
 

 
 
 
 

プロジェクト活動紹介コーナー        2月 21日（土）13時 30分～ 

 
 
“ごみを減らそう”フォーラムを 

野洲市まちづくり協働推進センター 
（野洲図書館内）ホールで開催いたしました。今、地球温暖化

が大きな社会問題となり、次代を担う子どもたちの為に、安心

して暮らせる持続可能な社会を作るためにも、この問題を身近

なものとして捉え、環境に配慮したライフスタイルを考えてい

かなければならないと思います。このフォーラムでは、まず自

分ができることは何なのかを知り実践することで、一人ひとり 
の努力が大きな輪となり、発展していくことを確認しました。 
山仲市長の「市民とともに環境問題に取り組んでいく」と

のお言葉があり、心強く感じ、大いに期待をいたしています。 
 
 
 
 
 
 

 
また、市内小学生（４年生）にごみ減量のアイディアをテー

マにポスターを募集したところ、361点もの応募がありました。
子どもたちをはじめ、ポスターをご覧になった方にも、ごみ減

量について考えていただけるきっかけになったと思います。 
今回のフォーラムでは、地元の方のご協力で野洲市三上の伝

統食である「たでずし」を参加者のみなさんに試食していただ

きました。地元の物を利用して食することは、地産地消につな

がり、環境問題について考えていただけることとなります。失

われつつある伝統食を次代に引き継いでいきたいものです。 
今回のフォーラムの高まりを市民、事業者、行政の協力体制がより充実したものにな

るよう、またごみ減量、レジ袋有料化をめざしていきたいと願っています。 
このフォーラムを実施するにあたり、いろいろな方の協力をいただき感謝するととも

に、今後とも皆様方のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

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 3月 

（パネルディスカッションの様子）

 
◆レジ袋削減の先進地である大垣市の取り組み事例紹介 
◇風呂敷の活用方法を楽しく紹介 
◆市民、事業者、行政による「環境にやさしいエコの環（わ）

を広げよう」をテーマにしたパネルディスカッション 

フォーラムの内容 

（市内小学生（４年生）のポスター展示） 

（マイはしで伝統食を試食） 

第 10号 

「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」 小島敏子



  
 

  ““３３００匹匹以以上上ののビビワワママススがが市市内内のの川川にに遡遡上上しし、、  

多多くくのの地地域域ででホホタタルルがが復復活活ししててききままししたた””  

 びわ湖から家棟川を遡って、冨波乙の中の池川や総合体育館の横の小川に、体長６０cm 以上の
ビワマスが遡上してきて、付近の方の話題になっています。網をもって捕まえようとする人や、河

川愛護のために保護しようとがんばる人がいます。 
 また、比江、木部、井口、堤などの地区では、姿が見られなくなっていたホタルが復活して地域

の方に鑑賞されています。これは、自然環境が改善してきている良い兆候です。 
 県が策定したマザーレイク２１（※）にもとづくびわ

湖の保全を始めとして、地域の河川の保全活動が広がり

を見せています。農業においても、地域ぐるみで水田か

ら濁水を流さないようにしたり、人と生物の共生をめざ

した「ゆりかご水田」の取り組み、また農薬や化学肥料

の飼料を抑えた「環境こだわり農産物」の生産など、水

環境の保全に積極的に取り組まれています。そして水源

となる里山や緑地でも保全活動や里山林の間伐、植林な

どの手入れなどが行われています。これらが総合的に進

みだした結果として、ビワマスの遡上やホタルの復活が、

見られるようになったものと考えられます。 
 野洲市環境基本計画のプロジェクト活動の実践によって生まれてきている成果だと言えます。さ

らに多くの市民の参加で野洲市の環境の向上に繋がるように努力するためにも、励みとなる出来事

です。この繊細な、そしてダイナミックな自然の復活を注意ぶかく見守りましょう。      

（※マザーレイク２１－琵琶湖保全整備計画） 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
（里川づくり委員会 北出 肇） 

 

地域の川にホタルを復活させるため、ホタルの幼虫を飼育し、放流などを行っています。市役所

（分庁舎）にあるホタル資料室では、飼育状況が見学できます。ご希望の方は、事務局までご連絡

ください。 

自然部会事務局（野洲市役所 環境課内） TEL 589-6431 

今、野洲市の川に注目すべき変化！ 



  

  

                           
 
 私たちの生活を見直し、二酸化炭素の排出を減らすためにはどうすればいいのでしょうか。 
ごみ・資源部会では、地球温暖化について理解を深め、私たち一人ひとりが出来ることを多くの

人に考えてもらおうと、各学区で環境フォーラムを開催しています。今回は、その内容の一部を

ご紹介します。ここで挙げた５つの取り組みのうち、できるものから始めてみましょう。 
 
１．冷房の温度を 1℃高く、暖房の温度を 1℃低く設定する 
  カーテンを利用して太陽光の入射を調整したり、クールビズやウォームビズを 
 取り入れることで、冷暖房機に頼らないで過ごせる。冷暖房を始める時期も少し 
 待ってみる。 
     ◆年間約 33kgの CO2の削減 ◇年間で約 1,800円の節約 
  
          ２．週 2日往復 8kmの車の運転をやめる 
            通勤や買い物の際にバスや鉄道、自転車を利用しましょう。 
             歩いたり自転車を使う方が健康にもいいですよ。 
              ◆年間約 184kgの CO2の削減 ◇年間で約 9,200円の節約 
 
３．1日 5分のアイドリングストップを行なう 
  駐車や長時間停車する時は、車のエンジンを切りましょう。 
 大気汚染物質の排出削減にも寄与します。 
    ◆年間約 39kgの CO2の削減 ◇年間で約 1,900円の節約 
  
           ４．待機電力を 50%削減する 
            主電源を切りましょう。長時間使わない時は、コンセントを抜きましょう。 
            また、家電製品の買い替えの際には待機電力の少ないモノを選ぶようにしま 
            しょう。 
                ◆年間約 60kgの CO2の削減 ◇年間で約 3,400円の節約 
 
５．シャワーを 1日 1分家族全員が減らす 
  身体を洗っているあいだ、お湯を流しっぱなしにしないようにしましょう。 
     ◆年間約 69kgの CO2の削減 ◇年間で約 7,100円の節約 
 

（全国地球温暖化防止活動推進センター資料より 2007年 4月改訂数値） 
（取組み 10項目中 5項目を掲載） 

 

家家庭庭ででででききるる温温暖暖化化対対策策 

お問合わせ先 ごみ・資源部会事務局（野洲市環境課） 
    TEL 077-589-6431 FAX 077-589-5069 



 

  
  

  

～～  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” 

●「旧野洲川河辺林」の整備作業（自然部会 緑の推進委員会） 

  “林に生い茂る竹を伐採します。高校生以上の方であれば作業に参加いただけます” 

 日  時  4 月 4 日（土） 午後 1 時～3時 

 場  所  市三宅地先の旧野洲川堤防の河辺林 
 参加申込  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。 

       緑の推進委員会事務局 TEL 077-587-6324 FAX 077-586-2176 

               （野洲市役所 市街地整備課 担当：山藤） 

●「定例・里山保全作業」 第 3 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  4 月 11 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  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  TEL 589-6315 FAX 589-5069 

              （野洲市役所 農林水産課 担当：吉川） 

～～  イイベベンントトののおお知知ららせせ  ～～  

“まずは知ること、体験することから始めてみませんか。身近なところの環境問題” 

 ●「里山の自然体験学習会」（自然部会 山部会） 

   “タムシバ山から城山 春の花ハイキング” 

 日  時  4 月 5 日（日） 午前 9 時 30 分～午後 3時  （雨天中止） 

 集合場所  大篠原 森楽校（車は光善寺川の岩倉林道入り口に駐車可） 

 参加申込  ご住所、お名前、年齢、連絡先をお電話またはＦＡＸで 3/27 までに 

       ご連絡ください。   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） 

             みなさまのご参加をお待ちしています！ 

 ●環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」 平成 21 年度総会のご案内 

 日  時  4 月 26 日（日） 午後 1 時 30 分～ 

 場  所  コミセンなかさと 大ホール 

 内  容  平成 20 年度 各プロジェクト決算及び活動報告について 

       平成 21 年度 各プロジェクト予算及び活動計画について、ほか 

 参加申込  不要。会員以外の方でもご参加いただけます。 

 問合わせ先 環境基計画推進会議「水と緑・安心の野洲」 

       事務局（野洲市役所 環境課内）電話 077-589-6431  

“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 


