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なぜ「アジェンダ２１おおつ」が必要なのでしょうか 

 

 

過去、環境問題といえば、高度経済成長に伴

う工場立地や都市化の進展などによる、大気の

汚染や水質の汚濁、騒音、悪臭といった公害問

題が中心でした。 

公害は、主に地域の人々の生活に直接影響

を及ぼす問題であることから、公害防止のため

さまざまな取り組みが図られてきました。この結

果、大気汚染や水質汚濁などは大幅に改善さ

れ、良好な生活環境は一定確保されています。 

その一方で、地球規模での環境問題は、近年

深刻になっています。特に地球温暖化は海水面

の上昇や水不足、水害を引き起こし、さらには

生態系や農業、人の健康など、地球規模でさま

ざまな影響を及ぼすことが懸念されています。 

これは、日々の生活や通常の事業活動、また

自動車利用などに伴う化石燃料の燃焼による、

温室効果ガスの増加が主な原因であり、便利で

快適な生活や社会を目指す過程における、大量

生産、大量消費、大量廃棄に代表される私たち

のライフスタイルが深く関係しています。 

また、地球の環境を構成する身近な自然につ

いても、開発による消失や放置による荒廃、外

来種の増殖による在来種への影響などにより、

自然度の低下や、生きものの多様性の低下が

懸念されています。 

このように、地球環境問題あるいは地球環境

につながる問題は、その原因は私たちに深く関

わっており、適切な対応をとらないと、私たちに

とどまらず、子孫の暮らしに影響を及ぼすことに

なります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 環境問題の変遷 
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これらの課題に対して、国際的には、さまざま

な国際会議の開催や条約の締結、共通目標の

設定などの取り組みが行われており、わが国に

おいても、政府が目標達成に向けた対策の立案

や推進などを行っているところです。 

地球規模の環境問題であっても、その原因や

解決策は私たち一人ひとりの生活や活動に直

結したものです。「地球温暖化の防止」や「生物

多様性の保全」といった地球環境に関わる問題

に対して、市民一人ひとりが理解し、行動すると

いった、地域レベルでの取り組みの積み重ねが

必要です。 

そのため、地域社会全体で地球環境を守ると

いう視点をもって、また地域における取り組みが

地球環境保全につながるという視点をもって、

市民、事業者、行政が総合的あるいは計画的に

地球環境保全に資する行動を実行するための

計画を策定し、これを着実に推進することが求

められています。 

 
 

今日までの動きと取り組み 

 

(1)地球サミットとローカルアジェンダ２１ 

 
1992（平成４）年６月、ブラジルのリオ・デ・ジャ

ネイロで「地球サミット」が開催されました。この

会議で採択された「環境と開発に関するリオ宣

言」では、持続可能な発展の理念が提唱され、

この理念を実現するための 21 世紀に向けた具

体的な行動計画として、「アジェンダ２１」が策定

されました。その中では、地球環境問題やその

解決策の多くが、地域の現状や対処に根ざして

いることから、地方公共団体が地域における行

動計画（ローカルアジェンダ２１）を策定すること

が求められています。 

 

(2)地球環境を取り巻く国内外の動き 

 
地球環境問題としては、「地球温暖化」、「オゾ

ン層の破壊」、「酸性雨」、「森林（熱帯林）の減

少」や、このほかにもいくつかの事象が挙げられ

ますが、ここでは、「地球温暖化」及び「生物多

様性」に関する国内外の動きについて紹介しま

す。 

 

地球温暖化 

国内外の動きをみると、2005（平成 17）年には

京都議定書が発効し、それを受けて日本におい

ても同年に、京都議定書目標達成計画を策定し、

目標達成に向けた取り組みを推進しています。

さらに京都議定書の第一約束期間後、即ち

2013（平成25）年以降の国際的な枠組みづくりと

2 

１ 



第 1 章 地球環境保全に取り組む意義 

3 

して、2009（平成 21）年に開催された、国連気候

変動首脳会合において日本は、すべての主要

国による公平かつ実効性のある枠組みの構築

と意欲的な目標の合意を前提に、2020（平成

32）年までに 1990（平成２）年比 25％の削減を

目指すことを表明しています。 

滋賀県では、「地球温暖化対策推進計画

（2003（平成 15）年策定、2006（平成 18）年改

定）」により取り組みを進めてきましたが、さらに

「第三次滋賀県環境総合計画（2009（平成 21）

年策定）」では、温室効果ガス排出量を 1990（平

成２）年比で、2030（平成 42）年までに 50％削減

された「低炭素社会の実現」を目指しています。

また、低炭素社会実現のための行程表を策定し、

目標達成までの具体的な道筋を示しています。 

 

生物多様性 

生物多様性条約に基づき、日本においても、

1995（平成７）年に策定した「生物多様性国家戦

略」について２度の見直しを経た後、2010（平成

22）年３月に「生物多様性国家戦略 2010」を策

定し、生物多様性の保全と持続可能な利用に関

わる国の政策の目標と取り組みの方向を定め

ています。また、2008（平成20）年には、「生物多

様性基本法」が制定され、同法において地方公

共団体の責務や地域レベルでの生物多様性の

保全と持続可能な利用に関する取り組みの必

要性を定めています。 

滋賀県では、「ふるさと滋賀の野生動植物と

の共生に関する条例」（2006（平成 18）年制定）

に基づき、「基本計画」（2007（平成 19）年）及び

「滋賀県ビオトープネットワーク長期構想」（2009

（平成 21）年）を策定するとともに、「第三次滋賀

県環境総合計画」において、「琵琶湖環境の再

生」を目指しています。 

 

■ 地球温暖化と生物多様性を取り巻く国際的な動き 

地球温暖化 生物多様性 

1992 年 気候変動枠組条約採択 

 

1995 年 気候変動枠組条約第１回締約国会議(COP1)

開催 

1997 年 地球温暖化防止京都会議(COP3)で京都議定

書採択 

1998 年 地球温暖化対策の推進に関する法律制定 

 

2005 年 京都議定書発効 

      京都議定書目標達成計画閣議決定(2008 年

改定) 

 

 

2009 年 COP15（コペンハーゲン合意） 

国連気候変動首脳会合における鳩山総理大

臣(当時)演説 

2010 年 地球温暖化対策基本法（案） 

1992 年 生物多様性条約採択 

1993 年 生物多様性条約発効 

1995 年 生物多様性国家戦略策定 

 

 

 

 

2002 年 新・生物多様性国家戦略策定 

 

 

 

2007 年 第３次生物多様性国家戦略決定 

2008 年 生物多様性基本法制定 

 

 

 

2010 年 生物多様性国家戦略 2010 閣議決定 

      生物多様性条約第 10 回締約国会議(COP10)

      開催 

 

２ 



第 1 章 地球環境保全に取り組む意義 

4 

(3)大津市における取り組み 

 
本市では、2000（平成 12）年３月に、すべての

主体が協働して地球環境保全に取り組んでいく

ための行動計画として、大津市環境基本条例に

基づき「大津市地球環境保全地域行動計画」

（「アジェンダ２１おおつ」）を策定し、取り組みを

進めてきました。計画では、地球環境問題にお

ける課題を日常生活や事業活動などの側面か

ら考え、具体的に行動していくために、「エネル

ギー」「自動車・交通」「ごみ減量・グリーン購入・

リサイクル」「オゾン層の保護」「琵琶湖と生きも

の」の５つの取り組みテーマを設定し、取り組み

を推進してきました。計画期間中の代表的な取

り組みについて、次の表に示します。 

なお、計画では「市民一人当たりの二酸化炭

素排出量を 2010（平成 22）年度において 1990

（平成２）年度排出量より６％削減する」という総

合目標を掲げて取り組みを行ってきましたが、

2007（平成 19）年度の市民一人あたりの二酸化

炭素排出量は 1990（平成２）年度と比べると

1.0％の増加となっており、目標達成は厳しい状

況となっています。 

 

■ 「アジェンダ２１おおつ」に基づく代表的な取り組み 

Ⅰ．エネルギー 

◆省エネルギー型ライフスタイル、事業活動の育成 

・環境講座の開催、省エネ啓発機器貸し出し、事業者の環

境マネジメントシステム導入支援 

◆省エネルギーの家づくり、まちづくり 

・市施設における断熱工事、LED 照明導入 

◆エネルギーを効率的に利用できる機器の普及 

・事業所の燃料転換促進 

◆太陽光エネルギー等の未利用エネルギーの利用拡大

・住宅用太陽光発電システム設置補助、市施設における太

陽光発電システム設置 

Ⅱ．自動車・交通 

◆歩きたくなるまちづくり 

・歩道の段差解消工事 

◆自転車が便利なまちづくり 

・駐輪場整備 

◆電車やバスの利便性向上 

・大津市内バス総合情報提供、パーク＆ライド 

◆環境に配慮した車の使い方の普及 

・ノーマイカーデー社会実験 

◆環境に負荷の少ない車の普及 

・市公用車における低公害車の率先導入 

Ⅲ．ごみ減量・グリーン購入・リサイクル 

◆グリーンコンシュマーの育成、グリーンショップの育成 

・店頭におけるグリーン購入啓発 

◆グリーン生産者の育成 

・環境保全協定締結 

◆化学物質の正しい使い方の普及 

・「環境こだわり農作物」栽培への取り組み 

◆適正なごみ分別排出の徹底 

・指定透明ごみ袋制導入 

◆多様なリサイクル活動の育成 

・リサイクルマーケットイン大津の開催、古紙再資源化促進

補助事業 

◆生ごみのリサイクルの推進 

・家庭用生ごみ処理機活用事業 

Ⅳ．オゾン層の保護 

◆大津方式による特定フロン等の回収の推進 

（特定家庭用機器再商品化法等による対応へ移行） 

Ⅴ．琵琶湖と生きもの 

◆自然と親しみ理解する取り組みの推進 

・身近な環境調査員による生きもの調査 

◆緑と生きものを守る取り組み 

・市民ヨシ刈り、棚田保全活動 

◆身近なところからの新たな自然の育成 

・都市公園・緑地の整備、自然観察会の実施 

◆地球の緑を守り育てる 

・森林整備地域活動支援 

◆水をきれいにし水の循環を豊かにする 

・琵琶湖一斉清掃支援、雨水貯留浸透施設助成 

◆川すじコミュニティを中心とした環境づくり活動の育成

・河川愛護団体等活動支援 
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(4)おおつ環境フォーラムの設立 

 
「アジェンダ２１おおつ」に掲げた取り組みを市

民、事業者、行政機関が力を合わせて推進して

いくための組織として、2001（平成 13）年 12 月に

「おおつ環境フォーラム」が設立されました。 

おおつ環境フォーラムは、プロジェクトの推進

を中心とした組織となっています。2010（平成

22）年３月末現在、会員数は 242 人・団体で、９

つのプロジェクト、４つの学習研究グループが活

動し、平成 21 年度は延べ約 630 回、約 10,700

人の参加により活発な活動が展開されました。 

 

■ おおつ環境フォーラムが進めるプロジェクト等 

プロジェクト 

①子どもが遊べる川づくり ②生ごみリサイクル 

③菜の花 ④環境マネジメントシステム 

⑤ビオトープづくり ⑥自転車にやさしいまちづくり 

⑦里山保全 ⑧雑がみ及び紙分別とリサイクル 

⑨大津の森とエコハウス  

学習研究グループ 

①生活の見直し ②エネルギー 

③いきいき河川 ④景観 

業務委員会 等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ おおつ環境フォーラムの仕組み 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第第２２章章  

「アジェンダ２１おおつ」について 
 

計画策定の趣旨・目的 

「アジェンダ２１おおつ」の位置づけ 

本計画の性格 

主体と役割 

計画の期間 

計画の名称 

重点的に取り組む地球環境問題 

地球温暖化と生物多様性の関係 

対象とする地域 

計画の構成 

 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

７ 

９ 
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計画策定の趣旨・目的 

 
2000（平成 12）年３月に策定された大津市地

球環境保全地域行動計画（アジェンダ２１おお

つ）（第１次計画）は、2010（平成 22）年度までを

計画期間として、地球環境保全に資するさまざ

まな取り組みを推進してきました。この間、合併

に伴う市域の拡大や人口増加といった社会情勢

の変化、地球環境保全に関する国内外での条

約や法律、条例などの制定の動き、さらには地

球環境問題に対する市民の意識の高まりなど、

地球環境問題を取り巻く情勢は変化していま

す。 

このような背景をもとに、2000（平成 12）年に

策定された「アジェンダ２１おおつ」（第１次計画）

の第２次計画として、本計画を策定します。 

第１次計画では、地球温暖化及び琵琶湖と生

きものを主な取り組みとして計画を推進してきま

した。第２次計画においてもこれを継承し、地球

温暖化と生物多様性を計画の中心に位置づけ

て、計画を推進していきます。具体的な取り組み

内容や目標については、第１次計画の成果と課

題を踏まえるとともに、計画策定以降の地域特

性の変化、地球温暖化や生物多様性に関する

法令などの整備、市民・事業者の関心の高まり

なども踏まえて、全面的に改定します。 

 

「アジェンダ２１おおつ」の位置づけ 

 

(1)大津市環境基本条例に基づく位置づけ 

 

大津市環境基本計画は、大津市環境基本条

例（平成７年９月制定）に基づき、1999（平成 11）

年３月に策定し、同計画の第２次計画として、

2011（平成 23）年３月に新たな計画を策定しまし

た。地球環境問題は、市民、事業者、行政のす

べての主体が協働で取り組むべき重要課題で

あることから、環境基本計画における地球環境

問題への取り組みの考え方を基礎にし、地球環

境保全施策を推進するための行動計画として、

環境基本条例第 17 条に基づき、本計画を第２

次計画として策定します。 

 

(2)法令に基づく位置づけ 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律が平成

20 年 6 月に改正され、同法第 20 条の３において、

区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガ

スの排出の抑制のための施策に関する事項を

定めることが義務づけられたことから、同法に基

づき市域における地球温暖化対策について本

計画を策定します。 

また、生物多様性基本法（平成 20 年 6 月施

１ 

２ 
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行）第 13 条において、区域の生物の多様性の

保全及び持続可能な利用に関する基本的な計

画を定めるよう努めなければならないとされてい

ることから、同法の趣旨に沿って市域の生物多

様性の保全のため、本計画を策定します。 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律

生物多様性基本法

大津市地球環境保全地域行動計画

（アジェンダ２１おおつ）

大津市環境基本計画

大津市環境基本条例

（第７条）
計画の策定

（第17条）
計画の策定

地球環境保全に
係る実行計画

（第20条の３）　計画の策定

（第13条）　計画の策定

以下の計画策定マニュアル及び手引きに基づき作成
◆地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル（第１版）（平成21年６月、環境省）
◆生物多様性地域戦略策定の手引き（平成21年９月、環境省）  

■ 大津市地球環境保全地域行動計画の位置づけ 

 

本計画の性格 

 
地球温暖化をはじめとした地球環境問題は、

私たち一人ひとりのライフスタイルや社会経済シ

ステムと深い関わりを持つものが多いことから、

これらに対処していくためには、行政の取り組み

だけでは不十分であり、市民及び事業者も含め

たすべての主体が、その責任と役割を自覚し、

主体的に取り組むことが必要となります。 

このため、この計画は本市を構成するすべて

の主体が自主的、主体的に地球環境保全のた

めに取り組む内容とその推進の考え方を示して

います。 

なお、地球温暖化の進行による影響について

は科学的知見の蓄積が十分でない部分もあり

ますが、極めて深刻かつ不可逆な影響をもたら

すおそれがあることから、予防的な取り組み方

法の考え方に基づき施策を推進します。 

 

主体と役割 

 
本市のすべての「市民」、「事業者」及び「行

政」が計画を推進する主体です。「市民」は、本市

に住んでいる人はもちろんのこと、大津で働き、

学ぶ人々、大津を訪れる人々や市民団体も含ん

でいます。「事業者」は事業者団体を含みます。 

「行政」は大津市を基本としますが、対策によ

っては滋賀県、国との連携も視野に入れたもの

とします。それぞれの役割の中で、取り組むべき

３ 

４ 



第 2 章 「アジェンダ２ １ おおつ」について 

9 

施策などの展開を図るとともに、相互に密接に 連携して計画を推進していきます。 

 
■ 各主体の関係と役割 

 

計画の期間 

 
計画の期間は、2011（平成 23）年度～2020

（平成 32）年度とします。 

なお今後、本市を取り巻く環境や社会状況の

変化、 新の科学的知見への対応などにより、

必要に応じてさらなる取り組み内容や具体的な

目標を設定するなどの見直しを図ります。 

 

  
■ 計画の期間 

 

計画の名称 

 
1992（平成４）年６月にリオ・デ・ジャネイロで

開催された「地球サミット」において、世界のす

べての地方公共団体で地球環境を保全するた

めに行動計画（ローカルアジェンダ２１）を策定す

るよう呼びかけられました。 

これにちなんで、この計画の愛称を「アジェン

ダ２１おおつ」とします。 

 

５ 

６ 
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■ 「アジェンダ」について ■ 

アジェンダ（agenda）は本来「課題」、「今から取り組んでいくべき課題一覧」という意味であり、

「アジェンダ２１」は 21 世紀に向けた地球環境を守るための課題という意味で用いられています。 

 

重点的に取り組む地球環境問題 

 
前計画では、地球環境問題として、「地球の

温暖化」、「オゾン層の破壊」、「酸性雨」、「森林

（熱帯林）の減少」、「砂漠化」、「野生生物の減

少」、「海洋汚染」、「有害廃棄物の越境移動」、

「開発途上国の公害問題」、「良好な淡水資源の

欠如」の 10 項目を示していました。 

このうち「地球温暖化」及び「生物多様性」に

ついては、関係法令の要請に加えて、私たちの

生活や事業活動との関わりの深さ、市民や事業

者の関心の高さ、問題への取り組みの可能性な

ど、市域レベルでの関わりが深い地球環境問題

です。 

今後も、これら以外の地球環境問題への取り

組みは必要ですが、本計画では、重点的に取り

組む地球環境問題として、「地球温暖化」と「生

物多様性」を取り上げます。 

 
■ 重点的に取り組む地球環境問題 

 

■ 生物多様性とは ■ 

生物多様性条約では、生物多様性を「すべての生物の間に違いがあること」と定義しており、3

つのレベルでの多様性があるとしています。地球上の生きものは、それぞれに個性を持ち、それら

が森から海まで、そして、食う・食われる、花粉を運ぶといったさまざまな関係でつながりあって

います。人間は、生物多様性がもたらす価値を将来にわたり上手に利用していくことが必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ ３つのレベルの生物多様性 

７ 

出典：1.環境省自然環境局生物多様性センターホームページ（http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/index.html） 
2.生物多様性国家戦略 2010 パンフレット「いのちは支えあう」 をもとに作成 
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地球温暖化と生物多様性の関係 

 
気候変動の原因や影響について、 新の科

学的な知見を集約し、評価を行っている国際機

関、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の

第４次評価報告書によると、地球の全球平均気

温の上昇の程度に応じて、生物種の絶滅リスク

が高まると予測されています。また、温暖化に伴

う干ばつや森林火災の増加により、食料生産や

生態系が脅かされる状況にあり、森林の減少と

いった生物多様性の劣化が地球温暖化を加速

させる面も指摘されています。さらに、地球温暖

化は生物多様性の変化を通じて、食料や人間

生活や感染症を媒介する生物などにより、社会

経済へも大きな影響を及ぼすことが予測されて

います。 

したがって、地球温暖化対策と生物多様性の

保全は、一方の取り組みが別の相乗効果や付

加価値をもたらすことにつながるため、両者を関

連づけて取り組むことが効果的といえます。 

 

 
■ 地球温暖化と生物多様性の因果関係（一例） 

 

対象とする地域 

 

大津市の行政区域全域を対象とします。 

 

計画の構成 

 

計画の構成を次図に示します。 

９ 

10 

８ 



第 2 章 「アジェンダ２ １ おおつ」について 

12 

 

①なぜ「アジェンダ２１おおつ」が必要なのでしょうか

②今日までの動きと取り組み

第１章 地球環境保全に取り組む意義

①計画策定の趣旨・目的 ②「アジェンダ２１おおつ」の位置づけ

③本計画の性格 ④主体と役割

⑤計画の期間 ⑥計画の名称

⑦重点的に取り組む地球環境問題 ⑧地球温暖化と生物多様性の関係

⑨対象とする地域 ⑩計画の構成

第２章　「アジェンダ２１おおつ」について

①大津市の概況

②温室効果ガスの排出状況

③大津市の自然環境の状況

④地球環境問題に対する市民の意識と取り組み

第３章 大津市を取り巻く地球環境について

①目指す環境像

②計画の目標

③地球温暖化に係る目標設定の考え方

④生物多様性に係る目標設定の考え方

第４章 大津市が目指す目標

①施策展開の考え方

②施策の体系

③６つの柱に基づく取り組み

第５章 目標達成に向けた施策

①家庭や事業所のエネルギーの利用を見直しましょう

②環境負荷の少ない交通のあり方を考えましょう

③ごみを減らし資源が循環する社会を考えましょう

④身のまわりの生きものや自然環境に配慮した行動を考えましょう

第７章 生活や事業活動における配慮事項

第６章 リーディング事業

①リーディング事業の考え方

②リーディング事業

①計画の推進体制

②計画の進行管理

第８章 計画の推進に向けて

 
 

■ 本計画の構成 

 


