
 

活動場所 県道１９号山東一色線他 

 

ヤンマー農機製造株式会社伊吹工場は米原市野一色

でトラクター、トランスミッション等を製造されていま

す。公共場所の美化保全に貢献したいという想いから、

平成 22年５月にエコフォスター活動団体として合意さ

れ、活動は毎月１回行っておられます。 

取材日は、９名が参加され、県道 19 号線・国道 365

号線を含む伊吹工場周辺を国道 365 号廻りの「北コー

ス」および「中コース」、大原小学校廻りの「南コース」

の３コースに分かれてごみ拾いを開始されました。 

落ちているごみの種類は、空き缶、タバコの吸殻、ペ

ットボトル、ビニール袋等があり、雪の季節に活動でき

なかったこともあり、前回よりもごみの量が多いとのこ

とです。ヤンマー農機製造株式会社では、約 4,000本の

植樹をされており、同行させていただいた「中コース」

は豊かな自然が広がっていますが、風で運ばれたごみが

目立っていました。 

 

活動していると、農作業の人から「ご苦労様です。」

との声がかかり、思わず「こんにちは、いつもありがと

うございます。」と答え、活動の成果を感じられるそう

です。 

しかし、回収してもまたごみが散在してしまうのも事

実であり、特に「夜間に車の窓からのポイ捨てが多く、

ポイ捨て禁止の看板を立てる等の対応を考えている。」

と話されていました。 

ヤンマー農機製造株式会社伊吹工場では、エコフォス

ター活動を年間行事ととらえ、各職場から２名が参加さ

れ、作業の効率をはかるため夏は午前９時より、冬は午

後２時から活動をされています。 

また、担当の松本さんは「県内全域で一斉に環境美化

に取り組む「環境美化の日」の清掃運動にも参加し、琵

琶湖の漂着ごみの回収、周辺の清掃などに汗を流し、地

域環境の保全や美化はもちろんのこと、地域コミュニテ

ィとの交流も積極的に進めています。」とおっしゃって

いました。 

 

環境との調和を基本理念に社会貢献活動に取り組ま

れている企業行動に対して、あらためて感謝いたします。 

（湖北環境事務所） 

 

 

 

 滋賀県環境事業公社より、今年度も美化清掃活動

をされるエコフォスター団体に対して①ごみ袋と軍

手のセット（先着 100団体）または②清掃活動用の

帽子５個セット（先着 10団体）を無料で提供すると

のお知らせがありました。 

申込み期間は平成 27 年５月 18日（月）～平成 28

年１月 29日（金）までです。詳細は次の問い合わせ

先にてご確認をお願いします。 
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滋賀県では、平成14年度から継続して散在性（ポ

イ捨て）ごみの実態を特定の場所において定期的に

調査しています。 

調査方法は、調査箇所（道路路肩、湖岸および公

園・広場の一定範囲）において、一旦ごみを全て回

収し、数日経過後に再び回収したごみを経過日数で

除して、１日あたりのポイ捨てされたごみの量（個

数）を計算するものです。平成26年度は県内37箇所

で実施しました。 

 

平成26年度の１日あたりのポイ捨てごみの量は調

査開始13年間で３番目に低い数値でした。 

              （循環社会推進課） 

 

 

 

このアンケート調査は、散在性ごみ対策の一環として、

県民の意識の変化を長期的に把握し、今後の対策の参考

とするため、平成17年度より実施しています。平成26

年度は、県内各地で県内在住および来県者のみなさん

932人の方にご協力をいただきました。調査結果につい

ては次のとおりでした。 

  

 回答者の年齢が偏らないように努めています。 

 

ポイ捨てについては 98％の方が悪いことであ 

ると認識されています。 

 

  捨てられているごみの種類については、回答の

約半数を飲料や食物の容器が占めました。また、

たばこの吸い殻が 29％を占めています。 

  ごみが捨てられている場所については、道路・

歩道という回答が 45％を占めました。 

 

 

平成 26年度散在性ごみ定点観測調査結果に 

ついて 

平成 26年度ポイ捨てごみについてのアンケ

ート調査結果について 

【問い合わせ先】 

公益財団法人滋賀県環境事業公社 

〒520－3411 

滋賀県甲賀市甲賀町神 645 

ＴＥＬ：0748－88－9191 

ＦＡＸ：0748－88－6322 

Ｅmail：ccs-kousha@kouka.ne.jp 

ホームページ http://www.shiga-kj.com 

 



捨てられているごみがどこで購入されたものかとい 

う質問に対しては、コンビニエンスストアだと思うとの

回答が49％を占めました。 

 

滋賀県では『滋賀県ごみの散乱防止に関する条例』（通

称クリーン条例）により、ポイ捨てごみの回収命令違反

者には２万円以下の罰金が科せられます。 

このことをご存じかお聞きしたところ、77％の方が 

罰則を知らないと回答されました。 

清掃や啓発活動など、ポイ捨て防止に関する活動に 

ついて意識されているかの質問には、「参加したことが

ある」が29％、「見たり聞いたりしたことがある」が40％、

一方で「知らなかった」と回答された方が31％いらっし

ゃいました。    

 

 

 

 

ポイ捨てごみの量が以前と比べてどうなったかの質

問については、平成26年度は約42％の方が「少なく 

なった」と回答されました。 

その一方、約48％の方は以前と変わらないと感じてお

られることから、県としても、引き続きごみのポイ捨て

防止に向けて取り組んでいきたいと考えております。 

               （循環社会推進課） 

 

 

滋賀県では、「滋賀県ごみの散乱防止に関する条例

（通称：クリーン条例）」において、5月 30日、7月

1日（びわ湖の日）、12月 1日の 3日間を「環境美化

の日」と定めています。 

 この「環境美化の日」を基準日として、前後 2週

間程度の期間に県、市町、各種団体・企業などが主

体となって、県民総参加で環境美化運動を行ってい

ただいています。 

 このたび、平成 27年度の活動期間が下記のとおり

決まりました。お住まいの市町でも、この期間を中

心に様々な活動が実施されますので、皆様の積極的

なご参加をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

平成 27年度 環境美化運動について 

○ごみゼロ大作戦 

  基準日  5月 30 日 

  期 間  5月 24日～ 6月 7日 

○びわ湖を美しくする運動 

  基準日  7月 1日 

  期 間  6月 28 日～ 7月 12日 

○県下一斉清掃運動 

  基準日 12月 1日 

  期 間 11月 22日～12月 6日 

 
(循環社会推進課) 



 

活動場所 県道小荒路牧野沢線 

高島市マキノ町にある社会福祉法人たかしま会障害

者支援施設藤美寮は、毎月 20日頃にエコフォスター活

動を実施されています。活動は当日参加を希望された施

設利用者の方 7～8名と職員の方で、小学校の通学道路

のごみ拾いや草刈り、バス停の掃除をされています。 

藤美寮は、平成 15年 9月に県とエコフォスターの合

意書を取り交わしていただきましたが、それ以前から散

歩コースのごみ拾いをされる等、地域の役に立ちたいと

いう思いで、長年にわたり清掃活動を続けてこられまし

た。 

  

活動を始められた当初は、空き缶や容器包装のポイ捨

てが非常に多く、持参した袋がいっぱいになったそうで

すが、最近では、溝にお菓子の袋が落ちていることが多

いものの、ポイ捨ては随分減ったとおっしゃっていまし

た。 

活動を行っていると、地域の方から「ご苦労さん」な

どと声をかけてもらうことも多いそうで、職員の方から

は、「今後も地域のため継続的に活動を実施し、活動範

囲を広げていくことも考えたい。」と力強いお言葉をい

たただきました。 

  

施設利用者の方も外へ出て活動することを楽しみに

されているとのことで、活動後に飲むジュースも楽しみ

の一つになっているそうです。今後も楽しみながらエコ

フォスター活動を続けていただければと思います。 

               （高島環境事務所） 

 

 

 滋賀県では「滋賀県ごみの散乱防止に関する条例」

により、５月３０日を基準日とした、ごみゼロ大作戦を

実施中です。 

 各地域での環境美化活動へ御協力をお願いします。 

 各市町での実施計画は次のリンク先からご覧くださ

い。 

滋賀県循環社会推進課ホームページ 

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/haikibutsu/index.ht

ml 

  
写真：平成27年５月23日に実施された大津市ごみゼロ大作戦の

様子（場所：大なぎさ公園サンシャインビーチ） 

                 （循環社会推進課） 
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活動場所 高橋川他 

 

特定非営利活動法人瀬田川リバプレ隊は平成 18年６

月に淡海エコフォスターに合意いただきましたが、団体

としては平成８年８月から活動を始められています。 

活動人数は瀬田川リバプレ隊と地元有志で 12～13名

です。 

活動内容は淡海エコフォスターで合意いただいてい

る高橋川の清掃活動に加え、瀬田川左岸、国道１号線バ

イパス下の清掃活動、コムラサキシキブの維持管理活動

等広範囲にわたっています。 

高橋川の清掃活動は毎月 25日に実施されています。

ポイ捨てごみの回収だけでなく、河川敷やのり面に繁茂

する草刈りも実施され、毎回 70L 入りの袋、40～50 袋

になります。 

 

「河川敷やのり面に繁茂する草は、こまめに刈らない

と量が多くなり、後で刈るのが大変になります。また美

観上もよろしくありません。ごみのポイ捨ては、活動を

始めた当初に比べるとましになりましたが、まだまだ市

民や通行する方々の意識の向上が望まれます。」と瀬田

川リバプレ隊の朝田さんは語ります。 

 その他法人の活動として、エコクッキング教室（地場

産の穀菜食を用いた生ごみを出さない料理づくり）や大

石かわべ物語（大石川周辺での環境保全イベント）等幅

広い活動に参画されています。 

 

 

「河川沿いの絵画添架では、幼稚園児や小学生とも仲良

く活動しています。高齢者の生きがい、存在感を保ちた

いため活動しており、すべて無償で行っています。」と

理事長の冨岡さんはおっしゃられます。 

  

  当日は、10時集合でしたが、30分以上前から作業を

開始されており、全員やる気満々といった印象を受けま

した。 

 事故やけがないように、これからも末永く活動を続け

ていただきたいと思います。 

              （循環社会推進課） 

 

                  

滋賀県では７月１日を「びわ湖の日」とするとともに

「環境美化の日」としています。この７月１日を中心に

県内各地で一斉に環境美化活動が行われます。 

みなさまもご参加、ご協力をお願いします。 

詳細は次のページからご確認ください。 

【滋賀県循環社会推進課ホームページ】 

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/haikibutsu/sanzaise

i/biwakowoutukushikusuruundou.html 

                （循環社会推進課） 
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活動場所 主要地方道守山栗東線（笠原口から

洲本町まで 1.3km） 

守山市の株式会社宝山園は、平成 27年２月にエコフ

ォスター活動団体として新たに登録されました。毎月第

３月曜日を基準日として、主要地方道守山栗東線の笠原

口から洲本町までの約 1.3ｋｍもの広い範囲で活動し

ていただいています。取材当日も朝早くから梅雨明けの

太陽が照り付ける中、きびきびと取り組んでいらっしゃ

いました。 

交通量の多い道路で、またあまり広くない歩道にもか

かわらず自転車の往来が多いため、活動中も「自転車通

ります！」の声かけを行い、安全に留意して活動されて

いました。 

 

落ちているごみのほとんどはたばこの吸い殻ですが、

今回は比較的少ないとのことでした。これは暑くなって

きたことで、通行する自動車が窓を閉めて走るようにな

り、ポイ捨てが減ったのではと原因の分析もされていま

した。 

 造園業という「美しさ」を求めるお仕事をされている

こともあり、日頃から「身の回りを美しくすること」を

気にかけられているとのことでしたが、樋口部長はこの

活動を通じてさらに身に着けていけると話され、苦労と

思うことはないと力強く言い切ってくださいました。 

 

 積極的に地域の環境保全活動に取り組んでいただい

いることにお礼申し上げるとともに、今後のますますの

ご活躍を期待したいと思います。 

               （南部環境事務所） 

                  

 

５月24日から６月７日まで実施しましたごみゼロ大

作戦については、36,060人にご参加いただき、平成10

年からの取組開始以来、最大の参加人数となりました。  

県民のみなさまの継続した取組に厚くお礼申し上げ

ます。 

詳細な実績報告は次のリンク先からご確認ください。 

 

【滋賀県循環社会推進課ホームページ】 

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/haikibutsu/index.ht

ml 

                （循環社会推進課）  
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活動場所 一級河川野洲川三雲地先横田橋周辺

の左岸 

 

三貴設備工業株式会社は、湖南市三雲で主に給排

水衛生設備工事を営んでおられ、平成２１年５月に

エコフォスター活動団体として合意していただきま

した。 

活動は、同社が掲げる「事業所と地域の方との一

体化」をモットーに、近所に声かけをされ、協働で

毎月１回、同社の北側を流れる野洲川左岸堤防下を

重点に清掃美化活動に励んでおられます。主要な一

級河川である野洲川は川幅も広く、北側に国道１号

線バイパス、南側に三雲地区を通過する国道１号線

や JR三雲駅があって交通量も多いことから、常に散

在性ごみが発生しています。 

 

ポイ捨てごみや、漂着ごみの種類は、発砲スチロ

ール、ペットボトル、空き缶、たばこの吸い殻、ビ

ニール袋、菓子袋などです。ごみの量については、

活動当初と比べると全体的に少しは減少していると

感じられているとのことでしたが、大雨や台風の通

過後は、河川特有の漂着ごみが発生するため、自前

の重機を使って清掃活動をされることもあるそうで

す。 

 

同社の活動は近隣地域の方々と協働で実施されて

いるので、日程調整に苦労される時もあるようです

が、魚釣りに来られた方々から「ありがとう」とい

う言葉をかけられることもあり、活動を続けていて

良かったと思えることもあるそうです。 

 中川社長は、「野洲川を美しくすることは、滋賀県

のシンボルである琵琶湖を綺麗にすることに繋がっ

ており、今後もこうした活動を通じて活動の輪を広

げ、地域社会を美しくしていきたい。」と話されまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 活動状況等の丁寧なご説明ありがとうございまし

た。三貴設備工業株式会社の皆様のますますのご活

躍を期待しています。 

              （甲賀環境事務所） 

 

 

  

７月１日の「びわ湖の日」を基準日として実施し

ました「びわ湖を美しくする運動」には、県内全域

で延べ１２８,１５０人にご参加いただき、１,０１

８トンのごみを回収することができました。 

 実施期間中は悪天候の日が多かったですが、非常

に多くのみなさまにご参加いただき、誠にありがと

うございました。 

詳細については循環社会推進課ホームページから

ご覧いただけます。 

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/haikibutsu/index

.html           （循環社会推進課） 
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http://www.pref.shiga.lg.jp/d/haikibutsu/index.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/haikibutsu/index.html
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活動場所 東近江市平田町地先江岸川沿い市道 

 

株式会社小澤産業は、東近江市上平木町で建設業

を営んでおられます。平成 20年９月にエコフォスタ

ー活動団体として合意していただき、毎月一回、10

名程度で江岸川沿い 700 メートルの清掃をされてい

ます。 

 ６月までは、上羽田町地先の白鳥川沿い 700ｍを活

動場所にされていましたが、地元自治会の活動区域

と重複するため、活動効果をより高めたいと活動場

所の変更をされました。 

 活動時間は、交通量の多い通勤時間帯を避け、朝

９時から活動されています。夏場など草が長く伸び

ている時は、草刈りもあわせて実施いただいており、

隠れていたビニール紐等が草刈り機の刃に絡まり、

取り除くのに時間を要することもあって、時間と労

力を取られてなかなか進まないこともあるとのこと

でした。 

 

コンビニの袋等がほとんどで、以前の活動地域で

は、多い時で軽トラック半分近くもあったようです。

活動中は車がよく通るので、活動メンバーの中で車

の誘導を行って、安全には細心の注意を払って活動

されています。しかし、中には、心ないドライバー

の方から迷惑そうな顔をされたり、苦情を言われた

りすることもあるそうです。 

 

小澤社長は、「活動を通じて、従業員の意識改革や

業界のイメージアップが図っていけた。」と言われて

いました。また、同事業所は、消防団協力事業所に

も登録されており、大雨が降った時は、土嚢作り等

防災にも協力されておられます。今後も活動を続け

ていき、美しい町づくりに貢献していきたいとのこ

とでした。 

 

 株式会社小澤産業の皆様のさまざまな分野での地

域貢献に敬意を表するとともに今後ますますのご活

躍を大いに期待しています。 

              （東近江環境事務所） 

 

 

  

 平成 27年度上半期に淡海エコフォスターに合意い

ただいた団体をご紹介します。 

 美しい湖国の実現に向け、お力添えをお願いしま

す。 

○株式会社ゆたか設備 

実施場所：県道２０１号安土西生来線 

○山輝組 

実施場所：多賀町多賀 国道３０７号線（多賀北交差

点～胡宮神社前） 

○サラン大津 

実施場所：県道伊香立浜大津線（大津市役所～皇子が

丘公園） 

○岡興業 

実施場所：国道３０６号（多賀北交差点から久徳橋ま

で）             （循環社会推進課） 

平成 27年(2015年)9月 29日発行 

～美しいまちづくりを目指して～  
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エコフォスター紹介〈東近江管内〉 

株式会社 小澤産業 

平成 27年度上半期淡海エコフォスター 

合意団体について 
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