




 

 

 

 

 
大田区環境基本計画（後期）の策定にあたって 

 

 

21 世紀は環境の時代です。地球温暖化対策や生物多様性の

保全・再生など、環境の視点をもって様々な課題に取り組むこ

とが世界的に求められています。 

大田区は、平成 22 年 4 月に大田区環境基本条例を制定後、平

成 24 年 3 月に大田区環境基本計画を策定し、区民や事業者の

皆様と共に環境の保全に向けた取組みを進めてまいりました。 

その後 5年が経過し、地球温暖化対策をはじめとした社会情

勢に変化がございました。 

地球温暖化対策に関して、国際的には平成 28 年 11 月パリ協定が発効し、国や東京都にお

いては新たな温室効果ガス削減目標が掲げられました。また、区政においては、平成 26年 3

月に「大田区 10か年基本計画 おおた未来プラン 10年（後期）」を策定したほか、本計画に

関連した「大田区一般廃棄物処理基本計画」や「大田区緑の基本計画「グリーンプランおお

た」」等を改定いたしました。 

こうした状況を踏まえ、環境面から描いた未来図である前期計画を進化させ、「環境先進都

市おおた」の実現に向けた後期計画を策定いたしました。 

環境問題は生活環境に関する公害問題から地球温暖化の問題まで多岐に渡り、複雑・高度

化しておりますが、区では、国・東京都、大学や事業者等との連携により科学的な知見を集

積・活用して課題の解決に向けて取り組んでまいります。また、区民や事業者の皆様の環境

に配慮した行動を「地域力」として結集し、広げていくことが大切であるため、本計画では

ご家庭や事業所でできる「環境にやさしい取組み」をご紹介しております。持続可能で快適

な社会を次の世代につないでいくため、皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

最後に、後期計画の策定にあたりまして、熱意を持ってご検討いただきました大田区環境

審議会委員の皆様、また、貴重なご意見・ご提案をお寄せくださった多くの区民や事業者の

皆様に対し改めて心よりお礼を申し上げます。 

 

 

平成 29 年 3 月 

 

大 田 区 長 
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＜本文中の用語解説について＞

本文中に「*」を表示した用語については、巻末の参考資料 10 に解説を掲載しています。 
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