
活動場所 県道三津屋・野口線、県道三津・彦根線 

新神戸電機株式会社彦根事業所は彦根市川瀬馬場

町にあります。主にリチウムイオン電池などの蓄電

デバイスや電気絶縁積層板などの合成樹脂製品を製

作されています。 

この活動に取り組まれたのは平成 19年５月からで

す。それまでは年に数回の清掃活動やごみゼロ大作

戦などに参加されていたのですが、当時の総務部長

の提案で、会社の方針とも合致するため、始められ

たそうです。 

活動は月 1回、始業前に 12名前後でＪＲ河瀬駅前

から、工場前の道路までを実施されています。昨年

は延べ 130 名の方が参加したとのことです。交通量

が多い道路なので、安全には細心の配慮をしている

とのことです。取材当日も蛍光色のタスキを掛け、

ヘルメットを着用されていました。 

  

回収されるごみは、タバコの吸殻、レジ袋、ペッ

トボトル、空き缶、チラシなどです。活動を始めた

当時は田んぼだった土地に、現在は住宅が立ち並ん

でいますが、ごみの量、種類に大きな変化はないと

のことでした。 

エコフォスター活動以外にも地域社会への貢献を

大切にし、地域の防災活動や工場設備の見学会、納

涼会などで地域住民の方々との交流を深めておられ

ます。 

 

事業所に伺ったとき『３年連続無災害記録を達成

しました』という広報を配布されていました。また

通勤されてくる皆さんの挨拶や、きれいな工場内を

拝見させていただき、安全と環境への意識の高さを

感じました。従業員のみなさんの益々のご活躍を期

待しています。 

（湖東環境事務所） 

 

                        

      

平成 27年 10月 18日（日）に滋賀県トラック協会 

による「ぐるっと・びわ湖・クリーンアップ」が実

施されました。 

 琵琶湖岸の道路をきれいにすることで、湖辺の環

境を守り、母なる琵琶湖を次代へ残していく活動で

あり、今年で８年目になります。 

 県内全域で協会の会員やその家族の方々1,700 名

が参加され、清掃活動に汗を流されました。 

 清掃活動の他にも、リサイクルへの取組や「道の

駅」での啓発活動も行われました。 

    

 環境美化やごみ減量化に積極的に取り組んでいた

だき、感謝申し上げます。 （循環社会推進課） 
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エコフォスター紹介〈湖東管内〉 

新神戸電機株式会社 彦根事業所 

一般社団法人滋賀県トラック協会 

「ぐるっと・びわ湖・クリーンアップ」について 



活動場所 県道 244号大野木志賀谷長浜線 

 

株式会社コトウは米原市長岡で電気工事、水道工事、

土木工事等を営まれています。近隣住民の皆さんに少し

でも貢献したいとの思いから平成 21年 2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、小雨が降る中 10名が参加され、会社前の

県道 244号線で活動を開始されました。回収したごみは、

タバコの吸殻、ペットボトル、菓子袋などでしたが、ポ

イ捨ての量は次第に減っているそうです。通行量の多い

県道沿いでありながらごみが減少しているのは、長らく

活動を続けてきた成果だと感じておられます。また、ト

レードマークであるオレンジの作業服での活動は近隣

の方にも活動はよく知られていて、お年寄り、区長さん

などからねぎらいの言葉があるそうです。 

 

株式会社コトウの皆さんは、和気あいあいとした明る

い雰囲気の中で活動されていました。 

エコフォスター活動以外にも近隣の水路の落ち葉拾

い、地域との合同での天野川の清掃など、地域社会への

貢献とコミュニケーションを大切にしておられます。 

回収したごみにはタバコの吸殻が多くありましたが、

西村会長は「エコフォスター活動への参加により社員の

意識づけができ、喫煙率が減った。ポイ捨てを減らすに

は清掃活動も重要だが、その前にポイ捨てをしないとい

う社会人としてのルールを守ることが大切だ。」と話さ

れていました。 

  

活動時間は朝の通勤、通学の時間帯とも重なっている

ので、交通安全にも充分に注意し、今後も地域をきれい

に保っていく活動を継続していただきたいです。 

（湖北環境事務所） 

 

                        

滋賀県では、12月 1 日を「滋賀県ごみの散乱防止  

に関する条例（クリーン条例）」で「環境美化の日」

と定めています。  

滋賀県、県内市町および美しい湖国をつくる会の  

提唱により、この12 月1日を基準日として、概ね11 

月22 日（日）から12 月6日（日）にかけて、県内各

地で「県下一斉清掃運動」が県民総参加により実施

されます。  

 県や各市町の実施計画は次のリンク先に掲載して

います。 

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

eiseiou.html（滋賀県ホームページ） 

近くで実施される清掃活動に御協力をお願いしま

す。  

（循環社会推進課） 
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活動場所 県道安曇川今津線 

 

高島保健所エコフォスターは、平成 18 年 12 月か

ら活動を開始しており、毎月第 1 金曜日の昼休みに

30分程、6～8名で県道安曇川今津線周辺の清掃活動

を実施しています。清掃活動は、県道や湖岸周辺の

ごみ拾いを行っている他、夏場には道路にはみ出し

た草の刈り取りを行う等、地域の環境美化に努めら

れています。 

 取材当日、活動に同行したところ、県道周辺では

煙草の吸い殻が多く目立ちました。「車から活動の様

子を見た人に、ごみを捨てないようにしようと思っ

てもらいたい。」とお話ししながらテキパキと清掃し

ている姿がとても頼もしく印象的でした。 

  
 また、湖岸周辺では、ペットボトルや缶、お菓子

の袋が散見されました。職員からは「今津港周辺は

観光客も多いので、ごみが落ちていないように特に

気を付けている」とお話しいただき、琵琶湖に遊び

に来られた方に気持ち良く過ごしてもらいたいとい

うおもてなしの心を感じました。 

 当日回収したごみは、燃えるごみが 0.5kg、燃えな

いごみが 0.45kgでした。缶はリサイクルのためにき

れいに中を洗って分別されていました。寒風吹きす

さぶ中での活動でしたが、きれいになった道路沿い

を見て心が温まりました。 

 

（高島環境事務所） 

 

 

 

一人ひとりが日常生活を見直し、「ごみのない美

しく住みよいまちづくり」、「ポイ捨てごみのない

湖国」を目指すために、ポイ捨て防止、ごみの減量

化、リサイクルや環境美化に関する啓発と意識の高

揚を図る標語とポスターを募集しました。 

審査の結果、入賞作品を決定しましたのでお知ら

せします。なお、県内４か所で展示を予定していま

すので、是非お立ち寄りいただき、ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

        

 

 

 

 

 

 

 

他の受賞作品や展示場所は県ホームページで確認で

きます。 

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

oubikahyougoposter2015.html 

             （循環社会推進課） 
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高島保健所エコフォスター  

平成 27年度「ごみの減量化と環境美化に関す

る標語・ポスター図案」入賞作品決定！ 

◎標語の部 

☆最優秀賞 

『捨てないで 未来を変える その資源』   

栗東市立栗東中学校３年  宇野 葵さん 

◎ポスター図案の部 

☆最優秀賞 

         

『ごみの再利用』 

守山市立守山中学校３年   前川  紗里奈さん 



活動場所 国道４７７号線（新宿橋交差点からＪＲ

湖西線付近まで） 

 

株式会社ダスキン湖南ダスキン堅田支店は、「喜び

のタネをまこう」という企業理念のもと、キレイで

安らぎのある豊かな生活を届けるために、大津市浜

大津から高島市マキノまでを営業範囲として、主に

一般家庭や企業向けにお掃除サービスやお掃除用

具・ユニフォームのレンタルサービス等を提供され

ています。 

淡海エコフォスター制度には平成１５年９月に合

意され、延べ１２年間にわたり活動を継続されてい

ます。社員１０名ほどでチームを組み、出勤日とな

っている土曜日の８時３０分からエコフォスター活

動を実施されることが多いとのことです。 

ごみの種類は、缶やペットボトル、たばこの吸い

殻、紙くずが多いですが、ごみの量は年々減少して

おり、大型ごみの不法投棄はまったくないそうです。 

活動中はおそろいのビブスを着用し、近所の住民

やガソリンスタンドの店員にあいさつを交わしなが

ら、ごみを拾われます。明るい色のビブスを着用す

ることで、車から身を守るともに、通行する方の目

に留まることで、ごみのポイ捨てはいけないという

意識を高めることにつながるのではないかという思

いを持たれています。 

 

支店長の石塚さんからは「ダスキンの企業理念と

エコフォスターの目的が一致することもあり、無理

せず自然体で活動を続けられている。車からあから

さまにポイ捨てする人も減ってきているように感じ

る。」という力強いメッセージをいただきました。 

 

事務所内はきれいに整頓され、事務所から出るご

みの分別も可燃・不燃・缶・ビン・ペットボトル・

プラスチックに分けることはもちろんのこと、紙ご

みもコピー紙、個人情報を含む紙、雑紙に分ける等、

分別を徹底されており、こうした点からも企業ＤＮ

Ａを感じました。 

今後も「キレイ」を提供し続ける社員の皆様のご

活躍に期待します。 

（循環社会推進課） 

 

 

 

 

淡海エコフォスター制度では、合意書に基づき、

最長２年ごとに実施期間の延長をお願いしています。 

平成28年３月31日で活動の期間が終了する団体に

は延長についての意向確認の書類を送付させていた

だきました。 

美しい湖国を実現するために、ぜひ今後も活動を

継続いただきますようをお願いします。 

また、平成28年度実施計画書の様式も全団体に対

して送付していますので、ご記入の上、ご返送をお

願いします。 

（循環社会推進課） 
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株式会社ダスキン湖南ダスキン堅田支店  

淡海エコフォスター活動の実施期間延長およ

び平成２８年度実施計画書の提出のお願いに

ついて 
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活動場所 大山川河川敷、さくら緑地公園階段下

～小山川出合 

 

野洲市の大山川エコフォスターのみなさんは、近

江富士第 5 区エコライフ推進委員会の活動の一環と

して、淡海エコフォスター活動を実施されています。

平成 16年９月からスタートし、取材させていただい

た当日は、なんと 109回目の活動ということでした。 

 全体を 4 班に分けて順番に、毎月第 2 土曜日の午

前 9時から計画的に活動されています。 

 当日は、朝方まで雨が降り、実施が危ぶまれる状

態だったのにもかかわらず、17 人の方が集まり、積

極的に取り組んでいらっしゃいました。 

活動場所である大山川周辺は、一見すると、ごみ

が無い、手入れの行き届いた場所との印象を受けま

した。 

 しかし、以前は川の上流部から流れてくるごみや、

橋上から投棄されるものなどがあったそうです。エ

コフォスター活動によって、ごみの量が大きく減っ

て、今の状態となり、散策する人も増えてきたとの

お話を伺いました。 

 

 現在の素晴らしい状態を保つため、清掃活動のみ

ならず、遊歩道の草刈りやエコ畑づくり、地域の子

どもたちと交流する活動なども積極的に実施されて

いるとのことでした。 

 清掃活動に参加し、お話を伺うと、地域の方々が、

この場所を大切に、また誇りにされていると強く感

じるとともに、今後も地域の憩いの場所を皆さんが

守っていってくださることを心強く思いました。 

 

 

 

             （南部環境事務所） 

 

 

 

 今年度実施されました「県下一斉清掃運動」では、 

83,686 人の方々にご参加いただき、517,650kg のご

みを回収していただきました。 

 ご参加いただきましたみなさんには心よりお礼申

し上げます。 

なお、詳細は次のアドレスの「散在性ごみ対策に

ついての業務」の欄に掲載しています。 

～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

.html 

              （循環社会推進課） 

 

 

 

淡海エコフォスター制度に合意いただいている団

体には、希望により活動中に使用できるのぼり旗を

配布しています。 

 汚れたり、破れるなどして使用に耐えない状態に

なった場合でも新しい旗を配布しますのでお気軽に

循環社会推進課（077-528-3492）までお問い合わせ

ください。 

※数量には限りがあります。 

※ポールは各団体でご用意いただくことになります。 

              

 （循環社会推進課） 
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大山川エコフォスター  

平成 27年度県下一斉清掃運動の実施結果につ

いて 

 

淡海エコフォスター活動に使用するのぼり旗

について 
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活動場所 甲賀市水口町宇川新柏貴橋より西南にあ

る宇川中小企業団地内の道路、空き地、隣接する河

川堤防 

宇川中小企業団地自治会は甲賀市水口町宇川中小

企業団地内の 24事業者で構成されています。親睦と

福祉向上のため自主的に活動をすることを目的に設

置され、平成 16 年 10 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、毎月１回当番企業が都合の良い日を設定

して実施されています。加えて１年に２回、複数の

事業者が参加される合同清掃も実施されています。

道路、河川堤防脇、法面、空き地に散在しているご

みの収集、草刈り、団地内の側溝掃除という様々な

美化活動に励んでおられます。 

同団地は北側に１級河川野洲川、南側に１級河川

杣川、東側に国道１号線と主要地方道４号線を結ぶ

バイパス道路が隣接していて、車両の通行量が多く、

散在性ごみが大量に発生しています。 

主な散在性ごみの種類は、ペットボトル、空き缶、

弁当の空容器、たばこの吸い殻、ビニール袋などで

す。ごみの放置、マナーの悪いポイ捨てはなかなか

無くならないようですが、ごみの量については、減

少傾向で良い方向に向かっているとのことでした。

ごみ拾いだけでなく、自治会の活動範囲には河川堤

防や河川敷も含まれているため、年に５～６回程度

の草刈りを実施され、暑い時期には大変な作業とな

るそうです。 

   

 

同自治会の活動においては、できる限り合理的に

長く続けることができるよう当番制を採用して実施

し、コミュニケーションをはかれるように合同での

作業も定期的に実施されているとのことでした。そ

れも、宇川中小企業団地に来られる方々がいつ来ら

れても、「ここはいつもきちんと管理されている所だ

な」と感じていただきたいという思いがあるからだ

そうで、その思いにとても感銘を受けました。 

 

日頃からの活動にお礼申し上げるとともに、これ

からも宇川中小企業団地自治会の皆様方のますます

のご活躍を期待しています。 

             （甲賀環境事務所） 

 

 

 

 今年度もあとわずかとなりました。エコフォスタ

ー活動の実績報告・実施計画書の提出をお願いする

文書をエコフォスター団体の皆様に送付しました。

ボランティア保険の精算や土木交通部の入札参加資

格審査の加点認定に必要となりますので、次の期日

までに必ず提出いただきますようお願いします。 

 

 

様式（第３号）は循環社会推進課ホームページか

らもダウンロードできます。 

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

ster/index.html 

 また、写真の添付も忘れずにお願いします。 

（循環社会推進課） 
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エコフォスター紹介〈甲賀管内〉 

宇川中小企業団地自治会  

淡海エコフォスター活動実績報告・実施計画

書の送付のお願い 

 

平成２８年４月１５日（金）締切 
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