くさつの環境
令和 2 年度版
（平成 29・30・令和元年度報告）

草

津

市

草津市民憲章

私たち草津市民は
■ 古い歴史にとけあった新しい文化をつくり、住みよい
まちをきずくためにあたたかい心を持ちあって、ともに
あすへの歩みを進めましょう。
■ 豊かな生産に努めましょう。
■ 高い教養を伸ばしましょう。
■ 明るい環境を整えましょう。
■ 良い風習を育てましょう。

市の花 （アオバナ）

市の木 （キンモクセイ）

はじめに
今般、平成２９年度から令和元年度までの、草津市の環境の現状と施
策の実施状況などについてとりまとめた、令和２年度版「くさつの環境」第
１５号を発刊する運びとなりました。
本市は湖辺一帯にヨシ原が点在し、その東側に広がる田園地帯の向
こうには、JR 草津駅・南草津駅を中心とした市街地が形成されています。
また古来より、本市は東海道と中山道が分岐する宿場まちとして栄え、現在はＪＲ東海道本線
（琵琶湖線）や名神高速道路が市内を南北に貫き、京阪神のベッドタウンとして発展し、活力に溢
れた市街地と工業地帯を形成しています。
さて、本市では資源循環を進める取組として、昭和４０年にごみの分別回収を全国に先駆けて
実施し、その後、ごみ分別の細分化等を経て、平成３０年３月に更新したクリーンセンターにおいて、
ごみ減量やごみ発電による低炭素社会への貢献のほか、環境学習の拠点として、多くの市民の皆
様にご利用いただいているところです。
一方で近年、地球温暖化による気候変動に起因する気象災害の激甚化、生物多様性の喪失、
外来種の生態系への影響、そして不法投棄等の廃棄物問題等、環境問題は地球規模で広がっ
ており、琵琶湖においても、酸素が豊富な水が湖底に行き渡る「全層循環」を湖の一部で確認でき
ない年があった等、身近な環境においても様々な脅威に直面しています。
本市では、草津市環境基本計画の中で目指す環境像「人とひと 人と自然が織りなす 琵琶湖
に開かれた環境文化都市 くさつ」を掲げ、常に環境への興味・関心を持ち、その大切さを知り、
環境と自分の行動との関わりを理解し、そして身の回りの小さなことから取り組む姿勢と行動力を
持つ「環境文化」を市内に拡げ、次の世代に良好な環境を継承しなければならないと考え
ております。
この「くさつの環境」が、環境問題に対する皆様の理解と関心を、さらに深めていただくための一
助となり、環境保全活動に取り組む際の参考となれば幸いであります。

令和３年３月
草津市長 橋川 渉

も
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じ
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