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「今日は何のごみの日だったかな？」
「ごみの日を忘れてた！」「分け方がわからない…」
大津市では、こんなごみ出しの悩みを解決するスマートフォン・タブレット端末用のごみ分別アプリ
「分けなび」を無料配信しています。
ホーム画面には今日・明日のごみ出し日が表示される上、アラートでお知らせするなど、大変便利
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です。ぜひ、ご活用ください。

大津市地球温暖化防止活動推進センターの活躍に期待します！
一般社団法人地球温暖化防止全国ネット
収集日カレンダー

岩田治郎

お住まいの地域に合わせた設定で、今日・明日、週ごと、月ごとの
３パターンで確認できます。

アラート機能

収集予定のごみ種別を設定した時間にアラートでお知らせします。

ごみ分別辞典

五十音順・文字入力検索で、品目毎にごみの出し方を確認できます。

ごみの出し方

ごみの種別ごとに主な品目と出し方を確認できます。

ごみＳＯＳ

専務理事

ごみが散乱している、不法投棄されているといった情報を、位置情
報とともに市に通報できます。

iPhone（iOS 端末）の場合は AppStore で、Android 端末の場合は GooglePlay ストアで「分け
なび」と検索するとダウンロードページに移動できます。

「ノーポイ運動」キャラクター
ごみごん

大津市環境部廃棄物減量推進課 ☎528-2802

大 津 市 地 球 温 暖 化 防 止 活 動 推 進 セ ン タ ー（特定非営利活動法人 おおつ環境フォーラム）
〒520-0047 大津市浜大津 4-1-1 明日都浜大津 4F
Tel：077-526-7545 Fax：077-526-7581
E-mail：forum@eco-otsu.net
HP：http://otsu.ondanka.net/
編集責任：森口 行雄
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今年 4 月、特定非営利活動法人おおつ環境フォーラムが「大津市地球
温暖化防止活動推進センター」に指定されましたことを心からお喜び申
上しげます。また、私ども全国ネットの 55 番目（指定都市等では 10 番
目）の正会員として参加いただきましたことに深く感謝申し上げます。
昨年 12 月、パリで開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会
議（COP21）において、米国や中国などすべての国や地域が参加し、産業
革命後の気温上昇を 2℃以下に抑えることを共通の目標とし、各国がそれぞれ世界に約束した温
室効果ガス排出削減目標（約束草案）を 5 年ごとに見直すなど、歴史的な合意「パリ協定」が
締結され、世界は低炭素社会構築に向け大きく前進しました。
我が国は約束草案で温室効果ガス排出量を 2030 年度に 2013 年度比 26％削減、特に業務、家
庭部門については約 40％削減という極めて高い目標を掲げ、政府はパリ協定を踏まえた地球温
暖化対策の取組方針で「国民運動の強化」を主要施策に位置づけました。そして、今年 5 月に
公表した「地球温暖化対策計画」の中で、
「国民各界各層による地球温暖化防止対策に自主的に
取り組む活動を推進するため、関係府省が一丸となって、産業界、労働界、教育界、地方公共
団体、地球温暖化防止活動推進員、地域地球温暖化防止活動推進センター及び民間団体その他
の地球温暖化防止活動に取り組む多様な主体との連携及び協力を得て、より効果的な国民への
普及啓発を行う」と明記したことは大いに注目されるところです。現在、省エネ家電、LED 等へ
の買い換え、公共交通機関の利用拡大、クールビズ、ウォームビズの実践などの低炭素な「製
品」「サービス」「ライフスタイル」の“賢い選択”（COOL・ CHOICE）を国民に伝え賛同者を増
やす国民運動を積極的に進めています。
私どもは、平成 22 年に環境大臣から全国センターとして指定され、全国 58 か所の地域セン
ターの支援や連携を図りながら、家庭部門の温暖化防止に係る普及啓発や調査研究業務を通し
て、推進員や幅広い分野の方々とのネットワークを活かし、COOL・CHOICE 国民運動などの普及
啓発活動を進めているところです。
大津市地球温暖化防止活動推進センターにおかれましては、エコライフデー、うちエコ診断、
家庭省エネ簡易診断、省エネ診断・相談のほか、出前講座・市民講座、エコドライブ講習会な
ど数多くの事業に積極的に取り組まれ、その実績や経験から、COOL・CHOICE 国民運動などの地
域活動拠点として大いに期待しているところです。同センターの今後ますますのご発展、ご活
躍を祈念しますとともに、市民の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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“環境経営で頑張る”ＫＥＳ登録事業所を訪ねて

～寿木材工業（株）～

中小事業所向け環境マネジメントシステムとしてご存じの、
「ＫＥＳ」を導入し積極的な環境経営に取組ん
でおられる、寿木材工業株式会社様をお訪ねしました。
同社は大津市秋葉台８番１０号、国道１号線沿いにあり、木製品製造販売を営まれる会社です。最高責任
者の結城光彦さん、環境管理責任者の結城温也さんにお話をうかがいました。

☆電力使用量、廃棄物の削減で大きな成果
Ｑ：ＫＥＳを導入・登録されたのはいつですか、また導入のきっかけは？
Ａ：活動開始は１３年前です。取引先からのＩＳＯ導入可否の調査に対し、Ｋ
ＥＳの情報を得て、コスト的にも取組みやすさの点からも即導入することに
しました。
Ｑ：当初どのようなテ－マに取組まれ、どのような成果が挙がりましたか。
Ａ：省エネ、省資源、グリ－ン調達、製品のスリム化、近辺清掃活動に取組みました。特に電力使用量・
産業廃棄物削減活動では大きな成果を挙げました。

地球をまもる びわ湖をまもる 大津の未来をつくる
～「CO2 削減啓発市民向けシンポジウム」開催～
日時：１０月２９日（土）１４時～１６時３０分
場所：コラボしが 21（びわ湖ホール向い側）３階大会議室
参加費：無料
定員：２５０名
次のとおり盛りだくさんの内容です。
地球やびわ湖や大津のことを一緒に考えてみませんか。
①

講演：「気象予報士からみた大津温暖化待ったなし」
気象予報士 高田 斉 氏
②
挨拶：「大津市の地球温暖化防止活動に対する取り組み」
大津市長 越 直美 氏
③
エコトーク：
「地球をまもる びわ湖をまもる
大津の未来をつくる」
琵琶湖博物館 館長 篠原 徹 氏と、大津市長 越 直美 氏
によるトーク 司会は、びわ湖放送解説委員 白髭 健次 氏
④ パネルディスカッション：
「市民の地球温暖化防止活動への取り組み」
コーディネーター：おおつ環境フォーラム理事長 竺 文彦 氏
パネリスト：気象予報士 高田 斉 氏、滋賀県センターキャリアアドバイザー 来田 博美 氏
いぶきグリーンエナジー、日映志賀

☆ＫＥＳ（ＳＲ）にステップアップして社会貢献活動
Ｑ：既に活動開始から１３年を経過していますね。こうした活動を継続していくのは、いろいろご苦労も
おありだったと思うのですが、どのようなご苦労があり、またどのようにして克服してこられたでし
ょう。
Ａ：省エネや省資源活動にはどうしても限界が来ますので、改善活動のテ－マ設定に苦労します。ＫＥＳ
の審査員からは本来業務の中から改善テ－マを検討するようアドバイスを受けますが、なかなか難し
くて・・・。そこで３年ほど前にＫＥＳの新規格ＫＥＳ－ステップ２（ＳＲ）にステップアップし、
いわゆるＣＳＲ（社会貢献活動）に活動の幅を広げることにしました。

☆ＳＲ課題として「森林保全ボランティア」
「消費者課題」に取組み
Ｑ：現在の活動内容をお聞かせ下さい。
Ａ：これまでのテ－マに加え、龍谷の森の「森林保全活動」に取組んで
います。従業員も大変協力的で毎回１０名程度が参加し、楽しみな
がら活動しています。さらに「消費者課題」として、ライフサイク
ルを配慮した環境に有益な商品とサ－ビスの提供というテ－マに取
組んでいます。
Ｑ：最後にこれからの活動に対する思いの程をお聞かせ願えますか。
Ａ：ＳＲ（ＣＳＲ）の活動範囲は大変広いと思います。
「環境」
はその一つです。従って会社としては、これからいろんな
テ－マを検討し、取組みを続けて行きたいと考えています。
お忙しい中貴重なお話を頂き、ありがとうございました。これ
からも地域とともに地道な環境活動を継続され、そのことが一層
の会社の信頼と業績の向上・発展につながることを心から祈念し
たいと思います。
（訪問者 事業部 家城 弘和）
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日時：10 月 23 日(日)
13：30～15：00
場所：明日都浜大津
ふれあいプラザ 5 階中会議室
定員：30 名
参加費：無料
温暖化の原因の一つは車から
排出される CO2。どうしたら CO2
の排出を抑え、かつガソリン代を
節約できるのか。JAF（日本自動
車連盟）滋賀支部から専門家を招
いて「エコドライブってどうした
らいいの？」を聴きます。日常的
に車を運転している市民・企業の
社員の皆さん、きっとお役に立つ
と思います。進んでご参加を。

おおつ市民環境塾 講座 4 講演

環境情報合同交流会 2016 開催

「健康で元気に過ごせるエコ

おおつ環境フェステイバル

ハウスとは」

日時：11 月 12 日(土)
14：00～16：00
場所：明日都浜大津
ふれあいプラザ 5 階大会議室
定員：40 名
参加費：無料
辛抱の省エネで健康を害して
は、何もなりません。「住まいの
省エネと健康の関わり」につい
て、岩前 篤氏（近畿大学建築学
部長）のお話を聴きます。

日時：12 月 3 日(土)
10：00～16：00
場所：ピアザ淡海 3 階 305
参加費：無料
出展予定は 30 団体程度(募集中)
環境に関心の深い市民・NPO・
事業者・大学・行政が一堂に会し
て「こんな環境活動をしていま
す」をテーマに、パネル展示・活
動紹介・環境グッズの展示を行な
い、交流を図ります。
滋賀グリーン購入ネットワー
クの「三方よしエコフェア」と同
日開催です。

いずれも、問い合わせ・申込みは、大津市地球温暖化防止活動推進センター(電話 526-7545)まで。
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