
（チップ材で遊歩道が完成） 

 
 
 
 
 
 
 

 
   2008年 12月 13日（土） 

第 2回葦植えのイベントを開催しました。今回は昨年実施した     （9時 30分～12時） 
続きで菖蒲浜の東方面の江口川～家棟川の湖岸（安治地先の浜）

700 ㎡に葦の地下茎約 1,000 本、ポット苗約 580 鉢（内 100 鉢中主

小学校で 7月に 5 年生が植えた葦）を植えました。 

 この付近は昭和 50 年頃までは広大な葦群落地帯で野鳥、水鳥、

魚介類の宝庫でしたが、その後の琵琶湖総合開発等による湖岸周

辺の状況変化で葦が無くなり、それに伴い生き物もいなくなりま

した。葦が無くなると護岸の浸食が起こり護岸形成も変ってきま

した。この様なことから琵琶湖の環境を改善するため、野洲市環

境基本計画における琵琶湖再生の 1プロジェクトとして昨年度から 

葦群落の復活を実践し推進しています。イベント当日は 12 月としては大変良い天気で暖かい日に

恵まれ、多数の参加者により大変楽しくスムーズにイベントを行う

ことが出来ました。又、この日は同時に菖蒲浜の松林を手入れする

作業も行い、チップ材を利用し松林に遊歩道を造りました。葦植え

については淡海環境保全財団からヨシの植生や水質浄化機能、また

生態系への影響について説明をしていただき、大人も子どもも夢中

で砂浜に穴を掘り楽しそうに葦を植えていました。子ども達は久し

ぶりの琵琶湖の砂浜か？はしゃぎまわっていました。 

この後、11 時 30 分より野洲川 

でんくうの会の配慮で守山びわ湖

ヨシ笛アンサンブルによる葦笛の演奏を行って頂きました。砂浜

で琵琶湖を見ながら優しい葦笛の音色に全員、聞き入っていまし

た。この後、昼食は水資源機構に用意をして頂いた、弁当とシジ

ミ汁を食べていただきました。 

 今回のイベントは多くの組織、団体のご協力をいただき開催で

きました。菖蒲、吉川、堤、須原の自治会、近江鉄道株式会社、

湖岸開発株式会社、淡海環境保全財団、湖南流域環境保全協議会、 

野洲市緑の少年団、中主漁業協同組合、野洲川でんくうの会、社会福祉法人もるどう会「あじさい

園」の皆様、また独立行政法人水資源機構からは、葦植え現場の整地工事やイベントの昼食弁当な

ど当事業の実施について多くの協力を頂きました。今回の事業は、野洲市の環境基本計画普及事業

における委託事業、および特定非営利活動法人 瀬戸内オリーブ基金の助成事業で行いました。 
 

環環境境基基本本計計画画推推進進会会議議  「「水水とと緑緑・・安安心心のの野野洲洲」」  

ニニュューーススレレタターー        ２００9年 1月 
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（葦笛演奏の様子） 

（葦植えの様子） 

“この春に青い葦の芽が出るのが楽しみです。又、見に来てください” 
「びわ湖の水と地域の環境を守る会」代表 松沢 松治



 
 

ごみ資源部会のプロジェクト「生ごみの資源化システムづくり」では、家庭で出来る生ごみ堆肥化の各

種の方法のうち、省エネに優れた処理について比較試験を行っています。その内容をご紹介します。 

 

 

 
この方法は、土嚢袋の中に落ち葉（または腐葉土）を 
約 10リットル、畑の土約 1リットル、米ぬか約 1リット 
ルをいれて、水をかけてかき混ぜ湿らせます。全体で土嚢 
袋の半分位とし数日発酵させます。生ごみの発生量によっ 
て２、３袋作り、数日経過してから、交互に生ごみを入れ 
て移植スコップでよく掻きまぜ、空気を十分に含ませます。 
生ごみはできるだけ乾かして入れます。１日三角コーナ 
１杯位であれば、２袋で十分です。夏場は数ヶ月経過しても 
土嚢袋の量は殆ど増えませんが、ある程度量が増えたら一部をコンポストに入れるか、畑に堆肥として埋

めます。（なおこの方法は「カドタ式土のう袋堆肥」として本も出版されています） 
 
 
 
この処理機は市販のもので、かくはんを手動ハンドルで行うことで、 

いっさい電気を使わない、自然と家計にやさしい生ごみ処理機です。 

特長は、「好気性発酵」で「低温でも充分な働き」をするということ 

です。このため、通常のバイオ式（嫌気性で高温の分解）と違い、生 

ごみの嫌なニオイが出ません。分解後は有機肥料になります。分解能 

力維持のために数ヶ月毎にチップ材を半分程度交換します。この方式 

でも生ごみはできるだけ乾かして入れます。 

試験では、米ぬかを入れることで新しいチップの使用量を少なく出 

来ないか検討中です。 

 

以上 2 つの方式は、酸素を必要とする好気性菌（微生物）による生 

ごみの分解で好気発酵といいます。 

 

 

 

野洲市内の自治会などで実績のある EM ボカシ（有用微生物群により、米ぬかなどを発酵させたもの）に

よる方式は、酸素を必要としない嫌気性菌（微生物）による処理です。したがって、密閉した容器を用い

ます。                              （ごみ資源部会 新冨 章正） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

比較試験中 
家庭で出来る生ごみ処理について 

（土嚢袋内の様子） 

（ごみ処理機内の様子）

（手動ハンドルでかくはん中） 

上記の堆肥化についてのお問合せ先  ごみ・資源部会事務局（野洲市環境課 大藤） 
TEL 589-6431 FAX 589-5069 

比較試験中 
生ごみ堆肥化 

比較試験中 

 



（大篠原の里山の様子） 

（当日の参加者） 

 
 
 
 
                              2008年 11月 22日（土） 

        （9時 30分～14時 30分） 

「山の木と土が水を良くしてくれる」 

朝からよく晴れて暖かい日になった。大篠原の地元の方や、去年

からのイベントのリピーターも参加され、総勢 39 名。朝 9時半、元

気よく出発！ 向かう山々は、黄色や赤茶色、色とりどりの紅葉が

真っ盛り。                    

ややうみ坂の登り口に大学や、滋賀県森林センターが設置してい                   

る雨や湧き水の水量、水質などの調査設備を見ながら、県森林セン

ターの小島氏に説明をしていただいた。 

この辺りの雨水は年間平均でＰＨ4.5。食べるお酢とほぼ同じ

くらいの酸性度だという。これは滋賀県内の他の地域と変わらな

い。その雨が、山の木々を伝って土にしみ込み地下水となって流

れ出るときには中和され、ＰＨ７（中性）ぐらいになっていると

いう。山に降り注いだ雨水の 6割が川の水となり、残りの 4割は

木が消費したり蒸発するという。山が半分使い、あとは水源とし

て川に流れ出るそうだ。お話を聞き、木々や地層が持つ水質浄化

の役割の大きさがよくわかった。 

 少しきつい登り坂をみんなで無事上がりきり、尾根伝いに５キロ余りの山道を歩いた。ところど

ころ開けた場所では、近江八幡方面や琵琶湖の眺望も楽しんだ。春一番に白い花を咲かせるタムシ

バが、毛で被われたつぼみをつけている。リンドウもまだ花をつ

けていた。この山に特有のヘビノボラズの葉が深い赤に紅葉して

いた。コシアブラ・タカノツメ・カラスザンショウの葉は、黄に

色づき山を明るくしていた。今回のハイキングは、大篠原側から

少し希望が丘のほうにも歩き、お昼は希望が丘のあずまやでとり、

伊勢道の峠から大篠原へと戻った。途中、植物のことや、木の手

入れの話を聞きながら、山の役割を学びつつ、さわやかな山の秋

を満喫した 1日だった。 
山のイベントを開催するたびに、「山の自然を守り維持するためには 

大変な労力が必要になるため、多くの方の力をお借りしたい。ぜひ、山仕事の行事にも参加してい

ただきたい」と訴えてきて、山の保全活動への参加者も嬉しいことに少しずつ増えている。 
             （自然部会 山部会 飯田 百合子） 

 山部会では野洲の里山の自然に親しみ、里山の自然の大切さと、山を守る保全活動の意義を知って

いただくため、体験学習会や定期的な保全活動を行っています。多くの方の積極的なご参加をお待ち

しています。          お問い合わせ先 山部会事務局 TEL 589-6315 FAX 589-5069
（野洲市役所 農林水産課 担当：吉川）

（光善寺川の水源） 



 

 

  
  

～～  活活動動予予定定  ～～  “あなたの参加を待っています！ 環境保全の活動情報” 

●「定例・里山保全作業」 第 2 回山部会の森作り （自然部会 山部会） 

“里山の保全作業をします。山の自然に関心のある方は、ぜひご参加ください” 

日  時  2 月 7 日（土） 午前 8時 30 分～12 時（雨天中止） 

集合場所  午前 8時 30 分 小堤城山館  

 下草刈り・枝打ち・チップ化作業をします。 

参加申込  1 月 31 日（土）までにご住所、お名前、年齢、連絡先をお電話またはＦＡＸで 

ご連絡ください。     山部会事務局 （野洲市役所 農林水産課 担当：吉川） 

          TEL 589-6315 FAX 589-5069 

●「レジ袋削減・マイバッグ持参」 出前講座 （ごみを出さない売り方･買い方が広がるまち PJ） 

“ごみを減らすために、私たち一人ひとりができることを考えていただくきっかけとして、 

自治会など各種団体向けに出前講座を実施します。ぜひご利用ください” 

内  容  ・野洲市のごみと地球温暖化の現状 

      ・ごみを減らす事業者の取り組み（聞き取り調査の結果から） 

      ・レジ袋使用削減の取り組み 

時  間  30～40 分程度。（状況に合わせてご相談に応じます） 

申込方法  ご希望の日時、場所および団体名、担当者のお名前、連絡先をお電話またはＦＡＸで 

ご連絡ください。   まちくらし部会事務局 （野洲市役所 環境課 担当：村上） 

               TEL 589-6431 FAX 589-5069 

～～  イイベベンントトののおお知知ららせせ  ～～  

●ごみを減らそうフォーラム   “一人ひとりの力でごみを減らそう！” 
日  時  2月 21日（土） 13：30～16：30 
場  所  野洲市まちづくり協働推進センター（野洲図書館内） 
内  容  ・ごみ削減先進地の取り組み発表（岐阜県大垣市） 
      ・風呂敷活用方法の紹介 
      ・パネルディスカッション「環境にやさしいエコの環を広げよう」 

 ・ごみを減らす工夫をテーマにしたポスター展示（募集対象：市内小学 4年生） 
・地産地消食材の試食（おにぎり） 

参 加 費  無料（申し込み不要） マイはしをご持参ください。 

問合せ先  まちくらし部会事務局（野洲市役所 環境課 担当：村上） 

          TEL 589-6431 FAX 589-5069 

 

“環境基本計画推進会議のニュースレターは、毎月 10 日の発行です” 

 

 
 

～今後のイベントや予定～ 

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 環境課内） 

住所 〒520-2492  野洲市西河原 2400 

電話 077-589-6431 FAX 077-589-5069 Eメール kankyou@city.yasu.lg.jp 


