
＜別添2＞市区町村(政令指定都市を除く)における「ローカルアジェンダ21」の策定状況(平成15年3月1日現在)

北海道 江別市 えべつアジェンダ２１ 平成8年2月
北見市 北見市環境基本計画 平成12年3月
伊達市 伊達市環境基本計画 平成11年4月
厚岸町 環境管理計画 平成4年12月
黒松内町 ブナ里「黒松内町環境基本計画」（川がき・山がきの棲む田舎を創ろ 平成9年3月
北見市 ジュニアアジェンダきたみ 平成13年11月
千歳市 千歳市環境基本計画 平成13年3月
函館市 函館市環境配慮行動計画＝市民編＝ 平成12年12月
函館市 函館市環境配慮行動計画＝事業者編＝ 平成13年3月
富良野市 富良野市環境保全行動計画 平成14年3月
登別市 登別市環境保全行動指針 平成12年2月

青森県 弘前市 弘前市環境基本計画（ひろさきアジェンダ２１） 平成13年3月
野辺地町 野辺地町地球温暖化対策実行計画 平成14年3月

岩手県 盛岡市 盛岡市環境基本計画 平成12年3月
水沢市 水沢市環境基本計画 平成13年3月
花巻市 花巻市環境基本計画「人と自然を豊かに育てるまち　はなまき」 平成12年2月
北上市 北上市環境基本計画 平成13年9月
紫波町 紫波町循環型基本計画 平成13年3月
金ヶ崎町 金ヶ崎町田園環境基本計画 平成10年4月
山田町 山田町環境基本計画 平成14年3月
釜石市 釜石市環境基本計画 平成14年3月
矢巾町 矢巾町環境基本計画 平成14年3月

宮城県 古川市 古川市環境基本計画 平成10年3月
白石市 白石市環境基本計画 平成11年3月
多賀城市 多賀城市環境基本計画 平成12年10月
塩釜市 塩釜市環境基本計画 平成14年10月

秋田県 秋田市 秋田市環境基本計画 平成12年3月
藤里町 藤里町環境基本計画 平成12年3月
昭和町 昭和町環境基本計画 平成13年3月

山形県 遊佐町 ゆざまち環境基本計画 平成11年3月
八幡町 鳥海山南麓地域振興計画 平成11年3月
寒河江市 寒河江市市民参加の麗しい快適環境づくり基本計画 平成9年3月
長井市 長井市環境基本計画 平成9年3月
立川町 立川町環境まちづくり基本構想 平成13年3月
新庄市 新庄市環境基本計画 平成8年3月
米沢市 米沢市環境基本計画 平成13年9月
天童市 天童市環境基本計画 平成14年3月
東根市 大けやき環境基本計画 平成14年3月
高畠町 高畠町環境基本計画 平成14年3月
余目町 余目町環境行動指針 平成14年9月
酒田市 酒田市環境基本計画 平成17年3月予

茨城県 水戸市 水戸市環境基本計画 平成14年3月
日立市 日立市環境基本計画 平成12年3月
土浦市 土浦市環境基本計画 平成14年1月
つくば市 つくば市環境基本計画 平成12年2月
ひたちなか ひたちなか市環境基本計画 平成14年3月
鹿嶋市 鹿嶋市環境基本計画 平成13年3月
守谷市 守谷市環境基本計画 平成12年3月
東海村 東海村環境基本計画 平成14年4月
総和町 総和町環境管理計画 平成7年4月
猿島町 猿島町環境基本計画 平成9年3月
藤代町 藤代町環境基本計画 平成9年3月

栃木県 足利市 足利市環境基本計画 平成11年10月
鹿沼市 鹿沼市環境基本計画 平成12年3月
小山市 小山市環境基本計画 平成10年3月

おやまエコライフ・プラン（環境保全のための市民行動計画） 平成15年3月
宇都宮市 宇都宮市環境基本計画 平成15年2月
那須町 那須町環境基本計画 平成14年3月

群馬県 高崎市 高崎市環境基本計画 平成11年3月
伊勢崎市 伊勢崎市環境基本計画 平成10年3月
藤岡市 藤岡市環境基本計画 平成10年4月
前橋市 前橋市環境基本計画 平成12年3月
玉村町 玉村町環境基本計画 平成12年3月
館林市 館林市環境基本計画（市、市民、事業者の１８０の行動計画） 平成11年3月
桐生市 桐生市環境基本計画 平成13年3月
富岡市 富岡市環境基本計画 平成13年3月
太田市 太田市環境基本計画 平成14年3月

都道府県 市町村名 名称 策定時期



境町 境町環境基本計画 平成14年3月
埼玉県 川越市 川越市環境基本計画 平成10年3月

狭山市 狭山市環境基本計画 平成10年3月
越谷市 越谷市環境管理計画 平成13年3月
志木市 志木市環境基本計画 平成11年3月
騎西町 騎西町環境基本計画 平成9年3月
熊谷市 熊谷市環境基本計画 平成12年3月
東松山市 東松山市環境基本計画 平成1１年3月
春日部市 春日部市環境基本計画 平成12年3月
上尾市 上尾市環境基本計画 平成10年3月
入間市 入間市環境基本計画 平成12年3月
新座市 新座市環境基本計画 平成12年3月
桶川市 桶川市環境基本計画 平成12年3月
北本市 北本市環境基本計画 平成12年3月
吉川市 吉川市環境保全指針 平成12年3月
川口市 川口市環境基本計画 平成１３年３月
深谷市 深谷市環境基本計画 平成１３年３月
戸田市 戸田市環境基本計画 平成１４年２月
久喜市 久喜市環境基本計画 平成１１年３月
宮代町 宮代町環境基本計画 平成１３年３月
行田市 行田市役所地球温暖化対策実行計画 平成14年3月
所沢市 所沢市環境基本計画 平成11年3月
本庄市 本庄市環境基本計画 平成15年3月
岩槻市 岩槻市環境基本計画 平成14年3月
草加市 草加市環境基本計画 平成12年3月
蕨市 蕨市環境基本計画 平成15年3月
朝霞市 朝霞市環境基本計画 平成14年3月
蓮田市 蓮田市環境基本計画 平成15年3月
鶴ヶ島市 鶴ヶ島環境基本計画 平成15年3月
小川町 小川町環境基本計画 平成14年10月
神川町 神川町環境基本計画 平成12年8月
菖蒲町 菖蒲町地球温暖化防止実行計画 平成14年3月
鷲宮町 鷲宮町環境基本計画 平成13年7月

千葉県 松戸市 松戸市環境計画 平成10年4月
旭市 旭市環境基本計画 平成12年3月

旭市環境行動指針 平成12年3月
成田市 成田市環境基本計画 平成12年3月

東京都 千代田区 千代田区環境配慮指針 平成12年3月
中央区 中央区環境保全行動計画 平成12年3月
港区 港区環境行動指針 平成11年8月
新宿区 新宿区環境管理計画 平成10年11月
文京区 文京区環境基本計画 平成10年度
台東区 台東区環境基本計画 平成12年3月

区民・事業者の環境配慮行動指針 平成13年3月
墨田区 墨田区環境管理計画 平成13年3月
江東区 江東区環境基本計画 平成10年2月
目黒区 目黒区環境保全行動指針 平成9年6月

目黒区環境基本計画 平成１４年７月
大田区 「おおたエコプラン」地球環境保全のための大田区行動計画 平成11年6月
世田谷区 世田谷区環境基本計画 平成７年度

世田谷区環境行動指針 平成9年2月
渋谷区 渋谷区環境基本計画 平成12年度
中野区 中野区環境基本計画 平成13年3月
杉並区 杉並区環境基本計画 平成15年2月
豊島区 豊島区環境管理計画 平成9年3月
北区 北区快適環境基本計画 平成7年3月

北区環境管理計画 平成７年3月
板橋区 アジェンダ２１いたばし 平成6年3月
練馬区 練馬区民環境行動方針 平成13年3月
足立区 足立区環境保全行動指針２００１ 平成13年3月
葛飾区 葛飾区環境基本計画 平成8年度
立川市 立川環境行動計画 平成12年3月
武蔵野市 武蔵野市環境基本計画 平成11年12月
調布市 調布市環境管理計画 平成7年3月
日野市 日野市環境基本計画 平成10年度
多摩市 多摩市環境基本計画 平成13年12月
羽村市 羽村市環境基本計画 平成13年3月

羽村市環境行動計画 平成13年6月
三鷹市 三鷹市環境基本計画 平成14年3月
府中市 府中市環境基本計画 平成15年2月
昭島市 昭島市環境基本計画 平成14年3月



町田市 町田市環境アクションプラン 平成14年3月
小平市 小平市環境基本計画 平成14年6月
狛江市 狛江市環境保全実施計画 平成12年3月

神奈川県 横須賀市 横須賀市環境基本計画 平成10年8月
横須賀市環境配慮指針（日常生活編、事業活動編、開発行為等事業 平成13年3月

平塚市 平塚市環境基本計画 平成12年3月
小田原市 小田原市環境行動計画 平成11年3月
葉山町 葉山町環境基本計画 平成13年3月
茅ヶ崎市 茅ヶ崎市の環境を保全・創造するための行動指針 平成10年3月
相模原市 相模原市環境基本計画 平成13年3月
鎌倉市 鎌倉市環境基本計画 平成8年2月

鎌倉市環境保全行動指針 平成9年3月
藤沢市 藤沢市環境基本計画 平成10年5月

藤沢市環境保全行動指針 平成11年3月
逗子市 逗子市環境基本計画行動等指針（逗子市ローカルアジェンダ２１） 平成12年3月
大和市 大和市ローカルアジェンダ２１（大和市環境配慮指針） 平成12年3月
海老名市 地球環境保全行政施策指針 平成5年3月

海老名市環境基本計画 平成12年3月
南足柄市 南足柄市環境行動計画（市の行動、市民の行動、事業者の行動） 平成13年3月
箱根町 箱根町環境基本計画 平成14年3月

新潟県 上越市 上越市環境行動計画 平成11年3月
富山県 富山市 富山市環境基本計画 平成10年3月
石川県 金沢市 みんなでつくる環境都市金沢（金沢市環境基本計画） 平成11年3月

小松市 地球温暖化防止小松市役所実行計画 平成13年3月
加賀市 加賀市環境マネージメントマニュアル 平成12年11月
富来町 富来町役場エコ計画 平成12年6月

福井県 武生市 武生市環境基本計画 平成11年2月
鯖江市 鯖江市環境基本計画 平成12年3月
大野市 大野市環境基本計画 平成12年3月
福井市 福井市環境基本計画 平成13年3月
敦賀市 敦賀市環境基本計画 平成14年3月
三国町 三国町環境基本計画 平成15年2月

山梨県 敷島町 敷島町環境基本計画 平成10年3月
豊富村 豊富村環境基本計画 平成12年3月

長野県 長野市 長野市環境基本計画 平成12年3月
松本市 松本市環境基本計画 平成11年12月
岡谷市 岡谷市環境基本計画 平成12年4月
須坂市 須坂市環境基本計画 平成12年3月
伊那市 伊那市環境基本計画 平成12年3月
駒ヶ根市 駒ヶ根市環境基本計画書 平成9年3月
中野市 中野市環境基本計画 平成13年4月
茅野市 茅野市環境基本計画 平成13年3月
塩尻市 塩尻市環境基本計画 平成12年1月
丸子町 丸子町環境基本計画 平成11年3月
高遠町 高遠町環境基本計画 平成11年3月
辰野町 辰野町環境基本計画 平成13年3月
箕輪町 箕輪町環境基本計画 平成12年3月
長谷村 長谷村環境基本計画 平成11年10月
豊科町 豊科町環境基本計画 平成13年4月
上田市 上田市環境基本計画 平成14年3月
飯田市 飯田市環境基本計画 平成14年8月
諏訪市 諏訪市環境基本計画 平成14年3月
小諸市 小諸市環境基本計画 平成14年3月
飯山市 飯山市環境基本計画 平成14年3月
真田町 真田町環境基本計画 平成14年3月
下諏訪町 下諏訪町環境基本計画 平成14年4月
宮田村 宮田村環境基本計画 平成14年3月
飯島町 飯島町環境基本計画 平成10年3月
松川町 松川町環境基本計画 平成14年7月

岐阜県 高山市 高山市地球環境保全行動計画（アジェンダ２１たかやま） 平成10年3月
揖斐川町 揖斐川町地球環境保全行動計画～いびがわアジェンダ２１～ 平成14年3月
可児市 可児市環境基本計画 平成12年３月

静岡県 静岡市 静岡市環境行動計画－市民編－ 平成13年3月
浜松市 浜松市環境基本計画 平成11年3月
掛川市 掛川市環境基本計画 平成13年3月
藤枝市 藤枝市環境基本計画 平成12年3月
熱海市 熱海市環境基本計画 平成１４年３月
三島市 三島市環境基本計画 平成１４年３月
富士市 富士市環境基本計画 平成１４年２月

愛知県 豊橋市 豊橋市環境基本計画 平成12年3月
豊橋市環境配慮指針 平成12年3月



岡崎市 岡崎市環境配慮に向けた行動計画 平成12年10月
瀬戸市 瀬戸市環境基本計画 平成12年3月
東海市 とうかいアジェンダ２１ 平成14年1月
豊明市 豊明市環境基本計画 平成12年3月
足助町 足助町環境基本計画 平成11年3月
旭町 あさひエコ・アクションプラン 平成12年2月
安城市 安城市環境配慮行動指針 平成１４年３月
新城市 新城市都市環境基本計画 平成10年3月
大府市 大府市環境基本計画 平成１４年３月
長久手町 長久手町環境基本計画 平成13年３月

地球温暖化防止実行計画 平成14年2月
東浦町の環境を守る基本計画 平成12年３月

三重県 四日市市環境計画 平成7年4月
四日市市環境計画（第２期） 平成13年12月

津市 津市環境基本形画推進第１次アクションプログラム 平成11年3月
伊勢市 伊勢市環境基本計画 平成12年3月
桑名市 桑名・員弁広域環境基本計画 平成13年3月
鈴鹿市 鈴鹿市しあわせ環境基本計画 平成13年3月

鈴鹿市しあわせ環境基本計画実行計画 平成14年3月
名張市 なばり快適環境プラン 平成６年3月

未定（名張市快適環境プランの計画期間終了による改定） 平成15年予定
久居市 久居市環境基本計画 平成14年３月
多度町 桑名・員弁広域環境基本計画 平成13年3月
長島町 桑名・員弁広域環境基本計画 平成13年3月
木曽岬町 桑名・員弁広域環境基本計画 平成13年3月
北勢町 桑名・員弁広域環境基本計画 平成13年3月
員弁町 桑名・員弁広域環境基本計画 平成13年3月
大安町 桑名・員弁広域環境基本計画 平成13年3月
東員町 桑名・員弁広域環境基本計画 平成13年3月
藤原町 桑名・員弁広域環境基本計画 平成13年3月
香良洲町 一志郡環境基本計画 平成13年3月
一志町 一志郡環境基本計画 平成13年3月
白山町 一志郡環境基本計画 平成13年3月
嬉野町 一志郡環境基本計画 平成13年3月
美杉村 一志郡環境基本計画 平成13年3月
亀山市 亀山市環境基本計画 平成16年予定
明和町 明和町環境基本計画 未定

滋賀県 大津市 大津市地球環境保全地域行動計画～アジェンダ２１おおつ～ 平成12年3月
大津市環境基本計画 平成11年3月

彦根市 彦根市環境基本計画および地域行動計画 平成13年3月
草津市 草津市環境にやさしい配慮指針（草津市環境配慮指針） 平成10年3月

草津市環境基本計画 平成12年3月
山東町 山東町環境総合計画 平成13年5月
長浜市 ながはま環境まちづくりプラン２１～長浜市環境基本計画～ 平成13年3月
近江八幡市 近江八幡市環境基本計画 平成15年3月
八日市市 八日市市環境基本計画 平成12年12月
栗東市 栗東市環境基本条例 平成14年12月
野洲町 野洲町環境基本計画 平成14年3月
愛東町 愛東町環境行動計画 平成15年3月
米原町 米原町環境基本計画 平成14年３月

京都府 長岡京市 長岡京市環境基本計画 平成13年3月
亀岡市 亀岡市環境基本計画 平成14年3月
城陽市 城陽市環境基本計画 平成15年3月
向日市 向日市環境基本計画に基づく環境行動指針 平成14年3月
八幡市 八幡市環境基本計画 平成13年10月

大阪府 豊中市 豊中アジェンダ２１－地球を守るとよなか市民行動計画 平成11年3月
箕面市 箕面市地球環境保全行動計画 平成12年3月
摂津市 摂津市環境行動計画 平成8年11月
池田市 池田市環境基本計画 平成14年3月
高槻市 たかつきローカルアジェンダ２１ 平成16年3月策

定予定
兵庫県 尼崎市 地球環境を守るわたしたちの行動計画（ローカルアジェンダ２１あまが 平成8年12月

赤穂市 赤穂市環境基本計画 平成13年3月
西脇市 西脇市環境基本計画 平成14年2月
宝塚市 宝塚市環境基本計画 平成7年9月
三木市 三木市環境総合計画 平成11年3月
高砂市 高砂市環境計画 平成9年3月
猪名川町 猪名川町環境基本計画 平成12年10月
播磨町 播磨町環境基本計画 平成13年3月
三田市 三田市環境基本計画 平成9年3月
豊岡市 豊岡市環境基本計画 平成14年3月

東浦町

四日市市



稲美町 稲美町環境基本計画 平成14年３月
奈良県 奈良市 奈良市環境基本計画 平成11年3月

生駒市 生駒市環境基本計画 平成11年3月
大和郡山市 大和郡山市環境基本計画 平成14年３月

和歌山県 和歌山市 和歌山市環境基本計画 平成１１年３月
橋本市 橋本市環境基本計画 平成１３年３月

鳥取県 鳥取市 アジェンダ２１鳥取市 平成10年3月
地球温暖化対策実行計画 平成13年3月

米子市 アジェンダ２１よなご 平成11年11月
西伯町 エコライフさいはく 平成12年3月

西伯町環境基本計画 平成15年3月
境港市 境港市環境基本計画 平成14年3月
智頭町 智頭町環境基本計画 平成14年3月

島根県 松江市 松江市環境基本計画 平成7年12月
浜田市 浜田市環境基本計画 平成12年5月
宍道町 宍道町環境基本計画 平成10年3月
斐川町 斐川町環境基本計画 平成14年３月

岡山県 岡山市 岡山市環境基本計画 平成10年3月
倉敷市 倉敷市環境基本計画 平成12年2月
新見市 アジェンダ２１新見 平成14年3月
奈義町 奈義町環境基本計画 平成14年3月
津山市 津山市環境基本計画(策定中） 平成15年3月
井原市 井原市環境基本計画（策定予定） 未定

広島県 福山市 福山市地球環境保全行動計画 平成7年3月
廿日市市 海と緑と人が育む環境都市をめざして～廿日市市環境基本計　　画～ 平成12年3月
東広島市 クリーン・グリーン東広島２１計画 平成7年3月
府中市 府中市環境基本計画 平成14年3月

山口県 光市 光市環境保全行動計画 平成9年3月
下関市 下関市地球温暖化防止計画 平成10年3月
宇部市 宇部市環境基本計画 平成10年3月
山口市 山口市環境基本計画 平成13年3月

香川県 高松市 高松市環境基本計画 平成11年2月
善通寺市 善通寺市環境基本計画 平成14年３月

愛媛県 新居浜市 新居浜市環境管理計画エコシティにいはま２１ 平成5年3月
北条市 北条市環境保全指針 平成8年9月

高知県 高知市 高知市環境基本計画 平成12年3月
福岡県 甘木市 甘木市環境ビジョン 平成6年10月

前原市 前原市環境行動計画ローカルアジェンダ２１ 平成10年3月
筑紫野市 筑紫野市環境基本計画 平成12年3月
春日市 弥生の里・かすが環境プラン 平成13年3月
太宰府市 太宰府市ローカルアジェンダ 平成13年3月
福間町 福間町環境基本計画 平成13年3月
久留米市 久留米市環境基本計画 平成12年２月
大牟田市 大牟田市環境基本計画 平成14年３月
飯塚市 飯塚市環境基本計画 平成14年３月
岡垣町 岡垣町環境ビジョン（環境共生行動計画） 平成14年３月

佐賀県 佐賀市 佐賀市環境基本計画 平成9年3月
唐津市 唐津市環境基本計画 平成12年10月
鳥栖市 鳥栖市環境基本計画 平成14年3月

熊本県 熊本市 第２次熊本市環境総合計画 平成13年3月
水俣市 水俣市環境基本計画 平成8年3月
八代市 八代市環境基本計画 平成14年３月
泉村 泉村環境基本計画 平成14年4月

大分県 大分市 大分市環境基本計画 平成12年3月
日田市 日田市環境基本計画 平成13年3月
玖珠町 玖珠町環境基本計画 平成14年3月
別府市 別府市環境基本計画 平成14年3月
武蔵町 快適な町づくり環境プラン 平成11年3月

宮崎県 宮崎市 宮崎市環境保全率先実行計画 平成11年3月
日南市 日南市環境基本計画 平成15年3月

鹿児島県 大崎町 大崎町地域環境保全行動計画（ローカルアジェンダ２１大崎） 平成8年2月
上屋久町 上屋久町環境基本指針・基本計画 平成9年3月
屋久町 屋久町環境基本指針基本計画 平成9年3月
指宿市 指宿市環境基本計画 平成13年3月
鹿屋市 新鹿宿市環境基本計画 平成13年3月
鹿児島市 鹿児島市環境基本計画 平成12年10月
出水市 出水市環境基本計画 平成14年３月
与論町 与論町環境総合計画 平成14年３月

沖縄県 那覇市 那覇市環境基本計画 平成12年3月
那覇市環境保全行動計画 平成13年3月


