
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第第７７章章  

生活や事業活動における配慮事項 
 

家庭や事業所のエネルギーの利用を見直しましょう 

環境負荷の少ない交通のあり方を考えましょう 

ごみを減らし資源が循環する社会を考えましょう 

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 
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地球温暖化対策や身近な自然を保全していく

ためには、各主体がそれぞれの役割を認識し、

前章で掲げた取り組みに参画・連携し、協働に

よる推進を実践していくことが必要です。 

ここでは、私たちの日常生活や事業活動での

取り組みについて、行動チェックシートとして整

理します。 

 

 

家庭や事業所のエネルギーの利用を見直しましょう 

 
 

本市の家庭や事業所から排出される二酸化

炭素排出量は、全体の 73％※を占めています。 

私たちの日常生活や事業活動では、テレビや

冷蔵庫といった家電製品や、パソコンや空調機

などの機器を使用しています。また、工場では、

ボイラーやポンプ、炉などの設備機器を使用し

ています。これらの機器の使用により、電気や

ガス、重油などのエネルギーが消費されます。 

私たちのライフスタイルや事業活動の変化に

より、エネルギー消費量は増加の傾向にあり、

地球温暖化の防止に向けて、家庭や事業所で

省エネルギーや二酸化炭素排出量の少ないエ

ネルギーへの転換などに取り組む必要がありま

す。冷房や暖房温度の適切な設定や、使用して

いない部屋の電気の消灯、省エネルギー型機

器の導入など身近にできることから行動に取り

組みましょう。 

 

 
※：交通分野（運輸）、廃棄物分野での取り組みは後記に掲げていますので、ここでは運輸部門、廃棄物部門の

排出量は除いています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 大津市の二酸化炭素排出量の排出割合 

産業
36%

家庭
21%

業務
16%

運輸
25%

廃棄物　2%

2007年度

1,992千t-CO2　
※

※：HFC等のその他ガスは除きます。

73%

１ 
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(1)日常生活での取り組み 

 
 

行動プラン 
CO2 削減量 

(/年) 
省エネ効果(/年) 

夏の冷房時(エアコン)の室温は 28℃を目安に設定しましょう。 8.8kg 
電気：約 30kWh 

(約 750 円) 

冬の暖房時(エアコン)の室温は 20℃を目安に設定しましょう。 15.6kg 
電気：約 53kWh 

(約 1,330 円) 

冷房(エアコン)は必要なときだけつけましょう。 

（1 日 1 時間短縮した場合(設定温度 28℃)） 
5.6kg 

電気：約 19kWh 

(約 480 円) 

暖房(エアコン)は必要なときだけつけましょう。 

（1 日 1 時間短縮した場合(設定温度 20℃)） 
12.1kg 

電気：約 41kWh 

(約 1,030 円) 

エアコンのフィルターはこまめに掃除しましょう。 

（月に 1 回か 2 回程度） 
9.4kg 

電気：約 32kWh 

(約 800 円) 

ガス・石油ファンヒーター使用時の室温は 20℃を目安に設定し

ましょう。 

ガス：18.3kg

石油：25.4kg

ガス：約 8.2m3(約 1,070 円) 

石油：約 10L(約 780 円) 

電気カーペットの設定温度は低めに設定しましょう。 

（3 畳用で設定温度を「強」から「中」にした場合(1 日 5 時間使用)） 
54.7kg 

電気：約 186kWh 

(約 4,650 円) 

電気こたつの布団は、上掛けと敷布団をあわせて使いましょう。 9.4kg 
電気：約 32kWh 

(約 800 円) 

 

 

行動プラン 
CO2 削減量 

(/年) 
省エネ効果(/年) 

照明の点灯時間は短くしましょう。 

（12W の蛍光ランプ：1 灯の点灯時間を１日 1 時間短縮した場合） 
1.3kg 

電気：約 4.4kWh 

(約 110 円) 

 

■ コラム 快適空調のコツ ■ 

 

・ ドア・窓の開閉は少なく。 

・ レースのカーテンやすだれなどで日差しをカット。 

・ 外出時は、昼間でもカーテンを閉めると効果的。 

・ 扇風機を併用。風が体にあたると涼しく感じます。 

 

 

・ ドア・窓の開閉は少なく。 

・ 厚手のカーテンを使用。床まで届く長いカーテンの

方が効果的。 

・ 扇風機を併用。暖まった空気を循環させましょう。 

※：適宜換気をしましょう。 

冷暖房機器 

出典：「家庭の省エネ大辞典 2011 年版」（(財)省エネルギーセンター）

冷房時の工夫 

暖房時の工夫 

照明器具 
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行動プラン 
CO2 削減量 

(/年) 
省エネ効果(/年) 

テレビは見ないときは消しましょう。 

（液晶テレビの場合：1 日 1 時間テレビ(20 インチ)を見る時間を減らした場合） 
4.4kg 

電気：約 15kWh 

(約 380 円) 

画面は明るすぎないように調整しましょう。 

（ブラウン管：25 インチの画面の輝度を 適（ 大→中央）に調節した場合） 
8.8kg 

電気：約 30kWh 

(約 750 円) 

音量は不必要に大きくしないようにしましょう。 

（ブラウン管：25 インチの音量を 適（ 大→中央）に調節した場合） 
0.7kg 

電気：約 2.5kWh 

(約 60 円) 

パソコンは使わないときは電源を切りましょう。 

（デスクトップ型：1 日 1 時間利用時間を短縮した場合） 
9.4kg 

電気：約 32kWh 

(約 800 円) 

 

 

行動プラン 
CO2 削減量 

(/年) 
省エネ効果(/年) 

冷蔵庫はものを詰め込みすぎないようにしましょう。 

（詰め込んだ場合と半分にした場合との比較） 
12.9kg 

電気：約 44kWh 

(約 1,100 円) 

無駄な開閉はしないようにしましょう。 

（JIS 開閉試験の開閉を行った場合とその 2 倍の回数を行った場合との比較） 
2.9kg 

電気：約 10kWh 

(約 250 円) 

開けている時間は短くしましょう。 

（開けている時間が 20 秒間の場合と、10 秒間の場合との比較） 
1.8kg 

電気：約 6.1kWh 

(約 150 円) 

設定温度は適正にしましょう。 

（周囲温度 22℃で設定温度を「強」から「中」にした場合） 
18.2kg 

電気：約 62kWh 

(約 1,550 円) 

壁から適切な間隔で設置しましょう。 

（上と両側が壁に接している場合と片側が壁に接している場合との比較） 
13.2kg 

電気：約 45kWh 

(約 1,130 円) 

野菜の下ごしらえに電子レンジを活用しましょう。 

（野菜(ほうれん草、キャベツ）：下ごしらえをガスコンロから電子レンジにした場合）
14.7kg (約 750 円) 

 

 

行動プラン 
CO2 削減量 

(/年) 
省エネ効果(/年) 

電球形蛍光ランプに取り替えましょう。 

（54W の白熱電球から 12W の電球形蛍光ランプに交換した場合） 
24.7kg 

電気：約 84kWh 

(約 2,100 円) 

省エネ冷蔵庫への買い換えを検討しましょう。 

（買い換えにより年間電気消費量が 940kWh から 510kWh に減った場合） 
126.4kg 

電気：約 430kWh 

(約 10,750 円) 

省エネエアコンへの買い換えを検討しましょう。 

（買い換えにより年間電気消費量が 1,492kWh から 858kWh に減った場合） 
186.4kg 

電気：約 634kWh 

(約 15,850 円) 

家庭用燃料電池や高効率給湯器の導入を検討しましょう。 

（都市ガスなどを使う従来型の給湯器から電気を使う高効率給湯器に替えた場合）
452.6kg - 

 

冷蔵庫・電子レンジ 

テレビ・パソコン 

省エネルギー型機器等高効率機器の導入
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■ コラム 省エネラベリング制度を活用しましょう。 ■ 

この制度は、家庭で使われる製品が国の省エネルギー基準を達成しているかどうかをラベルに表

示するもので、ＪＩＳで規定されています。省エネ基準を達成した製品には緑色のマーク、達成し

ていない製品にはオレンジ色のマークが表示されます。緑色のマークで、省エネ基準達成率の数字

が大きいほど、省エネ性能がすぐれた製品といえます。カタログや製品本体などに表示されていま

すので、選ぶ際の目安にしてください。 

また、平成 18 年 10 月から、統一省エネラベルがスタートしました。小売事業者の店頭で、エ

アコン、電気冷蔵庫、テレビ、電気便座、蛍光灯器具（家庭用）について、表示されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

行動プランに記載した機器の利用条件などは、次に示す資料を参考に設定しています。なお、導

入の効果については、各家庭の利用条件などにより異なります。 

出典）：1.「家庭の省エネ大辞典 2011 年版」（(財)省エネルギーセンター） 
2.「チャレンジ 25 キャンペーン」（チャレンジ 25 キャンペーン事務局（環境省地球環境局）） 

また、CO2 削減量や省エネ効果の算定に用いた金額換算係数や CO2 排出係数は、次に示すとおり

です。 
CO2 削減量、省エネ効果の算出根拠 

電  気 25 円/kWh 平成23年１月 関西電力株式会社 従量電灯Ａ300kWh超過分の料金単価 

ガ  ス 130 円/m3 平成23年２月 大津市企業局 一般契約料金表B調整単位料金 

灯  油 76 円/L 石油情報センター 給油所 石油製品市況調査 全国平均灯油(店頭)価格(平成22年平均) 

金額換算 

係数 

ガソリン 133 円/L 石油情報センター 給油所 石油製品市況調査 全国平均レギュラーガソリン価格(平成22年平均)

電  気 0.294kg/kWh 
平成21年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について 関西電力株式

会社の実排出係数 

ガ  ス 2.23kg/m3 温室効果ガス算定報告マニュアル 算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧 

灯  油 2.488kg/L 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（第３条）より 

CO2排出 

係数 

ガソリン 2.322kg/L 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（第３条）より 

【冷暖房運転期間・運転時間】 

運転期間：暖房期間5.5ヵ月(10月28日～４月14日)169日 冷房期間3.6ヵ月(６月２日～９月21日)112日 中間期84日 

[(社)日本冷凍空調工業会規格JRA4046：ルームエアコンディショナの期間消費電力量算出基準]運転時間：9時間/日[期間中１日あた

りの主機能動作平均時間として想定] 

出典：1.「家庭の省エネ大辞典 2011 年版」（(財)省エネルギーセンター） 
2.関西電力株式会社ホームページ 
3.環境省ホームページ 
4.大津市企業局資料 

 

出典：「家庭の省エネ大辞典 2011 年版」（(財)省エネルギーセンター）
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(2)事業活動での取り組み 

 

行動プラン 

休憩時には、不要な電灯を消灯するなど、節電に努めましょう。 

パソコンやコピー機は、使用しないときには主電源を切りましょう。 

OA 機器、照明器具などは LED 照明などの省エネルギー型のものを選びましょう。 

ブラインドでの採光や通風の調整など、冷暖房エネルギーの抑制に努めましょう。 

冷暖房の設定温度を適切に設定しましょう。（夏場 28℃ 冬場 20℃） 

資源や水の使いすぎに気をつけましょう。 

省エネ行動 

業務時間の合理化を図りましょう。 

新築・改築に際して、建物の断熱性を高めるなどにより、二酸化炭素排出量が少な

い建物とするよう努めましょう。 

太陽光や風力といった自然エネルギーなど、二酸化炭素排出量の少ないエネルギ

ーの利用を検討しましょう。 

定期的に事業所のエネルギー使用量、二酸化炭素排出量を把握しましょう。 

燃料電池やコージェネレーション設備、ヒートポンプ機器などのエネルギー効率が

高く、二酸化炭素排出量が少ない機器の導入を進めましょう。 

二酸化炭素排出量の少な

いエネルギー利用 

ボイラーの使用燃料の変更などにより、二酸化炭素排出量の少ないエネルギーへ

の転換に努めましょう。 

 

 

 

■ コラム オフィスビルの省エネのポイント ■ 

オフィスビルにおいては時間帯によ

るエネルギー消費のトレンドから、各種

省エネのポイントが抽出できます。エネ

ルギーは、電力・燃料及びそれらを合算

したもの、またそれらが消費構造分類で

把握されていることが理想的ですが、ま

ずは電力の総量のみでもかなりの情報分析が可能です。4 つの時間帯におけるエネルギー消費の特

徴より、主な省エネのポイントを以下に示します。 
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業務の開始に向けた時間帯であるため、空調のウォーミングアップに伴うエネルギーを多く消費

します。特に冬期はこの時間帯のエネルギー消費が最も多くなります。また、始業時間に合わせて

人の出勤に伴い、照明・コンセント負荷が急速に大きくなる時間帯です。 
No この時間帯における主な省エネ対策 

1 熱負荷の少ない中間期のトレンドが夏期・冬期と同じような場合は、空調機の運転開始時刻を遅らせる 

2 冷暖房期の空調運転開始時は、外気の取入れをカットし負荷を軽減する 

3 建物東面の窓は業務終了時にブラインドを閉め、翌朝の日射負荷を軽減する 

4 冷房期間の未明にナイトパージを行い、夜間・休日の躯体・室内発熱・日射による蓄熱を除去し空調負荷を軽減する 

5 暖房用に立ち上りの早い貫流ボイラなどを導入し、運転開始時間を短縮する 

 
 

この時間帯は、全日のうち最もエネルギー消費が大きくなります。特に夏期においては電力の最

大値が発生します。このため、使用者自らの省エネの取り組みが消費量に大きく影響します。また、

季節による空調負荷の変化に伴い、設備の運転効率の管理が重要な省エネポイントとなります。 
No この時間帯における主な省エネ対策 

1 夏期の軽装などを奨励し、室内温度を適正に調整する（政府推奨温度を参考とする） 

2 事務所の照明は、使用者自ら昼休みの消灯を徹底する 

3 季節の負荷の変化に応じ、空調熱源機器と補機を含めた設備の総合的なエネルギー効率を向上させるよう運転管理する

4 
二酸化炭素濃度を管理し、必要 小な外気取入れを調整し、リニューアル時は CO2 センサー等による外気導入制御を導

入する 

5 
リニューアル時に、高効率な熱源装置及び変風量・変流量方式を導入し、その際効率の高い運転が可能な容量に台数を

分割して導入する 

 
 

業務開始の時間帯と比較して、エネルギー消費が緩やかに減少します。この残業時間帯は、空調・

照明コンセント共に部分負荷となるため、区画の限定及び設備の運転効率の管理が重要な省エネポ

イントとなります。 
No この時間帯における主な省エネ対策 

1 オフィス内の照明は、在室ゾーンのみ点灯するなど区画を限定する 

2 共用部の照明を部分点灯にする 

3 冷暖房終了時間前に熱源機を停止し装置内の熱を有効利用する（ポンプのみ運転し、熱源機及び配管内の熱を使い切る） 

4 
区画が限定できるような機器を選択して運転するなど、効率の良い運用をする（空調機とヒートポンプが同一ゾーンに設置

されているような場合） 

5 退出フロアーの給湯温水器・洗浄便器の電源を夜間モードにする 

 

この時間帯は、就業時間外であるため一般空調が停止し、照明もほとんどが消灯していますので、

昼間と比較してエネルギー消費が極端に少なくなります。ただし、ベースロードといわれるように、

ここで消費されるエネルギー量は、年間 24 時間を通して消費されるため、この時間帯の省エネ効

果は大きいものとなります。 
No この時間帯における主な省エネ対策 

1 深夜の巡視による不要な照明・換気の有無を確認し、無駄を排除する 

2 変圧器の負荷を集約し、稼働台数を減らすことで鉄損（無負荷損失）を減らす 

3 エレベータの運転台数を減らす 

4 自販機をタイマー制御により夜間停止する 

5 高効率なトップランナー変圧器に更新し、損失を 小限にする 

出典：「オフィスビルの省エネルギー」（(財)省エネルギーセンター） 

④非使用時間帯（夜間・休日）

③残業時間帯 

②操業時間帯 

①始業前時間帯 
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環境負荷の少ない交通のあり方を考えましょう 

 
 

本市の運輸部門から排出される二酸化炭素

排出量は、全体の 25％を占めており、産業部門

（35％）の次に排出量が多い部門となっていま

す。 

私たちは、スーパーマーケットなどへの買い

物や通勤、旅行といった日常生活での乗用車の

利用や、営業活動や製品の配送など事業活動

において、乗用車や貨物自動車を利用していま

す。自動車の利用により、ガソリンや軽油といっ

た燃料が消費され、二酸化炭素排出量が排出

されます。 

本市の自動車保有台数は年々増加しており、

一人ひとりの自動車利用のあり方を見直し、運

輸部門の二酸化炭素排出量の低減に向けた取

り組みを行う必要があります。 

公共交通機関の積極的な利用や近くの外出

には徒歩や自転車を利用するなど、自動車利用

のあり方を見直すとともに、環境負荷の少ない

自動車の導入など、できることから取り組みまし

ょう。 

（台)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

1990 1995 2000 2005

(年度)

2008

174,110台

117,701台

 
■ 大津市の自動車保有台数の推移 

出典：滋賀県統計書 

(1)日常生活・事業活動での取り組み 

 
 

行動プラン 
CO2 削減量 

(/年) 
省エネ効果(/年) 

ふんわりアクセル（e スタート）を心がけましょう。 

（発進時 5 秒間の省エネ意識。5 秒間で 20km/h 程度に加速） 
194kg 

ガソリン：約 84L 

(約 11,110 円) 

加減速の少ない運転を心がけましょう。 68.0kg  
ガソリン：約 29L 

(約 3,900 円) 

早めのアクセルオフを心がけましょう。 42.0kg 
ガソリン：約 18L 

(約 2,410 円) 

アイドリングストップを心がけましょう。 

（5 秒の停止でアイドリングストップを実施） 
40.2kg 

ガソリン：約 17L 

(約 2,300 円) 

備考）CO2削減量及び省エネ効果の試算条件は、P.70 に記載しています。 

エコドライブ 

２ 
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■ コラム エコドライブの実践 ■ 

 

 

発進時の操作は、燃料消費削減の大

きな節約ポイントです。おだやかにア

クセルを踏み込んで「ふんわり」と発

進しましょう。普通の発進よりも少し

おだやかに発進するだけで、燃料消費

は 10％程度少なくなります。やさしい

アクセル操作は安全運転にもつながり

ます。最初の５秒で時速 20km が目安です。おだやかな発進「ふんわりアクセル」に努めましょ

う。 

 

 

走行中の車は、アクセルを離しても

しばらくは惰性で進むので、少ない燃

料で走行することになります。前方で

停止したり、曲がることが分かったら、

早めにアクセルから足を離してエンジ

ンブレーキで減速しましょう。早めの

アクセルオフを心がけると 2.1％ 程

度燃料消費が少なくなります。また坂道などを下る時にも、エンジンブレーキを活用しましょう。 

 

 

気象条件に応じて、こまめに温度・風量の調整

をしましょう。特に、夏場に設定温度を下げすぎ

ないことがポイントです。外気温 25℃の時にエ

アコンを使用すると、燃料消費は 14％程度増加

します。 

 

 

 

 

 

 
出典：「LET’S スマートドライブ」（(財)省エネルギーセンター）

発進時の運転操作 

減速時の運転操作 

カーエアコンの賢い使用 
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行動プラン 日常生活 事業活動 

外出や営業活動などで出かける際は、バスや電車、自転車など環境に優しい交

通機関を利用しましょう。 
● ● 

相乗り奨励や共同通勤バス運行などで従業員のマイカー通勤の抑制や公共交通

機関への転換を促進しましょう。 
● ● 

パーク＆ライドで公共交通機関を利用しましょう。 ●  

家庭や会社でノーマイカーデーを設定し、実践しましょう。 ● ● 

 
 

行動プラン 日常生活 事業活動 

ガソリン使用量、走行距離など、マイカーや営業用車両の使用状況を継続的にチ

ェックし、使い方を見直しましょう。 
● ● 

買い物のコースや家族の送迎ルートなどを考え、効率的に走行できるように工夫

しましょう。 
●  

共同輸配送の導入、配送ルートの見直しなど、事業活動での効率的な自動車利

用に努めましょう。 
 ● 

大量輸送の際には、鉄道・船舶を効率よく利用しましょう。  ● 

カーシェアリングやレンタサイクルを積極的に利用しましょう。 ●  

 
 

行動プラン 日常生活 事業活動 

効率的な輸送ができるような仕組みを考え、実施しましょう。 ● ● 

時差通勤・フレックスタイムを導入し、交通流の円滑化に協力しましょう。  ● 

交通渋滞に配慮して駐・停車しましょう。 ● ● 

 
 

行動プラン 日常生活 事業活動 

車を買い換えるときには、ハイブリッド車や電気自動車など、燃費の良さ、排気ガ

スのきれいさを選定基準に購入しましょう。 
● ● 

 

公共交通機関の利用 

自動車の効率的な利用 

交通流の円滑化 

低公害車の導入 
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ごみを減らし資源が循環する社会を考えましょう 

 
 

ものの大量生産、大量消費の生活や事業活

動は、大量のごみを発生させ、処分場の容量を

逼迫させているだけでなく、収集や焼却、埋立て

といったごみの処理過程で化石燃料の使用によ

り多くのエネルギーが消費されます。 

日常生活や事業活動の中で、一人ひとりがご

みの排出を減らし、リサイクルなどによる資源の

有効利用や環境に配慮した製品の購入など、ご

みの発生が少なく、資源が循環する社会を形成

するための取り組みを行う必要があります。 

レジ袋や過剰な包装を控え、資源として再利

用できるものはリサイクルに回すなど、取り組み

ましょう。 

 

 

(1)日常生活・事業活動での取り組み 

 
 

行動プラン 日常生活 事業活動 

観光などでのごみの持ち帰りに努めましょう。 ●  

マイはし、マイカップ・ボトルを利用しましょう。 ●  

ごみになるものを買わない、使わない、捨てないようにし、ごみ減量に努めましょ

う。 
● ● 

生産から流通、販売、使用、廃棄までのライフサイクル全体で環境負荷が小さくな

るよう配慮しましょう。 
 ● 

両面コピーや裏紙利用など、事務所活動、事業活動でごみの排出を抑制しましょ

う。 
 ● 

ティッシュペーパーでの台拭きなど不必要な使い捨て品の使用を避けましょう。 ●  

両面コピーの徹底や電子メールを利用した回覧など、事務システムのペーパーレ

ス化を推進しましょう。 
 ● 

 
 

行動プラン 日常生活 事業活動 

買い物にはマイバッグを持参しレジ袋を断りましょう。 ●  

簡易包装に取り組みましょう。 ● ● 

ばら売りや量り売りを積極的に利用し、ごみを減らしましょう。 ● ● 

３ 

ごみを出さない・減らす工夫をしましょう 

容器包装の削減に心がけましょう 
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行動プラン 日常生活 事業活動 

シャンプーや洗剤などのびんやプラスチック容器は、できるだけ中身を詰め替えて

繰り返し使いましょう。 
●  

 
 

行動プラン 日常生活 事業活動 

牛乳パックの回収を行い、トイレットペーパーなど再生品を優先的に利用しましょ

う。 
● ● 

使わなくなったものはフリーマーケットに出すなど再利用をするように努めましょ

う。 
● ● 

ごみの分別、古紙、ダンボール、びん、ペットボトル、缶の回収などリサイクルの推

進に努めましょう。 
● ● 

使用済み製品やトレイ・牛乳パックなどの回収を進めましょう。 ● ● 

大型ごみ、電化製品に含まれているレアメタルなどの回収・再利用を進めましょ

う。 
● ● 

 
 

行動プラン 日常生活 事業活動 

リターナブル容器製品を積極的に利用しましょう。 ● ● 

ものを大切に使い、故障すれば修理するなど長期使用を心がけましょう。 ●  

食材を大切に使い食べ残しをしないように心がけ、出た生ごみは分別して堆肥化

に努めましょう。 
●  

エコマークがある製品など、できるだけ環境にやさしい製品やサービスを買うグリ

ーン購入の取り組みに努めましょう。 
● ● 

 

分別やリサイクル・適正な処理を心がけましょう

リユース・リペア・資源化・グリーン購入 
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■ コラム うちエコ！ アクション ■ 

ものを買うときは、必要なものを必要な量だけ、が原則ですが、購入するときにはできるだけ環

境に良いものを選びましょう。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「地球温暖化パネル」（全国地球温暖化防止活動推進センター） 
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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 

 
 

本市は、南北に長く、山間部から河川を通じ

て琵琶湖に至る多様な自然環境を有しています。

気候的にも、地形・地質的にも非常に変化に富

んでいることから、多くの植物群落や野生生物

が生息・成育していることが確認されています。 

しかしながら、都市化の進展に伴い、植生の

自然度の変化や、外来生物の移入による在来

種への影響、あるいは分布域を広げているニホ

ンザルなどによる農林業被害や生活環境被害

など、生物多様性の低下への懸念と同時に、人

と自然との共生が失われつつあります。 

本市が誇る、琵琶湖や山々の自然環境と、そ

こで生息する生きものに配慮し、保全と創造に

向けた取り組みを行いましょう。 

 

(1)日常生活での取り組み 

 

取り組み場所・保全対象 

行動プラン 

山地
里地 

里山 

身近な

水辺 

その他

全般

貴重な野生の植物を傷めたり持ち帰らない、大津や琵琶湖に存在しない動

植物を持ち込まないで野生生物の保護に努めましょう。 
   ● 

育てられなくなった生きものを、在来種、外来種問わず、安易に放したりしな

いようにしましょう。 
   ● 

森林の育成に協力しましょう。 ●    

地元の木材や林産加工品を積極的に利用しましょう。 ●    

ヨシや里山などの緑を維持・回復する運動に参加、協力しましょう。  ● ●  

微細目ストレーナー設置、油汚れのふきとりなどで生活排水の負荷の低減に

努めましょう。 
  ●  

食用油はできるだけ使いきりましょう。   ●  

浄化槽の適正な維持・管理に努めましょう。   ●  

庭や公園、河川の緑化やビオトープづくりに参加、協力しましょう。   ● ● 

地域の緑や川を守る運動などに参加、協力しましょう。  ● ● ● 

農薬は水質や生態系への影響を十分に考えて使用するとともに、使用量の

低減を図りましょう。 
  ●  

４ 
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取り組み場所・保全対象 

行動プラン 

山地
里地 

里山 

身近な

水辺 

その他

全般

自然観察会に参加するなどにより、森林、琵琶湖などの自然環境について理

解を深めましょう。 
   ● 

庭先などに樹木や草花を植え、自然に触れる機会を作りましょう。    ● 

市民農園など農業にかかわる学習やふれあいの拠点に積極的に出向き、農

業への理解を深めましょう。 
   ● 

 

■ コラム フード・マイレージ ■ 

フード・マイレージとは、英国の消費者運動

家ティム・ラングが 1994 年から提唱している

概念("Food Miles")で、生産地から食卓までの

距離が短い食料を食べた方が輸送に伴う環境へ

の負荷が少ないであろうという仮説を前提とし

て考え出されたものです。具体的には、輸入相

手国からの輸入量と距離（国内輸送を含まず）

を乗じたもので、この値が大きいほど地球環境

への負荷が大きいという考えです。2001 年で

は人口一人あたりのフード・マイレージは日本が 7,093tkm（単位：トンキロメートル／人）であ

るのに対し、韓国は 6,637tkm、アメリカは 1,051tkm、イギリスは 3,195tkm、フランスは

1,738tkm、ドイツは 2,090tkm と国により大きな開きがあります。また、日本には「地産地消」

という考え方がありますが、フード・マイレージは、このような考え方を数量的に裏付けるものと

考えられます。 

 

(2)事業活動での取り組み 

 

行動プラン 

大津市の豊かな生態系について理解を深めましょう。 

事業所周辺の動植物の分布などの自然環境の状況を把握しましょう。 

事業所内外の動植物の保護に努めましょう。 

自然とふれあうレクリエーション事業を推進しましょう。 

環境学習・地域交流 

国際交流、協力活動に参加しましょう。 

出典：農林水産省資料をもとに作成

(km/人)

0 2,000 4,000 6,000 8,000

日　本

韓　国

アメリカ

イギリス

フランス

ドイツ

■ 各国の一人あたりフードマイレージ 
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行動プラン 

森林の育成に協力しましょう。 

地元の木材や林産加工品を積極的に利用しましょう。 

敷地内におけるビオトープづくりを推進しましょう。 

地域の緑や川を守る運動などに参加、協力しましょう。 

事業所内の緑化を進めましょう。 

緑地の十分な確保、透水性舗装の導入、雨水浸透マスの設置などにより、雨水が

浸透しやすいようにしましょう。 

雨水を貯留し、植え込みへの散水などに有効利用しましょう。 

農薬は水質や生態系への影響を十分に考えて使用するとともに、使用量の低減に

努めましょう。 

緑と水の保全と創出 

排水の監視などを行い、水質汚濁物質の排出抑制に努めましょう。 

事業所周辺の地形・地質などの自然環境の特性を把握しておきましょう。 

事業活動が周辺の自然環境に及ぼす影響をできるだけ小さくするように努めましょう。環境行動 

生物多様性の保全に関する自社の取り組み情報を、外部に向けて発信しましょう。

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第第８８章章  

計画の推進に向けて 
 

計画の推進体制 

計画の進行管理 

 

 

 
 
 
 
 

１ 

２ 
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計画の推進体制 

 
本計画に掲げた目標を達成するためには、市

のみならず、市民・事業者などの各主体がその

役割を自覚し、あらゆる分野で自主的に取り組

むことが不可欠です。同時に、各主体が連携・

協働し、共通の目標に向かって取り組みを行っ

ていくことが大切です。このようなことを踏まえ、

次に示す体制により、地域が一体となって本計

画を推進していきます。 

 

(1)地域の推進体制 

 
平成 13 年に設立され、これまで積極的な活

動を展開している「おおつ環境フォーラム」と連

携し、組織のさらなる充実を図りつつ計画を推

進していきます。 

 

(2)庁内の推進体制 

 
環境行政を総合的かつ計画的に推進するた

めに設置した「大津市環境施策推進本部」にお

いて、計画の推進及び進捗管理などを図りま

す。 

 

(3)国、県、他市町などとの連携・協力 

 
地球温暖化の防止及び生物多様性の保全に

係る対策を進めていくため、国、県、他市町など

と連携・協力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 

おおつ環境フォーラム

大
津
市
環
境
審
議
会

連携・協働
市 民

事業者

国・県・他市町など

市

大津市環境施策推進本部

事業の実施・点検評価

関係各課

進捗把握、環境白書などによる公表

連携
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計画の進行管理 

 

(1) PDCA サイクルによる進行管理 

 
本計画を効果的に推進するため、既存の組

織を有効に活用し、計画立案(Plan)、施策の実

施・運用(Do)、実施状況の点検・評価(Check)、

改善(Act)する PDCA サイクルによる進捗管理を

行います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 情報の収集及び発信等 

 

地球温暖化や生物多様性に係る法令や制度、

施策に関する国や滋賀県の動きなどについて

注視しながら、これらの情報を収集します。また、

これらの情報に加え、地域で実施する環境学習

や講演会、体験イベントなどについて、環境白

書やホームページ、広報などを通じて情報の発

信を行います。なお、情報の収集及び発信にあ

たっては情報技術を有効に利用します。さらに

施策やリーディング事業の実施にあたっても、

情報技術の積極的な利活用により、より効果の

ある取り組みを進めます。 

２ 

PLAN

計 画

DO

実施・運用

CHECK

点検・評価

ACT

改善

市民、事業者とともに、施策を
展開、実施します

点検・評価の結果をもとに、次年
度以降の取り組みに反映します

計画の策定、あるいは新たな
施策を立案します

目標の達成状況、施策の進捗
状況を点検・評価します
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(3) 公 表 

 

毎年の施策の取り組みによる成果などを、市

民や事業者などに広く周知し、次の行動につな

げてもらうため、取り組み成果の「見える化」を

推進することが重要となります。そのため、地球

温暖化対策の推進に関する法律第 20 条の３に

基づき、温室効果ガスの排出状況や施策の進

捗状況などについて、環境白書（「大津市の環

境」）やホームページを活用して公表します。 

 


