるかなをしてるかな？？？？

山山山山・・・・川川川川・・・・里里里里・・・・湖湖湖湖のののの『『『『つながりつながりつながりつながり』』』』再生再生再生再生プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

生態調査生態調査生態調査生態調査＆＆＆＆水質調査水質調査水質調査水質調査

水水水水フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム H23.7月 56人参加
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間伐材間伐材間伐材間伐材ででででグレーチンググレーチンググレーチンググレーチング代用代用代用代用

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

２９２９２９２９回回回回 延延延延べべべべ３０５３０５３０５３０５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

間伐材間伐材間伐材間伐材でででで階段階段階段階段づくりづくりづくりづくり

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 集集集集まれまれまれまれ、、、、里山里山里山里山KidsKidsKidsKids！！！！

サワガニサワガニサワガニサワガニ
見見見見つけたつけたつけたつけた！！！！

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

なんのなんのなんのなんの植物植物植物植物かなかなかなかな？？？？
ヒノキヒノキヒノキヒノキのののの皮皮皮皮むきむきむきむき体験体験体験体験

里山の自然観察会 ４４４４回開催回開催回開催回開催 延延延延べべべべ３０３３０３３０３３０３人参加人参加人参加人参加

春春春春ののののタムシバタムシバタムシバタムシバ 花登山花登山花登山花登山

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

青年会議所青年会議所青年会議所青年会議所とのとのとのとの共催共催共催共催

ガールスカウトガールスカウトガールスカウトガールスカウトとのとのとのとの共催共催共催共催
落落落落ちちちち葉葉葉葉をををを使使使使ったおったおったおったお弁当弁当弁当弁当づくりづくりづくりづくり

『里山・森づくり塾』開講！ ４４４４回連続講座回連続講座回連続講座回連続講座 ２４２４２４２４人受講人受講人受講人受講

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

間伐実習間伐実習間伐実習間伐実習
（（（（講師講師講師講師:県森林県森林県森林県森林センターセンターセンターセンター））））

城山歴史講座城山歴史講座城山歴史講座城山歴史講座
（（（（講師講師講師講師:市文化財保護課市文化財保護課市文化財保護課市文化財保護課））））

第第第第６６６６回回回回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

しじみしじみしじみしじみ採採採採りりりり体験体験体験体験
いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい
採採採採れたよれたよれたよれたよ!

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

２３２３２３２３年年年年８８８８月月月月 277人参加人参加人参加人参加

湖上学習湖上学習湖上学習湖上学習～～～～びわびわびわびわ湖湖湖湖クルージングクルージングクルージングクルージング～～～～

湖湖湖湖のののの幸幸幸幸いっぱいのいっぱいのいっぱいのいっぱいの漁師弁当漁師弁当漁師弁当漁師弁当

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 ～～～～枝打枝打枝打枝打ちちちち作業作業作業作業～～～～
２３２３２３２３年年年年１２１２１２１２月月月月 25人参加人参加人参加人参加

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

放放放放っておくとっておくとっておくとっておくと
枝枝枝枝がいっぱいにがいっぱいにがいっぱいにがいっぱいに！！！！

森林組合、漁業組合、
市民ボランティアが協力！



4

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 ～～～～植樹作業植樹作業植樹作業植樹作業～～～～
２４２４２４２４年年年年２２２２月月月月 １７８１７８１７８１７８人参加人参加人参加人参加

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

雪雪雪雪にににに負負負負けずにけずにけずにけずに大大大大きくなきくなきくなきくな～～～～れれれれ！！！！

食食食食べてべてべてべて
びわびわびわびわ湖湖湖湖をををを守守守守ろうろうろうろう！！！！

びわびわびわびわ湖湖湖湖学習会学習会学習会学習会（（（（２３２３２３２３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（（（（２３２３２３２３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

びわびわびわびわ湖湖湖湖のことをもっとのことをもっとのことをもっとのことをもっと知知知知ろうろうろうろう！！！！

びわ湖ヨシ植えイベント ２３２３２３２３年年年年１１１１１１１１月月月月 ２４０２４０２４０２４０人参加人参加人参加人参加

植栽したヨシ苗
ポット苗 ７５０株
マット苗 ６０枚 ６３０㎡

平成19年度からの合計 4,140㎡平成19年度からの合計 4,140㎡

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

家棟川流域家棟川流域家棟川流域家棟川流域のののの河辺林調査河辺林調査河辺林調査河辺林調査

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

自然林自然林自然林自然林のののの保護育成保護育成保護育成保護育成

大学生大学生大学生大学生とのとのとのとの連携連携連携連携もももも始始始始まりましたまりましたまりましたまりました！！！！

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 合計合計合計合計14141414回回回回 延延延延べべべべ107107107107人参加人参加人参加人参加

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

２３２３２３２３年年年年６６６６月月月月 70人参加人参加人参加人参加

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

自然林自然林自然林自然林のののの大切大切大切大切さをさをさをさを
五感五感五感五感でいっぱいでいっぱいでいっぱいでいっぱい学学学学びましたびましたびましたびました！！！！

樹木樹木樹木樹木のののの管理管理管理管理とととと剪定剪定剪定剪定にににに関関関関するするするする講習会講習会講習会講習会
２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月 ８０８０８０８０人参加人参加人参加人参加

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

実技講習実技講習実技講習実技講習もももも実施実施実施実施
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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

どろんこになって
田植え体験！

水田水田水田水田でででで孵化孵化孵化孵化したしたしたした稚魚稚魚稚魚稚魚のののの確認確認確認確認

魚魚魚魚のゆりかごのゆりかごのゆりかごのゆりかご水田米水田米水田米水田米ののののＰＲＰＲＰＲＰＲ

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～

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

新聞広告新聞広告新聞広告新聞広告をををを使使使使ったったったったリサイクルペーパーアートリサイクルペーパーアートリサイクルペーパーアートリサイクルペーパーアート

子子子子どもたちもどもたちもどもたちもどもたちも省省省省エネエネエネエネ学習学習学習学習！！！！

堆肥化マニュアル完成！
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。。。。

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

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

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

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

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

（（（（HHHH23232323....4444～～～～H2H2H2H24444....3333月月月月））））

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）））） ３８０２３８０２３８０２３８０２ＬＬＬＬ

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 １５３９１５３９１５３９１５３９ＬＬＬＬ

計計計計 ５３４１５３４１５３４１５３４１ＬＬＬＬ

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

啓発講座啓発講座啓発講座啓発講座 ５５５５回回回回 延延延延べべべべ１１６１１６１１６１１６人人人人

廃食油廃食油廃食油廃食油ででででキャンドルキャンドルキャンドルキャンドルづくりづくりづくりづくり

キャンドルキャンドルキャンドルキャンドル完成完成完成完成！！！！

捨捨捨捨てるてるてるてる前前前前にににに、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル（（（（資源化資源化資源化資源化））））をををを考考考考えようえようえようえよう！！！！
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リユースリユースリユースリユースセンターセンターセンターセンターのののの試行実施試行実施試行実施試行実施

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

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

ＨＨＨＨ２３２３２３２３ １０１０１０１０品品品品（（（（１１１１回回回回）））） ３０３０３０３０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

「「「「こんなこんなこんなこんなエコエコエコエコなななな事業所事業所事業所事業所めぐりめぐりめぐりめぐり」」」」学習会学習会学習会学習会

「こんなエコな店があるよ」ガイドブック作成

企業企業企業企業（（（（村田製作所村田製作所村田製作所村田製作所））））のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ見学見学見学見学
公共施設公共施設公共施設公共施設のののの省省省省エネエネエネエネ見学見学見学見学

地産地消地産地消地産地消地産地消のおのおのおのお弁当弁当弁当弁当

生態系生態系生態系生態系にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした無農薬無農薬無農薬無農薬のののの果実栽培果実栽培果実栽培果実栽培
（（（（南農園南農園南農園南農園））））

H23.11月 25人参加

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」」」」

・・・・ 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
「「「「環境共育支援環境共育支援環境共育支援環境共育支援ネットネットネットネットややややすすすす」」」」のののの設立設立設立設立とととと運営運営運営運営

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
H23年度年度年度年度 345人人人人（（（（10回回回回））））

人形劇人形劇人形劇人形劇

ドウタク君と一緒に、エコダンス

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

人権の取り組みと
連携しました！

ごみを出さない売り方・買い方が広がるまち

小学校小学校小学校小学校へのへのへのへの出前講座出前講座出前講座出前講座････････････祇王小学校祇王小学校祇王小学校祇王小学校４４４４年生年生年生年生のののの社会科社会科社会科社会科とのとのとのとの連携連携連携連携

みんなでごみみんなでごみみんなでごみみんなでごみ博士博士博士博士になろうになろうになろうになろう！！！！

しっかりしっかりしっかりしっかり
勉強中勉強中勉強中勉強中！！！！

身体身体身体身体もももも、、、、頭頭頭頭もももも、、、、動動動動かしてかしてかしてかして勉強勉強勉強勉強しましたしましたしましたしました。。。。

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
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
西友西友西友西友 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店店店店

２３２３２３２３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

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

平成20年度 平成22年度 平成23年度

66％ 68％ 70％
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エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ講習会講習会講習会講習会 ２４２４２４２４年年年年２２２２月月月月 ２２２２２２２２人参加人参加人参加人参加（（（（１５１５１５１５事業所事業所事業所事業所＆＆＆＆市役所市役所市役所市役所））））

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
エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ方法方法方法方法のののの説明説明説明説明

一人ひとりが自動車社会を見直す「エコドライブ活動」

燃費計燃費計燃費計燃費計でででで省省省省エネチェックエネチェックエネチェックエネチェック！！！！
（（（（事業所事業所事業所事業所へのへのへのへの貸貸貸貸しししし出出出出しししし検討中検討中検討中検討中））））

プロジェクト名 ゴミを出さない売り方・買い方

プログラム名 ゴミを減らそう出前講座と啓発
成果の指標 マイバックの持参率 限界も
関心度・満足度 持参率の向上、出前講座の回数
求めている人材 出前講座の講師

講師の養成・認定制度創設
問題・課題 過剰包装や回収の取組に転換
取組の力点 関係市民団体との共同実施
仕組への期待 新展開、パワーアップのために

プロジェクト名 エコ・資源部会
プログラム名 CO2削減学習、廃棄物の資源化
成果の指標 家庭で出来る小さな取組の呼掛け
関心度・満足度 参加者が少なく把握できず
求めている人材 各プログラムのメンバー

学習課題より人手・実務者
問題・課題 人々の関心が低い
取組の力点 効果的な取組の方法の研究
仕組への期待 関心を呼び起す仕組づくり

プロジェクト名 環境保全型農業推進計画
プログラム名 魚のゆりかご水田事業推進計画
成果の指標 ゆりかご水田米の販売量の拡大
関心度・満足度 認知と普及 楽しい体験、

求めている人材 自らの学習と交流で自身を育成
農業先駆者と消費者の協力

問題・課題 面積拡大の制約 生産者の固定観
念
取組の力点 関係市民団体との共同実施

仕組への期待 新展開、パワーアップのために

プロジェクト名 まちなか緑ボリューム大作戦、他
プログラム名 河辺林の保護、市内の緑化推進
成果の指標 参加者数、行政施策との連携

関心度・満足度 「また来たい」との参加者の声
求めている人材 専門家、植生に詳しい人

都市計画（緑化政策）の学習
問題・課題 参加者が限定的
取組の力点 緑地の情報収集、情報発信
仕組への期待 市民の意識の高まりで、市の緑化

政策の策定

プロジェクト名 野洲の里山の自然に触れよう、知ろう
プログラム名 里山の保全活動、自然部会の森づくり
成果の指標 参加者、会員の増加、他団体との連携

関心度・満足度 リピータ参加者の増加
求めている人材 「自然案内人」

人材以上に道具や実施場所
問題・課題 「自然案内人」、里山の保全技術能力

取組の力点 山道の維持管理、整備と組織強化
仕組への期待 行政施策との協働事業への展開

プロジェクト名 「おらが川」人が親しめるきれいな川づくり
プログラム名 家棟川エコ遊覧（自然学習船）の運航

成果の指標 人の意識を変えるために続ける
関心度・満足度 ゴミへの関心が高い、新展開の基礎資料

求めている人材 郷土の人自身、学校に郷土環境教育を
生きた知識と経験を持つ人を仕立てる

問題・課題 若い人材、学生・民間との連携
取組の力点 郷土の自然を伝え残す小冊子の製作
仕組への期待 地域の連携強化、強固なネットワークづくり

活動の課題情報（ネットワークづくりの共有情報）

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～


