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施策展開の考え方 

 
 

本市における温室効果ガス排出量の状況や

身近な自然環境の状況は、このまま何も対策を

講じなければ、深刻化することが想定されます。 

そのため、本市においては、前章に示すとお

り、地球温暖化と生物多様性に関する総合目標

を掲げ、「みんなで築く持続可能な湖
こ

都
と

」の環境

像を目指すこととしています。 

これらの目標を達成することは容易ではなく、

市民、事業者、行政の各主体が、それぞれの役

割を再認識し、連携して取り組みを行っていくこ

とが重要と考えられます。行政においては、大

津市、国、滋賀県の各主体がそれぞれの役割

の中で、取り組むべき施策などの展開を図ると

ともに、相互に密接に連携して取り組みを推進し

ていきます。 

地球温暖化対策や生物多様性の保全への取

り組みは、その取り組み分野が多岐にわたるも

のであることから、取り組む分野を体系的に整

理した上で、施策を展開していく必要がありま

す。 

 

 

施策の体系 

 

総合目標の達成に向け、国や県が示している

施策、また市としてこれまで取り組んできた実績

などから、取り組みの施策体系を次のとおり示し

ます。 

目指す環境像として掲げる「みんなで築く持続

可能な湖
こ

都
と

」の実現に向けて、計画目標を達成

するため、地球温暖化について３つ、生物多様

性について３つ、計６つの施策の柱に基づき、取

り組みを行っていきます。 

本章では、本計画策定時点で、取り組みの主

体や役割が明確で、着実に進めることが可能な

施策を記述します。 

 

１ 
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■ 施策の体系 
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６つの柱に基づく取り組み 

 

(1)環境負荷の少ないエネルギー利用 

クリーンエネルギーの利用 

本市の温室効果ガス排出量のうち、家庭や業

務、産業部門から排出される二酸化炭素が大き

な割合を占めており、これらは日常生活や事業

活動におけるエネルギー消費に起因するもので

す。この対策として、二酸化炭素を排出しない、

または二酸化炭素の排出量がより少ないエネル

ギーの利用を進めることが重要です。 

そのため、太陽光発電などの再生可能エネ

ルギーの利用や、より二酸化炭素排出量の少

ないエネルギーへの転換を普及・促進していき

ます。 

 

①再生可能エネルギー等の利用 

◆太陽光発電・太陽熱利用の推進 

家庭や工場・事業場への太陽光発電システムなどの導入を推進するとともに、公共施

設における太陽光発電システムなどの率先導入を推進します。 

◆バイオマス発電・熱利用の推進 

ごみ焼却施設の新設、更新にあわせ、焼却炉の余熱を利用した発電や給湯を推進し

ます。 

◆その他のエネルギー利用の検討 

未利用エネルギーなどの利用可能性を検討します。 

②低炭素型のエネルギーの利用 

取り組み 

内容 

◆低炭素型のエネルギーへの転換の推進 

工場・事業場のボイラーの使用燃料の変更や家庭における省エネルギー型機器への

変更など、二酸化炭素排出量の少ないエネルギーへの転換を進めます。 

市の 

事業 

①再生可能エネルギー等の利用 

○住宅用太陽光発電システム等の設置促進 

○環境美化センター及び北部クリーンセンターにお

ける余熱利用の継続 

○市公共施設への太陽光発電等の再生利用可能エ

ネルギーの活用 

 

○南部クリーンセンターの整備及び環境美化センタ

ー・北部クリーンセンターの更新時における、ご

み発電などの熱エネルギー回収の推進 

 

②低炭素型のエネルギーの利用 

○工場・事業場の燃料転換の促進   

行動目標 

 
目標 現状値 目標値 

○都市ガス転換事業所数(100kl/年以上の重油使用事業所) 10 事業所 (累計) 13 事業所 (累計)  

備考）目標欄に示す現状値及び目標値の年次については、特に年次の記載がない場合、現状値は 2009（平成 21）年度の実績

値を、目標値は 2020（平成 32）年度の値を示します。(以降に示す目標についても同様) 

３ 

１ 
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■ 公共施設における再生可能エネルギーの活用（太陽光発電システムの設置） ■ 

本市では、「市有施設における新エネルギー利用方針」に基づき、2010(平成 22)年３月現在、

市の公共施設８箇所に太陽光発電システムを設置しています。総出力は約 72kW であり、今後も

導入を推進していきます。 

 

 

 
 
 
 
 

省エネルギーの推進 

エネルギー消費に起因する温室効果ガス排

出量を低減するためには、二酸化炭素排出量

の少ないエネルギーの利用だけでなく、エネル

ギー使用量を減らすことも重要な取り組みにな

ります。 

省エネルギーは、市民・事業者の一人ひとり

が日常の生活・事業活動ですぐに取り組めるも

のから、省エネルギー機器の導入など長期的な

視点を持って進めるものまで幅広くあり、これら

取り組みを推進していきます。 

 

①事業者の省エネルギーの推進（産業部門・業務部門の取り組み） 

◆建築物の省エネルギー対策 

建築物の省エネ性能の向上を図るため、工場・事業場を対象とした「省エネ診断」を推

進します。 

◆省エネルギー機器の普及促進 

工場・事業場における省エネルギー機器の導入の促進を図ります。 

◆農林水産業における対策 

農作物や水産物の輸送に係るエネルギー消費量の削減を図るため、地域で生産され

た農作物などを地域で消費する「地産地消」の取り組みを推進します。 

◆事業者の環境保全活動の推進 

環境保全や省エネルギー行動などを促進するため、事業者の取り組みの公表や研修

会の開催など、行政と事業者が連携した取り組みを推進します。 

◆環境関連産業の創出 

企業、大学などの研究機関及び行政の産学官が交流・連携し、省エネルギー技術な

どの環境関連産業の創出・振興を図ります。 

②家庭における省エネルギーの推進（家庭部門の取り組み） 

取り組み 

内容 

◆住宅の省エネルギー対策 

住宅の省エネルギー改修や高断熱住宅に関する情報提供などにより、普及啓発を図

ります。 

２ 

天神山保育園(10kW) 

（2010 年供用開始） 

◆天神山保育園の太陽光発電システム◆ 

次代を担う子どもたちが、自然が生み出した電気を使った保育園で過ごすこ

とで、幼いころから地球環境を身近に感じながら育ってもらおうと設置しまし

た。屋根一面に 10kW の太陽光パネルを設置し、園舎玄関に「現在の発電量」

「蛍光灯何本分」などを分かりやすく示す表示板を設置し、園児や保護者が送

り迎え時などに発電状況を見ることができるようになっています。 
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◆省エネルギー機器の普及促進 

家庭用コージェネレーションや燃料電池、ヒートポンプ機器、省エネルギー型の家電製

品などの利用や買い換えを推進します。 

◆省エネルギー型のライフスタイルの普及促進 

電気やガスなどのエネルギーの節約意識の向上を図るため、環境家計簿の普及促

進、二酸化炭素排出量を可視化する「省エネナビ」の普及、省エネルギーに関するキャン

ペーンの実施などにより、省エネルギー型のライフスタイルを普及します。 

③公共施設の省エネルギーの推進 

取り組み 

内容 

◆大津市役所率先実行計画の推進 

市役所が率先して環境に配慮した行動をするための｢環境にやさしい大津市役所率先

実行計画｣を策定し、電気やガスなどのエネルギー使用の効率化を図ります。 

市の 

事業 

①事業者の省エネルギーの推進（産業部門・業務部門の取り組み） 

○工場・事業場における省エネルギー診断の推進 ○直販施設支援等による地産地消の推進 

○学校給食における地元食材の活用 

○環境管理実施事業所の認定 

○環境保全協定の締結及び協定に基づく取り組み

推進 

○産学官ネットワークによる環境関連産業の創出

と事業高度化の推進 

○環境関連産業の企業立地の推進 

○広域連携事業による環境関連産業の育成 

②家庭における省エネルギーの推進（家庭部門の取り組み） 

○家庭版省エネルギー診断の充実 

○新築住宅における高断熱住宅の普及 

○省エネルギー建築物及び建築物の省エネルギー性

能表示の普及促進 

○既存住宅の省エネルギー改修の促進 ○家庭用高効率エネルギーシステムの普及促進 

○（仮称）環境フェアの開催 ○省エネルギーキャンペーン「エコライフデー」の実施

○「省エネチャレンジャー」の実施 ○ガス等検針票への過去使用量の表示 

○「省エネ講師派遣」事業の実施  

③公共施設の省エネルギーの推進 

○大津市役所率先実行計画の推進 ○市における環境マネジメントシステムの推進  

行動目標 

 
目標 現状値 目標値 

○(仮称)環境フェアの参加者数 - 1,500 人／回 

○エコライフデーの参加世帯数 1,006 世帯 20,000 世帯  

 
■ 市内事業所との環境保全協定の締結 ■ 

環境保全協定は、市と事業者が、大津市環境基本計画に基づく理想の

環境像の実現を目指して、「大津市生活環境の保全と増進に関する条例」

の規定に基づき締結するものです。協定締結事業者は、ISO14001 や

KES などの認証の取得や、必要に応じて市と協議して環境保全目標な

どを設定するなどにより、継続的な取り組みを推進しています。さらに

は、当該地域の一員として地域住民などと一緒に地域の環境保全に取り

組むとともに、環境保全活動がより効果的に実施されるよう、市による情報提供や研修会の開催に

ついても定めています。 

 

環境保全活動研修会 

（2009 年度実施） 
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(2)低炭素型のまちづくり 

環境的に持続可能な交通の実現 

運輸部門からの温室効果ガス排出量の削減

のためには、市民が利用しやすい公共交通体

系の充実と、その利用促進が不可欠です。 

このため、2009（平成 21）年に策定した「大津

市地域公共交通総合連携計画」に基づき、「環

境にやさしく、人にやさしい地域公共交通の確

立」の基本理念のもと、低炭素社会の構築にも

寄与する地域公共交通の維持・活性化を展開し

ます。さらに、自動車を使用する際の、エコドライ

ブによる効率的な運転や、買い換え時のクリー

ンエネルギー自動車の選択など、環境的に持続

可能な交通の実現に向けた取り組みを推進して

いきます。 

 

①環境負荷の少ない自動車の利用促進 

◆クリーンエネルギー自動車の普及促進 

電気自動車やハイブリッド車などの低公害車、低燃費車の普及促進を図るため、情報

発信や、公用車への率先導入を推進します。 

◆普及・啓発・支援体制の整備 

広報やキャンペーンなどにより、エコドライブの普及促進を図ります。 

②公共交通機関の利用促進 

◆バス・鉄道の利便性の向上 

バスや鉄道利用者の利便性の向上を図るため、バスなどに関する情報提供の充実、

乗換え利便性向上、施設・車両の利便性向上の推進を図ります。 

◆パーク＆ライドの推進 

市街地における自動車利用を抑制する「パーク＆ライド」を推進します。 

◆ノーマイカーデーの推進 

通勤などにおける自家用自動車の使用を自粛し、鉄道やバスの利用を呼びかける「ノ

ーマイカーデー」の取り組みを推進します。 

◆普及・啓発・支援体制の整備 

広報やキャンペーンなどによる市民への呼びかけにより、公共交通機関への利用の

転換を推進します。 

③自転車利用の促進 

取り組み 

内容 

◆レンタサイクルの推進 

観光客の中心市街地での回遊性や利便性を向上させるとともに、市街地の活性化に

つなげるため、レンタサイクル導入を検討します。 

◆駐輪場の整備 

自転車利用を促進するため、自転車駐車場の整備を推進します。 

◆自転車走行空間の整備検討 

自転車が安全に走れる道路整備について検討します。 

 

１ 
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市の 

事業 

①環境負荷の少ない自動車の利用促進 

○低公害車の利用の普及・啓発 ○公用車への低公害車の導入 

②公共交通機関の利用促進 

○キャンペーン等利用機会の提供による利用促進 ○公共交通の維持・活性化事業 

○ノーマイカーデーやアイドリングストップ運動の推進 ○公共交通への利用転換の啓発 

○広報やリーフレットによる利用転換の呼びかけ 

 

○地域住民、公共交通事業者、行政の協働体制・支

援体制の整備 

③自転車利用の促進 

○レンタサイクルの導入検討 ○自転車駐車場の整備推進事業  

行動目標 

 
目標 現状値 目標値 

○自転車等収容可能台数 15,192 台(H22.4) 16,192 台  

 

■ パーク＆ ライドの実施 ■ 

大津市では、自動車交通と公共交通とが適正に

連携した交通体系を構築することを目的として、

2004（平成 16）年度から浜大津駅を拠点とし

て実施しているパーク&ライドを、2005（平成

17）年度末から通年化しました。また、年間を

通して駅でのポスター掲示やホームページによ

り事業の周知を行うとともに、秋の観光シーズン

においては案内板の設置やチラシの配布などの

集中的な広報展開により、2008（平成 20）年度はグラフに示すとおり利用台数は増加しました。 

低炭素型の地域環境の形成 

低炭素型の地域環境を形成するためには、

車に過度に依存した拡がりすぎたまちから、都

市中心部にさまざまな機能を集めて、歩いて暮

らせるコンパクトなまちづくりを推進する「コンパ

クトシティ」の実現が重要となります。また、都市

緑地の整備や計画的な土地利用を進めることで、

家庭や事業所、自動車の過度なエネルギー消

費を抑制し、低炭素型の都市を形成することが

重要となります。 

本市の中心市街地は、古くより琵琶湖水運の

拠点、そして東海道などの街道が交差する交通

の要衝であり、観光資源や都市機能、商業地な

どが比較的集積した都市核を形成しており、コ

ンパクトシティを実現するポテンシャルが存在し

ます。 

低炭素型の地域環境を形成するため、中心

市街地への都市機能の集約や緑地の保全と緑

化の推進、さらには計画的な開発事業を推進し

ていきます。 

 

 

①中心市街地の活性化 

取り組み 

内容 

◆中心市街地への都市機能の集約 

徒歩や自転車、公共交通機関での移動を促進して利便性を図るため、都市核におけ

る都市機能の充実や適正な都市基盤整備による活性化、適正な規制・誘導により、都市

機能の集積を図ります。 

 

２ 

250
2,066

7,189

8,417 8,734

7.1 7.7

19.7

23.0 23.9

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H16 H17 H18 H19 H20

(台/年)

0

5

10

15

20

25

30

(台/日)年間利用台数 1日平均利用台数
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②低炭素型の都市形成 

取り組み 

内容 

◆緑地の保全と緑化の推進 

二酸化炭素の吸収や都市の気温上昇の抑制に寄与する緑地を創出するため、公共

空間・施設や都市公園の緑化の推進、都市開発における緑化指導など、緑地の保全と

緑化の推進を図ります。 

◆低炭素型地区・街区の形成 

既存市街地などにおける面的な再生可能エネルギー等の導入、建築物の省エネルギ

ー対策、環境負荷の少ない移動手段・手法の構築など、地域の将来像を踏まえ、低炭素

型地区・街区の形成を推進します。 

◆宅地開発事業の計画的誘導 

都市計画法やその他関係法令、大津市総合計画や国土利用計画等に適合するよう、

宅地開発事業の計画的な誘導を行います。 

市の 

事業 

①中心市街地の活性化 

○大津市 都市コンパクト化の指針の推進（中心市

街地への都市機能の集積） 
 

②低炭素型の都市形成 

○「緑地保存地域」及び「環境形成緑地」の設定に

よる自然環境保全の推進 

○公共施設における緑化の推進 

○都市公園・都市緑地の整備推進事業 

○緑地の整備（防災公園）及び多機能型公園の整備 ○吸収源対策公園緑地事業 

○緑地協定の締結 ○開発指導要綱に基づく緑化指導 

○中高層建築物や既存事業所等の緑化の推進 ○街路樹の整備 

○学校・園におけるグリーンカーテン等の設置 ○低炭素型地区・街区の形成に向けた検討 

○宅地開発事業の計画的誘導   

行動目標 

 
目標 現状値 目標値 

○都市公園等面積 約 9.81m2／人 11.0m2／人(H28) 

○緑地協定地区数 33 地区 50 地区  

 

(3)循環型社会の形成 

３Ｒの取り組みの推進 

市民・事業者・市が一体となったごみ減量は、

焼却時の温室効果ガス排出抑制につながり、効

率的なごみ処理体制の整備は、石油由来のエ

ネルギーの使用量を削減します。このため、ご

みの発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、

再生利用（リサイクル）の３R の推進が重要にな

ります。本市では、一般廃棄物（ごみ）処理基本

計画において、市民一人一日あたりのごみ排出

量（資源回収されるものを除く）を 2020(平成 32)

年度におよそ 20％削減（2007（平成 19）年度比）

するとともに、再生利用率をおよそ 20％にする

目標を掲げています。 

これらの目標を達成し、資源循環型の社会を

形成するため、３R の取り組みを推進するととも

に、ごみの適正な処理・処分を含めた効率的な

廃棄物処理の施策を推進していきます。 

１ 
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①廃棄物の減量・排出抑制 

◆ごみ減量の推進 

家庭ごみの有料化などの施策についての検討を行うとともに、ごみの排出抑制に向け

た啓発を推進します。 

◆容器包装削減の推進 

プラスチック製容器包装のリサイクルや、包装の簡素化を推進します。 

◆廃棄物減量化を目指した事業活動の推進 

多量排出事業者への産業廃棄物処理計画書の提出や、実施状況の報告、公表制度

など、事業系ごみの減量化を目指した取り組みを推進します。 

②リユース・リサイクルの促進 

◆再使用（リユース）の普及促進 

家庭で不要になった衣類などを出品し、再使用を促すイベントの開催や、ホームペー

ジでのリサイクル情報の掲載など、リユースの取り組みを推進します。 

◆リサイクル・資源回収の普及促進 

古紙回収の促進や集団資源回収の対象品目（かん・びん等）の拡大を検討するととも

に、冊子やチラシ、環境交流館の活用などにより、市民意識の向上を図ります。 

③バイオマス資源の有効利用の推進 

◆汚泥や生ごみ等の堆肥化の推進 

農業集落排水処理の過程で発生する汚泥のコンポスト化や、生ごみの堆肥化などを

推進します。 

◆下水汚泥の有効利用 

下水汚泥の安定的、経済的な処理を行い、汚泥の資源化、有効利用を推進します。 

◆森林資源の有効利用 

住宅や公共建築物、木製品などへ県産材の利用を推進します。 

④環境に配慮した商品等の利用促進 

取り組み 

内容 

◆環境保全型商品等の情報提供と普及啓発 

滋賀グリーン購入ネットワークの事業への参画や、環境にやさしい買い物キャンペーン

などのイベント開催を通じて、市民のグリーン購入の意識向上を図ります。 

◆グリーン購入の推進 

市役所における文房具・紙などの調達において、グリーン購入を推進します。 

市の 

事業 

①廃棄物の減量・排出抑制 

○ごみ減量推進事業 ○クリーンセンター管理運営事業 

○生産者・販売者への容器包装削減の働きかけ ○廃棄物減量化を目指した事業活動の推進 

○工場、事業場の事業活動における省資源の推進

○活力と魅力ある市場づくりの推進 

○工場、事業場におけるごみ減量・資源化を目指し

た事業活動の推進 

②リユース・リサイクルの促進 

○適正購入、再使用、リサイクル、再生品利用の推進 ○リユース事業の推進 

○資源回収等推進事業 ○家庭ごみ資源循環推進事業 

○各種リサイクル法への対応 ○分別収集等の推進 

○環境交流館管理運営事業 ○再資源化施設管理事業 

○木材製品のリサイクル利用の一層の推進 ○資源とごみ学習の推進  
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市の 

事業 

③バイオマス資源の有効利用の推進 

○農業集落排水処理発生汚泥のコンポスト化 ○バイオマスの利活用の推進 

○汚泥処理事業（汚泥処理方式の変更事業）  

④環境に配慮した商品等の利用促進 

○環境保全型商品等の情報提供と普及促進 ○グリーン購入の推進  

行動目標 

 
目標 現状値 目標値 

○古紙等資源回収量 12,769t／年 14,750t／年 

○資源化率 15.38％ 20％ 

○ごみ減量化（資源ごみを除く） - 
20％削減(H32) 
[H19 を基準]  

 

■ リユース事業の推進 ■ 

1992（平成４）年度から毎年開催してきたイベントとして開催

してきた「リサイクルマーケットイン大津」では、市民から提供を

受けたリユース品の提供を実施してきました。2010（平成 22）

年度策定のリユース事業基本構想に基づき、運営や流通手段、施設

配置などについて検討し、市民に親しんでもらえる拠点施設として

リユースセンターの整備を推進します。またこの拠点施設を活用し

て、イベント、モデル事業、体験学習、工房などを実施し、市民のリユースへの取り組みを支援し

ます。 

 

CO2 以外の温室効果ガス対策の推進 

本市の温室効果ガス排出量（2007 年度）のう

ち、およそ７％は CO2 以外の温室効果ガスが占

めています。農業活動や燃料の燃焼などにおい

て発生するメタンや一酸化二窒素、及び冷蔵庫

やエアコンなどの冷媒や半導体製造の洗浄用

途として使用される HFC 等のガスについて、各

分野での排出削減に向けた施策を推進していき

ます。 

 

①メタン・一酸化二窒素の対策 

◆農業分野の対策 

家畜排泄物の管理や施肥量の削減、水田からのメタン排出を抑制する営農など、農

業分野におけるメタン・一酸化二窒素の対策を推進します。 

②代替・特定フロン等の対策 

取り組み 

内容 

◆特定フロンの回収 

法の対象外である家庭用冷風機などの冷媒フロンの回収や適正処理を推進します。 

市の 

事業 

②代替・特定フロン等の対策 

○特定フロンの回収の推進   

 

２ 

リサイクルマーケットイン大津
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(4)生物多様性を支える基盤の整備 

人材育成・活動支援・場づくり 

市民一人ひとりが身近な自然環境を大切にし、

配慮した行動をできる能力を身につけるために

は、学校などにおける環境教育の推進や教育

指導者の育成及び学習機会の創出が不可欠で

す。また、行政のみならず、市民、事業者などの

各主体の協働により、さまざまな取り組みを展

開していくことが必要です。 

本市は、奥山、里地里山、河川、琵琶湖とい

った多様な自然環境に恵まれています。これら

の身近な自然の中で生物多様性を含めた自然

環境を体感する取り組みなどを推進することに

より、市民の生物多様性の保全に対する意識を

高めていきます。 

 

①環境教育の推進 

◆環境教育の推進 

自然体験学習や環境調査など、学校や保育園、科学館などにおける環境教育を推進

します。 

◆市民学習・出前講座の開催 

環境保全に関する知識や経験を有している市民などを登録する「環境学習サポーター

登録制度」などによる地域における環境学習会への講師派遣の支援や、地域の多様な

主体と連携した環境教育を推進します。 

◆環境教育指導者の育成 

小中学校や幼稚園の教員などに対して、自然体験型の指導者研修会の開催や、共同

研究の場として公開研修を実施するなど、環境教育指導者の育成を図ります。 

②場の整備・運営と活動機会の創出 

◆学習施設等の整備・活用 

環境保全活動の支援や環境教育活動情報の収集と提供などを行う（仮称）環境活動

情報支援センターの設立を推進します。 

◆体験学習事業の推進 

川や森、湖など大津の豊かな自然環境を利用して、集団宿泊や環境学習を行う水辺

の楽校プロジェクト、野外観察教室などの体験学習事業を推進します。 

◆交流活動の推進 

市民が交流でき、土や生きものに親しむ機会を提供するとともに、遊休農地の解消に

もつながる市民農園の整備・充実を図ります。 

③協働による活動の推進 

取り組み 

内容 

◆クリーンアップ活動 

琵琶湖一斉清掃で回収されるごみの処理や、市内各地で活動する河川愛護団体など

に対する清掃用具の配布や情報提供などを推進します。 

◆身近な自然環境の調査 

調査を通じて身近な生きものや自然に親しみ、環境について理解を深めるとともに、

環境調査データを整備・蓄積することにより、環境学習などの教材として活用します。 

１ 
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市の 

事業 

①環境教育の推進 

○大津こども環境探偵団の活動の推進 ○環境科学クラブ活動の推進 

○学校教育における環境教育の推進 ○幼稚園における環境学習の推進 

○児童クラブにおける環境学習の推進 ○保育園における環境学習の推進 

○環境人育成事業 ○淡海生涯カレッジ等他機関との連携の推進 

○森林環境学習「やまのこ」事業 ○環境学習サポーター制度の推進 

○環境教育指導者の養成 ○教員の研修等の推進 

○研修事業  

②場の整備・運営と活動機会の創出 

○環境学習情報室運営事業 ○（仮称）環境活動情報支援センター設立の推進 

○少年自然の家管理運営事業 ○水辺の楽校の運営支援 

○ふるさと体験学習事業 ○野外観察教室の開催 

○自然観察会の開催等 

○市民農園の整備・充実 

○農地・水路・ため池・里山の保全による生態系の

多様性の確保（生きもの観察会） 

③協働による活動の推進 

○環境保全市民運動推進事業 ○市民による生け垣設置等の推進 

○緑の普及、啓発の推進 ○自然のうるおいデータベースの整備  

行動目標 

 
目標 現状値 目標値 

○自然家族事業累計延べ参加者数 2,540 人 11,000 人 

○琵琶湖を美しくする運動実践本部加入団体数 119 団体 130 団体 

○河川愛護団体数 42 団体 50 団体 

○身近な環境市民調査員参加者数 0 人 500 人(H27)  

 

■ 環境人
かんきょうびと

育成事業 ■ 

大津の子どもの自然体験率が低下している調査結果

を受けて、地球環境問題などに対応するとともに豊かで

快適な環境を創造していく人を育成するために、子ども

の自然体験を充実させる事業です。子どもとその家族が

豊かな本市の自然に学び、自然を楽しむ体験型事業を展

開し、環境にやさしく生きる力を持った「こども環境人」

を育むことを目的としています。 

大津環境学習活動実行委員会は大津市内の大学や企業、

団体などが集まってできた団体です。「大津環境人」の育

成を目的として、2007（平成 19）年度から、親子・家族で楽しめる自然体験プログラム「自然

家族事業」を企画・運営し、大津市内で年間５つの事業を開催しています。 

 

 
 

情報整備と情報発信 

環境教育の推進や身近な自然環境を活用し

た体験学習などを推進していく上で、身近な動

植物の状況や森や川、湖などの自然環境の状

況に関する情報を活用していくことが効果的で

す。また、自然環境の保全、管理、回復を図って

いく上でも、地域の動植物の生息状況や水質の

状況に関する情報なども重要です。そのために

は、情報をあらゆる方面から収集・蓄積し、市民

＜５つの事業＞ 

①「里」の日 ②「山」の日 ③「びわ湖」の日 ④「川」の日 ⑤「びわ湖漁」の日 

2 

自然家族事業「里」の日 

（主催：大津環境学習活動実行委員会） 
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や事業者などと共有することが必要であること

から、これらの情報を収集、整備し発信するため

の仕組みづくりを推進していきます。 

 

①調査・研究 

◆動植物の調査 

市域の動物や植物の状況を把握するための調査を実施します。 

②環境情報の蓄積と発信 取り組み 

内容 

◆環境情報の整備とホームページなどによる情報発信 

自然体験学習活動情報や環境調査結果などの身近な環境情報を収集・蓄積するとと

もに、市民向けのホームページ「かんきょう宝箱」の機能拡充などにより、情報発信を図

ります。 

市の 

事業 

①調査・研究 

○動植物の自然環境調査の実施  

②環境情報の蓄積と発信 

○環境情報システムの拡充   

 

■ かんきょう宝箱 ■ 

大津市の環境に関する情報を提供し、また市民や事業者の

みなさんが環境に関する情報交流の場として利用するための

システムで、1996（平成８）年に開設し、2004（平成１

６）年にはインターネットホームページに全面的に移行して

います。 

市が提供する情報と市民や事業者のみなさんから提供され

た情報で構成し、市民や事業者の環境保全活動の取り組みや

環境調査の結果、環境白書などさまざまな情報を提供してい

ます。 

2012（平成 2４）年度には、この「かんきょう宝箱」システムを全面更新して、学区単位で環

境を中心とする歴史・文化などの環境情報や写真などのデータを最新のものに更新する予定です。 

 
 

(5)森・里・川・湖のつながりの保全と創出 

自然環境の保全と管理 

本市は、奥山、里地里山、都市、湖岸や河川

とさまざまな地域がありますが、これらの地域に

は、さまざまな自然環境とその中での生きもの

同士のつながりがあります。それぞれの地域の

生態系はそれぞれが独立して存在するのでは

なく、森から里へ、あるいは河川を通じて湖へと、

つながりをもって形成されています。またこのつ

ながりは、市域内だけに留まるものではなく、奥

山や河川は隣接する市町とつながり、琵琶湖は

瀬田川、淀川を通じて大阪湾へ流出しているこ

１ 

かんきょう宝箱ホームページ
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とから、下流域の京都や大阪の水源になるとと

もに、これらの河川や海域の生きものや、生きも

のと環境との関わりにとっても重要な役割を担っ

ています。 

これらのつながりを維持・確保し、広域的な視

点から生物多様性の保全や生態系のネットワー

クの形成に資するためにも、本市の多様な自然

環境を保全し、これらを適切に管理する施策を

推進していきます。 

 

①総合的な流域管理 

◆流域の環境保全 

流域管理モデルの検討や水質汚濁に係る環境基準の類型指定の見直し、ならびに琵

琶湖・淀川流域圏再生推進協議会への参画など、流域の環境保全を推進します。 

②野生生物の保護と管理 

◆貴重動植物の保全 

市域に生息する貴重動植物などの生きもの保全の啓発を推進します。 

③里山環境・市街地環境の保全 

◆地下水の涵養 

透水性舗装や植栽、張芝などを行い、市街地における雨水の地下浸透を図ります。 

◆市街地・農村環境の適正な土地利用 

農業経営の合理化や生産性の向上ならびに田園環境を保全するため、農業用水路

やため池などの土地改良施設の改良に対する支援を推進します。 

◆里山環境の保全 

市民と協働で里山の維持管理を行う「里山リニューアル事業」や、棚田の保全活動な

ど、里山環境の保全を図ります。 

④森林・緑地の保全 

取り組み 

内容 

◆森林の管理と保全 

「緑地保存地域」「環境形成緑地」の設定や、山麓部の開発抑制による無秩序な都市

化を防止するとともに、森林所有者などを対象とした森林施業への支援を推進します。 

◆風致地区の自然環境の保全 

志賀地域の琵琶湖湖岸など、風致地区に指定されていない地域の指定拡大や、既に

指定されている地区内における建築等の規制に関する協議・審査などにより、風致地区

の自然環境の保全を図ります。 

◆市街地の緑地の維持・管理 

都市公園緑地の維持管理や公園愛護団体が行う清掃への支援、「自然環境保全と増

進に関する条例」に基づく良好な自然保護地区への指定などを推進します。 

◆関連計画の推進 

「大津市緑の基本計画」に掲げられた施策の推進を図ります。 
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⑤河川・湖沼等の水環境保全 

取り組み 

内容 

◆琵琶湖の保全 

湖岸に漂着する水草などの除去や市民参加によるヨシ保全活動を推進し、琵琶湖の

生態系や水質の保全を図ります。 

◆ため池の保全 

地域住民と一体となった環境保全を推進します。 

市の 

事業 

①総合的な流域管理 

○河川流域ごとの環境保全の推進 

 

○琵琶湖・淀川流域圏の再生計画に基づく自然環境

の体系的な保全の推進 

②野生生物の保護と管理 

○貴重動植物などの生きもの保全の啓発  

③里山環境・市街地環境の保全 

○公園整備における雨水の地下浸透の推進 ○市単土地改良補助事業 

○山百合の丘事業の促進 ○棚田等の保全活動の展開とそれら組織づくりの推進

○琵琶湖森林づくり事業（森林整備・里山体験）  

④森林・緑地の保全 

○「緑地保存地域」及び「環境形成緑地」の設定に

よる自然環境保全の推進 

○山麓部の開発の抑制 

○森林整備地域活動支援交付金支給事業 

○間伐促進等森林整備事業 ○風致地区の拡大 

○自然景観の保全の推進による緑地保全 ○市民による公園の維持管理の推進 

○都市公園緑地施設等維持管理事業 ○保護地区の維持 

○保護樹木・保護樹林の指定 ○緑の基本計画に基づく施策の推進 

⑤河川・湖沼等の水環境保全 

○ヨシ景観水質保全事業 ○琵琶湖とその生態系の保全 

○ため池の保全事業   

行動目標 

 
目標 現状値 目標値 

○河川環境（上の）基準達成率（BOD） 72％ 100％ 

○保護樹林の指定 5 地区 25 地区(H28)  

 

■ ヨシ保全活動 ■ 

琵琶湖の湖辺の原風景として親しまれているヨシ群落は、魚類・鳥

類の生息場所、水質保全などさまざまな機能を持っていることから、大

津市では、1990（平成 2）年度からヨシ保全事業に取り組んでいます。

これら湖辺生態系の基盤であるヨシ群落を保全するため、地域住民など

が実施するヨシ刈りなどの保全活動の支援を行うほか、広く市民や企業

などの参加を求めて「大津市民ヨシ刈り」を実施しています。 
 

自然空間の活用と場の創出 

私たちの生活空間である住宅や商業施設が

立地する市街地においても、都市公園の緑地や、

河川、水路、ため池などの水辺が存在しており、

市街地の中で拠点となる自然空間を形成してい

ます。これらの空間は、自然との触れ合いの場

となるほか、生きものの生息・生育環境の形成

２ 

大津市民ヨシ刈り 
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にも寄与するなど、多様な機能を有しています。 

これら拠点単位で存在する緑地や水辺を有

機的につなぐことにより、生息、生育空間のつな

がりや適切な配置が確保された生態系ネットワ

ークを形成していくことが必要です。 

そのため、住宅や学校などの屋上・壁面の緑

化、ビオトープや街路樹の整備、多自然の河川

整備など、拠点となる緑地や水辺をつなぐ役割

を担う水と緑を創出するための施策を推進して

いきます。 

 

①緑化や緑地・ビオトープの整備 

◆公園緑地等の整備 

都市における緑の連続性を確保するために、都市公園や河川敷、街路樹などにおけ

る緑化や緑地の整備を推進します。 

◆ビオトープの整備 

野生生物の生息・生育機能の乏しい市街地を中心に、学校などにおいて生きものを育

むビオトープを整備します。 

◆建物等の緑化 

新たな公共施設の建築の際の緑地スペースの設置や、既存施設の屋上や壁面への

緑化など、建物などにおける緑化を推進します。 

②水辺空間の整備 

◆多自然川づくり 

身近な河川や水路などの水辺空間において、環境に配慮し、水辺の生きものと触れ

合うことができる多自然水路の整備を推進します。 

◆親水公園の整備 

親水性の高い公園の整備・適正な維持管理を推進します。 

③触れ合い空間の整備 

取り組み 

内容 

◆レクリエーション施設の維持・活用 

市民が森林の自然と触れ合うことができ、快適で憩いのある空間を適正に維持管理

し、活用を図ります。 

市の 

事業 

①緑化や緑地・ビオトープの整備 

○吸収源対策公園緑地事業（田上公園） ○都市公園・都市緑地の整備推進事業（春日山公園）

○緑地の整備（防災公園）及び多機能型公園の整備

（茶臼山公園） 

○河川緑化の推進（大戸川緑地整備） 

○街路樹の整備 

○緩衝緑地帯の整備 ○学校・園における緑化推進 

○公共空間・施設における緑化の推進 ○学校・園におけるグリーンカーテンの設置 

○中高層建築物や既存事業所、公共公益施設等

の緑化の推進 
 

②水辺空間の整備 

○多自然川づくりや多自然水路等の整備 ○水辺空間の整備・保全（大津湖岸なぎさ公園） 

③触れ合い空間の整備 

○森林レクリエーション施設管理運営事業   

行動目標 

 
目標 現状値 目標値 

○都市公園等面積 約 9.81m2／人 11.0m2／人(H28) 

○緑地協定地区数 33 地区 50 地区 

○公園愛護会の登録  102 公園 150 公園(H28)  
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(6)持続可能な自然環境の利用 

事業活動における生物多様性への配慮 

生物多様性の保全と、持続可能な開発を進

めていく上で、事業者の自主的、積極的な環境

配慮に対する取り組みを推進することも重要で

す。「生物多様性民間参画ガイドライン」（2009

年、環境省）においても、生物多様性に関する

活動への事業者の参画を促すことを通じて、生

物多様性の保全と持続可能な利用を促進する

こととされています。 

そのため、事業所の緑化や開発事業におけ

る環境保全に対する指導など、事業活動におけ

る生物多様性に配慮した取り組みを推進しま

す。 

 

①生物多様性に配慮した事業活動 

取り組み 

内容 

◆緑化指導・協定の締結 

市内において行われる開発についての緑化指導や緑地協定の締結など、事業者によ

る緑化の取り組みを推進します。 

◆開発事業における環境配慮 

開発事業者に対して、環境配慮指針に基づき水辺などの自然環境資源の保全を図る

よう指導します。 

市の 

事業 

①生物多様性に配慮した事業活動 

○開発指導要綱に基づく緑化指導 ○緑地協定の締結 

○開発事業等における環境配慮制度の充実 ○宅地開発事業の計画的誘導 

○大規模な開発行為における水域・水辺の確保の配慮  

 

農林水産資源の活用と振興 

農林水産業は、人々が日常生活を営む上で

必要な食料や資源などを供給する必要不可欠

な活動です。里地里山や田園地域では、農業生

産活動など人の手が加わることが、身近な自然

環境を形成し、生きものの多様性の維持に重要

な役割を果たしてきました。 

しかしながら、産業構造の変化や高齢化など

に伴う担い手の減少、外来生物や獣害の影響

などにより、里地里山などの環境は変化してい

ます。持続可能な農林水産業を推進していくこと

は、それぞれの自然環境を保全する上で重要と

なります。 

そのため、持続可能な農林水産業を推進する

とともに、農業体験や自然とのふれあい、食育

などを通じて、農林水産業と生物多様性への理

解を深めるための取り組みを推進していきま

す。 

 

 

①農村地域資源の活用 

取り組み 

内容 

◆農地の有効利用 

地域の農地の基盤整備を推進し、農地の有効利用を図ります。 

◆グリーンツーリズムの推進 

農村集落の資源、イベントなどを活用したグリーンツーリズムの推進を図ります。 

１ 

２ 
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◆地産地消の推進 

農業体験などを通じて、地元で栽培される農作物など地域で生産された農作物を地域

で消費する「地産地消」の推進により、郷土の農林水産資源に対する理解を深めます。 

②農林水産業の振興 

◆農業の振興 

中山間村地域等における耕作放棄地の解消や担い手の育成など、農業生産活動を

支援します。 

◆獣害対策 

野生鳥獣による農作物や生活環境への被害に対する対策の啓発や支援、捕獲・駆除

など、適切な鳥獣害対策を推進することで、被害を抑えつつ在来の野生鳥獣の存続を図

ります。 

◆水産業の振興 

琵琶湖における外来魚の駆除対策や漁業の再生を、滋賀県と連携して推進します。 

③資源の有効利用 

取り組み 

内容 

◆間伐材等の利用 

公共施設の改築などの際に、間伐材を活用した製品の利用促進を啓発します。 

本市の 

事業 

①農村地域資源の活用 

○農地の有効利用と農業基盤の整備（ほ場整備） ○農村地域資源の活用とグリーンツーリズムの推進

○学校給食における地元食材の活用 ○地産地消の振興 

○農業体験による食育の推進  

②農林水産業の振興 

○遊休農地解消対策事業 ○農地・水・環境保全向上対策事業 

○鳥獣害対策 ○水産振興事業 

③資源の有効利用 

○間伐材を活用した製品の利用促進   

 

 

■ 地産地消の推進 ■ 

地産地消を広げ、地場の農作物を応援していくことは、地

域農業の活性化や農地を守ることにつながるとともに、輸送

に伴うエネルギー消費を抑制することができます。 

市では地産地消を重点事業の１つとして取り組んでおり、

農作物の生産と品質の向上、地域ブランド化の促進、地元農

産物の直売施設への支援を推進しています。 

 


