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2.1 京田辺市の概況                            

（１）位 置 

本市は、京都市へ約 22km、大阪市へ約 28km、奈良市へ約 15km の距離にあり、京都府

の南西部、南山城地方の中央やや西寄りに位置しています。 

東側には木津川を挟んで城陽市及び綴喜郡井手町、西側には大阪府枚方市及び奈良県

生駒市、北側は八幡市、南側は相楽郡精華町と、それぞれ接しています。市域は東西 5.5km、

南北 10.9km の広がりをもち、総面積は 42.94km２となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地勢・気候 

本市は、西から京阪奈丘陵に連なる甘南備山などの山地部、市街地の広がる丘陵部、東

に流れる淀川の三大支流の一つである木津川がつくりあげた沖積地からなる平野部で構

成されています。 

気候は、瀬戸内式気候に属して

おり、平成 25 年の年平均気温は

15.6℃で、温暖で比較的過ごしや

すい気候となっています。 

年平均気温の推移を見ると、昭

和55年には13.8℃であったのに

対し、過去約 30 年間で、1.8℃上

昇しており、本市の気温は上昇傾

向にあることが分かります。 

平 成 25 年 の 年 降 水 量 は

1,686mm となっています。平成 21 年の 1,302mm 以降、年々増加傾向となっています。 

第２次京田辺市環境基本計画 第２章について 

第２章 環境の現況と課題 

資料 No.２ 

◆ 京田辺市の位置 

◆ 年平均気温・年降水量の推移 

資料：気象庁（京田辺アメダス観測所） 
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（３）人口・世帯数 

本市の人口及び世帯数は、宅地開発や都市基盤の整備などに伴い、年々増加傾向にあ

り、平成 25 年 4 月 1 日現在、人口は 65,403 人、世帯数は 25,010 世帯となっています。  

一方、1世帯当たりの人員は年々減少を続け、平成 25 年は約 2.52 人となっており、核

家族化の進行と単身世帯の増加が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の人口について、高齢者（65 歳以上）

の占める割合及び若者（30 歳未満）の占める

割合の推移を見ると、高齢者の占める割合が

増加傾向にあります。一方、若者の占める割

合は減少傾向にあります。 

しかし、京都府の平均と比較すると、本市

は高齢者の占める割合がやや低く、若者の占

める割合がやや高くなっています。 

本市には同志社大学や同志社女子大学が

立地しているため、若者の占める割合が比較

的高いということも大きな特徴といえます。 

 

また、平成 22 年の国勢調査を基に推計し 

た本市の将来人口は、平成 37 年には 76,729 

人でピークとなり、以降は、減少傾向に転じ、 

平成 52 年には 74,369 人まで減少するものと 

推計されています。  

◆ 将来人口推計結果 

◆ 人口・世帯数・1 世帯当たり人員の推移 

資料：京田辺市統計書 

注）各年 4 月 1 日現在 

資料：京田辺市将来人口推計 

◆ 高齢者・若者の占める割合の推移 

資料：京田辺市統計書 

注）各年 4 月 1 日現在 
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（４）土地利用 

本市の総面積は、4,294ha であり、平成 25 年における土地利用状況は、その他を除く

と山林が 910ha となり最も多く、次いで田が 752ha、宅地が 646ha となっています。 

平成 16 年度からの推移を見ると、都市化の進展に伴い、宅地が増加する一方で、田・

畑は減少傾向にあります。 

   

本市における宅地開発は、1970 年代頃から始まり、1980 年代になると国道や自動車

専用道などの都市基盤の整備や、文化・コミュニティ施設、福祉施設、公園などの公的

な施設の整備も進められました。 

  その後も宅地開発は進み、人口の増加により「京田辺市」として市制を施行した平成

9 年(1997 年)頃からは、福祉や学校教育の向上、公共公益施設のバリアフリー化などへ

の取組を強化しつつ、土地区画整理事業などによる駅周辺の整備、工業専用地域の拡大

など、建設事業が継続的に進められました。 

   

また、関西文化学術研究都市において、同志社大学、同志社女子大学などの教育研究

機関が立地しているほか、宅地開発や都市基盤整備が進められるなど、新たな市街地の

形成が進められています。 

  

◆ 土地利用状況の推移 

資料：京田辺市統計書 

注）各年 1 月 1 日現在 

【総面積：4,294ha】 



- 4 - 
 

（５）産 業 

本市の産業分類別市内就業者数は、平成 22 年の国勢調査によると 28,826 人となって

います。その内訳を見ると、第 1 次産業が 614 人、第 2 次産業が 6,513 人、第 3 次産業

が 19,797 人となっており、第 3 次産業が最も多く、全体の 71.9%を占めています。平成

2 年と比較すると、第 1 次産業は 33.2%減少、第 2 次産業は 7.7%減少しているのに対し、

第 3 次産業は 48.3%の増加が見られます。 

なお、主要な特産物の一つとしてお茶が挙げられ、中でも玉露は、農林水産大臣賞・産

地賞を何度も受賞するなど、全国的にも知られています。京田辺市観光協会では、お茶の

まちならではの「茶」や「茶スイーツ」などの加工品などを京田辺一休品として認定して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆ 茶畑 ◆ 京田辺ブランド一休品 

◆ 産業分類別就業者数の推移 

資料：京田辺市統計書（国勢調査） 

注）各年 10 月 1 日現在 
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（６）歴史・文化財 

  本市の歴史は大変古く、奈良時代には、奈良の都から丹波地方に向かう古代山陰道の

要所、また平城京と大宰府を結ぶ山陽道の宿所として現在の三山木付近に山本駅が設け

られるなど、交通の要衝として開けていました。また、本市のシンボルでもある甘南備

山は、平安京造営に際し、基準点として利用されたといわれています。 

平安時代末期から室町時代には、源平の戦乱の時代に関白職についた近衛基通やこの

地を愛した一休禅師が晩年を過ごしたことなどが特徴的なこととして挙げられます。 

  遺跡としては、天神山竪穴住居跡や飯岡古墳群をはじめ、数多くの遺跡が発見されて

います。また、古事記・日本書紀・万葉集などにもうたわれている「筒城」は、後に郡

名(綴喜郡)にもなり、継体天皇が筒城宮を置いたといわれています。それらの歴史から

市内には、文化遺産が点在し、文化財として指定されています。 

  なお、本市の前身は、明治 22 年の町村制施行に際し、田辺村、薪村、河原村、興戸

村の 4 村が合併して田辺村となり、明治 39 年に田辺町になりました。その後、昭和 26

年に隣接する大住村、三山木村、草内村、普賢寺村を編入統合し、現在の市域になると

ともに、平成 9 年 4 月 1 日には、市制を施行し、京田辺市となりました。 

◆ 酬恩庵（一休寺） ◆ 飯岡古墳群 
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2.2 環境の現況と課題                            

2.2.1 自然環境 

（１）動植物 

本市における生物としては、甘南備山においてタヌキやウサギなどの小動物や、キジ

やヒヨドリなどの野鳥が数多く生息しています。なお、「平成 9・10 年度現地調査」結果

より、国の準絶滅危惧種に指定されているミズニラや、京都府の絶滅危惧種に指定され

ているタカサゴシダが確認されています。他にオオタカ、カスミサンショウウオといっ

た貴重種も確認されています。しかし、近年では、外来種であるアライグマによる捕食の

影響等により、カスミサンショウウオが確認されなくなるなどの環境の変化が見られま

す。また植生としてはナラ枯れについても進行しています。 

また、市内の田園や山地などでは、ホタルなどが確認されています。一方で、外来種で

あるホソオチョウが在来種であるジャコウアゲハと同じウマノスズクサを食べることか

らジャコウアゲハの減少が懸念されています。 

市内に点在するため池においては、外来種であるオオクチバスやブルーギルなどの生

息が確認されています。 

植物としては、放置される竹林が増えることで、背の低い植物が光を遮られ生息でき

ず、植生が単純化するなどの影響を及ぼすことが懸念されています。 

本市には、多種多様な動植物が生息・生育していますが、外来種の侵入によって、長い

年月をかけて培われてきた生態系の変化や生物多様性の低下が懸念されています。 

なお、市内に分布する「咋岡神社のスダジイ」や「小動物や野鳥の生息する甘南備山」

などが『京都の自然 200 選』に選定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆ 甘南備山 
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（２）河川・ため池 

本市における主要な河川としては、北から大谷川、手原川、天津神川、防賀川、馬坂 

川、普賢寺川及び遠藤川を挙げることができます。 

  これらの河川は木津川を本流とする支川であり、

この河川の中には、天津神川、防賀川及び馬坂川の

ように「天井川」を形成している区間がありますが、

氾濫時に大きな被害が発生する恐れがあるため、天

井川の切り下げが行われ、これにあわせて公園や緑

道整備が行われています。 

  また、市内には一級河川を含む 30 ほどの河川が

存在しますが、一部では渇水期に水流のない河川も

みられます。 

  なお、農業用ため池は市内に 57 箇所ありますが、

これは、本市が農耕上、水を多く必要とする夏季に

降水量が比較的少ないためと考えられます。 

 

 

 

（３）農 地 

本市は、昭和47年に農業振興地域の指定を受け、農用地区域の確保を図ってきました。

一方、都市化に伴い本市の経営耕地面積は年々減り続け、平成 22 年と平成 2年を比較

すると、田は 226.5ha(33.5%)、樹園地･その他は 34.1ha(54.5%)それぞれ減少していま

す。なお、畑は 0.9ha(1.5%)増加しています。 

農業を取り巻く環境は一段と厳しくなっていますが、生産性の向上、土地利用の合理

化などを目的として、普賢寺、大住及び江津地域では、ほ場整備事業が進められ、農道、

用排水路、ため池などの改修を行ってきました。 

このように、本市では農地の保全に対しての各種対応を適宜図ってきましたが、最近

では高齢化等による後継者不足の問題から荒廃農地が見られるようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 京田辺市の主要河川図 

◆ 経営耕地面積の推移 

資料：京田辺市統計書 

注）各年 2 月 1 日現在 

◆ 休耕地面積の推移 

資料：京田辺市統計書 

注）各年 2 月 1 日現在 
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2.2.2 生活環境 

（１）大気質 

本市には、一般環境大気測定局として、京都府田辺総合庁舎屋上に田辺測定局があり、

窒素酸化物、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、炭化水素、微小粒子状物質が測定さ

れています。 

これらの項目について過去 10 年間の結果をみると、二酸化窒素、浮遊粒子状物質(平

成 17 年を除く)については、国が設定している環境基準を下回っています。 

光化学オキシダントの注意報レベル以上の濃度を示す日数は、平成 17 年度まではほと

んどありませんでしたが、平成 18 年度以降は増えつつあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水 質 

本市では、市内の河川を対象に、健康項目、生活環境項目、特殊項目、その他の項目の

計 22 項目について、水質測定を実施しています。 

健康項目は、年 2回、市内 16 地点（PCB 1 地点)で行っており、平成 25 年度の測定結

果をみると、国が設定している環境基準を下回っています。 

生活環境項目は、年 2回、市内の河川及び水 

路の 23 地点で行っています。河川の水質につい  

て、代表的指標である生物化学的酸素要求量

(BOD)でみると、平成 25 年 8 月調査の平均は

2.7mg/l、11 月調査の平均は 1.4mg/l であり、こ

の水質はアユやサケあるいはコイやフナなどが

生息できる程度の水質となっています。また、

生物化学的酸素要求量(BOD)が最も高いのは普

賢寺川の普賢寺小学校付近で 13.0mg/l(平成 25

年 8 月調査)、最も低いのは手原川の薪溜池橋な

どで 0.6mg/l(平成 25 年 8月調査)となっていま

す。 

◆ 光化学オキシダントの注意報レベル以上の濃度を示した日数の推移 

資料：京田辺市環境課 

◆ 河川水質検査結果(BOD)の推移 

資料：京田辺市環境課 
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（３）騒音・振動 

騒音・振動は、日常生活に関わりが深く、その発生源は、自動車の走行、工場・事業所、

建設作業、家庭生活など多岐にわたります。 

本市では、騒音や振動についての苦情件数は少なく、比較的静穏な生活環境にあるも

のといえます。しかし、近年は都市化の進展や交通量の増加などに伴い、身近な生活騒音

や振動の問題が懸念されます。 

 

（４）化学物質 

近年、市民の化学物質に対する関心は高まっています。特にダイオキシン類について

は、日常生活に関わる重要な関心事として捉えられています。本市では、埋立処分施設の

放流水やごみ焼却施設の排出ガスに対してダイオキシン類濃度の測定を実施しています。

調査結果は、全ての地点において排出基準を下回っています。 

 

（５）環境(空間)放射線 

本市では、市民が安心して生活するための環境監視の取組として、環境（空間）放射線

モニタリングを行っています。空間放射線量（γ線）の測定は平成 23 年 10 月から、土

壌の表面汚染（β線）の測定は平成 23 年 11 月から行っています。これまでのところ、

モニタリング結果は、自然界に存在する放射線量の範囲内の数値となっています。 

  

（６）不法投棄 

本市の山間部における道路脇などに、ごみなどの不法投棄が見られます。近年は、生活

ごみの不法投棄が顕著となっており、今後も不法投棄に関する監視や啓発が求められて

います。 

 

（７）野焼き 

建築廃材などの産業廃棄物を野焼きすることは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（以下、廃棄物処理法）」違反となります。廃棄物処理法は平成 13 年度に改正され、廃

棄物の野外焼却が一部の例外(農業者が行う稲わらの焼却など)を除き禁止となりました。 

本市では、「大気汚染」に関する苦情の大半が野焼き行為によるものです。 
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（８）公害苦情件数 

本市における平成25年度の公害苦情は、「不法投棄」に関するものが51件と最も多く、

全体の 37.0%を占めています。次いで「大気汚染(大半が野焼き行為によるもの)」に関す

るものが 15 件で、全体の 10.9%となっています。 

 

 

 

 

  

◆ 公害苦情件数の推移 

資料：京田辺市環境課 
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2.2.3 社会環境 

（１）交 通 

本市の幹線道路は、市内北部を横切る第二京阪道路、市内を南北に縦貫する京奈和自

動車道に加え、府道八幡木津線や山手幹線があり、東西に走る国道 307 号や府道生駒井

手線などがあります。平成 22 年 3 月には第二京阪道路が全面開通し、京都方面・大阪方

面へのアクセスが一層向上しました。さらに、新たな国土軸となる新名神高速道路の建

設も予定されており、今後のさらなる交通ネットワークの整備に伴い、交通流が円滑化

し、交通渋滞の解消などが予想されます。しかし、その一方で、自動車交通量の増加によ

る環境への影響なども懸念されます。 

鉄道としては、京都南部と大阪を結ぶ JR 片町線(学研都市線)、京都と奈良を結ぶ近鉄

京都線が通っており、市の中心部からは京都市内に約 25 分、大阪市内に約 45 分、奈良

市内に約 20 分でアクセス可能となっています。鉄道乗降客数は、平成 16 年度以降年々

増加を続けていましたが、平成 21 年度は若干減少し、以降は横ばいで推移しています。 

バス交通としては、京阪バス株式会社、奈良交通株式会社により路線バスが運行され

ています。京阪バスの乗降客数は、平成 22 年まで年々減少を続けていましたが、以降は

増加しています。 

 

 

 

 

 

  

◆ 路線バス乗降客数（1 日平均）の推移 

資料：京田辺市統計書 

注）各年 4 月 1 日現在 

◆ 鉄道乗降客数（1 日平均）の推移 

資料：京田辺市統計書 
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（２）上水道・下水道 

本市の平成 24 年度末における、上水道による年間総給水量は約 769 万 m3、給水人口は

65,014 人となっており、普及率は 99.4%に達しています。 

また、公共下水道普及率及び処理人口は年々計画的に増加しており、平成 25 年度末現

在で普及率は 97.9%、処理人口は 64,656 人に達しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）廃棄物 

１）ごみ排出量 

本市のごみ排出量は、平成 17 年度以降減少傾向で推移していましたが、平成 23 年度

以降は緩やかな増加傾向となっています。ごみ排出量のうち約 80%は可燃物が占めてい

ます。市民一人当たり 1日平均排出量は減少傾向を示しています。 

本市では「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定し、市民・事業者・市の役割と責

務などを明確にしており、排出抑制のための啓発や分別収集の徹底を行い、ごみの減量

化と資源化に努めているところです。 

 

 

  

◆ ごみ排出量の推移 

資料：京田辺市清掃衛生課 

◆ 公共下水道普及率・処理人口の推移 

資料：京田辺市下水道課 
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２）リサイクルの状況 

  本市におけるごみのリサイクル率は概ね横ばい傾向であり、平成 25 年には 16.0%とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）エネルギー 

本市で使用されている電力と都市ガスの使用量は、緩やかな増加傾向にあります。 

 

 

◆ リサイクル率等の推移 

資料：京田辺市清掃衛生課 

◆ 電力使用量の推移 

資料：京田辺市統計書 

◆ 都市ガス使用量の推移 

資料：京田辺市統計書 
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2.2.4 地域環境 

（１）公園・緑地 

本市には、平成 25 年 4 月現在、150 ヶ所の都市公園や緑地が整備され、その面積は約

38.7ha であり、市民一人当たりの公園面積は約 6m2/人となっています。 

市域全体の約 6 割が緑で覆われています。その内訳は自然林と水田で全体の約 4 割を

占めており、山林を中心として森林資源と木津川沿いに広がる水田などにより構成され

ていることが特徴です。 

 

（２）観光・レクリエーション施設 

本市における主要な観光資源としては、“とんちの一休さん”で有名な酬恩庵一休寺や

国宝十一面観音立像を安置する大御堂観音寺などを挙げることができます。 

その他には天神山縦穴住居跡や飯岡古墳群をはじめとする遺跡があります。 

レクリエーション施設としては、田辺公園や竜王青少年野外活動センターなどの公共

施設と、ゴルフ場などの民間施設があります。 

また、観光ハイキングコースなど、市内の主要な社寺や史跡を経由するコースが各種

設定されており、市民や観光客に利用されています。 

 

（３）景 観 

本市における特色ある風景とし

ては、『京都の自然 200 選』に選ばれ

た「虚空蔵谷の滝」や「飯岡丘陵」、

「草路城跡」があります。また、甘

南備山の山並みや普賢寺地域の農

山村風景、木津川の河川風景なども

挙げることができます。 

これらのように、本市には多様な

景観が存在しており、“ふるさと”

を彷彿させる要因となっています。 

 

  

◆ 普賢寺地域の農山村風景 

◆ 主要な観光施設等の分布図 

資料：京田辺市都市計画マスタープラン改訂版 



- 15 - 
 

2.2.5 地球環境 

 地球規模での環境問題としては、地球温暖化をはじめ、オゾン層の破壊、酸性雨、熱帯

林の減少、野生生物種の減少、海洋汚染、有害廃棄物の越境移動、砂漠化など、さまざま

なものがあります。 

 地球温暖化問題に対応するため、平成 9 年 12 月に「京都議定書」が採択されています。

その中で、我が国は平成 20 年から平成 24 年までの第一約束期間に平成 2年比で 6%削減す

るという数値目標が定められました。また、我が国は平成 25 年から平成 32 年までの第二

約束期間には不参加を表明していますが、将来枠組みの構築に向けた国際的議論に積極的

に貢献していく必要があります。 

 一方、生物多様性の損失に対応するため、平成 22 年に採択された「愛知目標」の達成及

び名古屋議定書の効果的な実施に向け、我が国を含む締約国及び関係国際機関等により取

組が進められています。 

 

地球温暖化対策に関して、市役所では、平成 25 年 3 月に「京田辺市地球温暖化対策実行

計画(第 3 期事務事業編)」を策定し、市内の一事業者として、その事務・事業に係る温室

効果ガス排出状況の把握、効果的な省エネルギーの推進など、排出抑制に向けた取組を行

い、エコオフィス活動を推進しています。この取組を進めるため、平成 21 年度までに本庁

舎及び公共施設において KES(環境マネジメントシステム)ステップ 1を取得、平成 22 年度

に KES ステップ 2を取得し、取組内容の自主的な見直し、推進を行っています。 

また、本市では、平成 25 年 3 月に、京田辺市全域を対象とした「京田辺市地球温暖化対

策実行計画(区域施策編)」を策定し、短期目標として、平成 29 年度における温室効果ガス

排出量を平成 21 年度比で 15%削減することを目指し、太陽光発電などの再生可能エネルギ

ーの導入促進、緑のカーテンの普及促進、ごみの分別収集の徹底、3R 活動の推進などを中

心にさまざまな取組を進めています。  

   

◆ 温室効果ガス排出量の推移 

資料：京田辺市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) 
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2.2.6 環境保全活動への取組状況 

 京田辺市環境基本計画に基づく環境保全活動を推進するため、平成 18 年 2 月 19 日に『き

ょうたなべ環境市民パートナーシップ』が設立されています。 

『きょうたなべ環境市民パートナーシップ』は、市民、学生、事業者及び市が連携・協

働し、環境の保全と創造に向けて取組むことにより、良好な地域の環境の確保と地球環境

保全に貢献することを目的として活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 『きょうたなべ環境市民パートナーシップ』の主な活動事例 

【自然環境分野】 
□ 自然チーム 
・普賢寺地域における里山の保全と環境整備 

（「共育の森」活動） 
・田辺公園一部地域における保全活動 

（「すてきなまちなみ支援制度」登録活動） 
 
【環境美化・まちづくり分野】 
□ てくてく見て歩きの会 
・「エコウォーキング」の開催 
・歴史的景観や「未来に継ぐ古木･希木」等 

の情報を載せた環境マップづくり 
 
□ ゆうゆうサイクルの会 
・市内の自転車利用環境整備 
・イベントを通じた走行ルール･マナーの啓 

発 
 
【省エネルギー分野】 
□ もったいないチーム 
・家庭の省エネルギー･CO2削減の意識啓発 
・学生や自治会など諸団体と協力し、環境 
 意識の高揚を図る取組を実施 

 
【総合企画】 
□ 環境フェスタ in KYOTANABE 
・市民などの環境保全意識の高揚を図るため、各種団体、事業者、 

大学などと市が連携し、幅広く環境をテーマに親子で参加できる 
催しを開催 
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2.3 アンケート調査結果                            

 本計画を策定するにあたり、市民及び事業者の環境に対する意識を把握し、計画内容に

反映させるため、アンケート調査を実施しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 市民アンケート調査結果の概要 

Ｑ. 居住地周辺の地域環境の変化についてどれにあてはまりますか 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ. 居住地周辺の生活環境の変化についてどれにあてはまりますか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ. 重要だと考える環境問題はどれですか 
 

地域環境の現在の状況につい

て、満足との回答が平成 15 年度

時より増えています。 
地域環境の変化について、「悪

くなった」「どちらかといえば悪

くなった」と回答した割合が多い

項目は、「静けさ」、「自然のうつ

くしさ」、「景色の良さ」の順とな

っています。 

重要だと考える環境問題につ

いて、回答の多い順に「生活環境

問題」、「景観問題」、「ごみ問題」

となっています。 
なお、平成 15 年度の調査時と

比べると「エネルギー問題」への

関心が高まっていると考えられ

ます。 

生活環境の変化について、特に

「田畑」、「自然の緑」、「野生の動

物･鳥」が、この 10 年間で少なく

なっていると感じられています。 
一方、「多くなった」「どちらか

といえば多くなった」と回答した

割合が多い項目は、「住宅」、「自

動車の交通量」、「人の往来」の順

となっています。 

（平成 15 年度調査時） 
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Ｑ. 環境保全のために、市（行政）に期待する取組は何ですか 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ. 日常生活の中で、環境保全につながる行動について、日頃の状況はどうですか 
 日常的に実施していると回答した割合は、多い順に「再生品･詰め替え品の利用」、「電気の節

約（節電）」、「買い物袋の持参」となっています。 
今後実施したいと回答した割合は、「環境保全活動への参加」が最も多く、次いで「美化活動」、

「環境に優しい製品の購入」となっています。 

市に期待する取組について、回

答の多い順に「市の率先した環境

保全活動」、「市民に向けた環境情

報の提供」、「条例による規制強

化」となっています。 



- 19 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ. 環境保全のために、市（行政）に期待する取組は何ですか 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ. 環境保全のためにどのような取組ができるとお考えですか 
 
 
 
 

◆ 事業者アンケート調査結果の概要 

市に期待する取組について、回

答の多い順に「太陽光発電などの

再生可能エネルギーシステム設

置の支援」、「環境保全を目的とし

た事業活動へのサポート」、「市の

率先した環境保全活動」となって

います。 

環境保全のため、「ごみの分別やリサイクルなど事業活動の中で手間をかける」、「空調の利

用や自動車の利用を控えるなど快適さや便利さをがまんする」、「環境意識を向上させるため、

従業員に環境教育を行う」ことができると考えられています。 
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2.4 京田辺市の環境特性と課題の抽出・整理                       

 京田辺市の環境に関する現況調査結果を踏まえ、分野別に主な課題をまとめ、以下に示

します。 

 

（１）自然環境 

・本市には甘南備山や木津川をはじめ、里山や農地、ため池等の豊かな自然環境が残っ

ており、こうした自然環境に対する市民の評価は高く、人口増加や都市化が進展して

いる本市において、今後もこれらの自然を守り引き継いでいくことが課題となります。 

・自然環境の実態を把握するため、市民等と連携し、自然観察を定期的に実施する等の

仕組みをつくる必要があります。 

・多様な動植物の生息・生育が見られるものの、外来生物の増加に伴う、在来生物への影

響など、生物多様性への影響が懸念され、外来生物対策が課題となります。 

・農地について、農業者の高齢化や担い手不足が進んでおり、農地の保全と荒廃農地の

拡大を防ぐことが課題となります。 

 

・市民アンケート調査によると、本市の理想像として、「田園環境の美しいまち」、「自然

が豊かなまち」を挙げる市民の割合が高くなっています。 

 ・一方、「田畑」、「自然の緑」、「野生の動物・鳥」が、この 10 年間で少なくなっている

と感じられています。 

・また、タヌキやキツネ、カブトムシ、メダカ等が見られなくなりつつあり、これら身 

近な動物の生息環境を適正に保全していくとともに、こうした身近な動植物に対する

市民の関心を高めていくことも必要であると考えられます。 

 

（２）生活環境 

・山間部における道路脇などに、ごみなどの不法投棄が見られます。また近年は、生活ご

みの不法投棄が顕著となっているため、更なる監視や啓発が必要となります。 

 ・大気汚染(大半が野焼き行為によるもの)に対する苦情は、不法投棄の次に多く、野焼

き行為についての啓発が必要となります。 

 ・大気質及び水質については概ね環境基準を下回っており、これらの維持・向上が望ま

れます。また近年、PM 2.5 等による大気汚染が懸念されているため、情報収集が必要

となります。 

 ・人口増加や都市化の進展、交通量の増加などにより、身近な生活騒音や振動の発生が

懸念され、適切な指導や啓発が必要となります。 

  

 ・市民アンケート調査によると、「住宅」、「自動車の交通量」、「人の往来」が、この 10 年

間で多くなったと感じられています。 

・本市の理想像として、「安心して暮らせるまち」を挙げる市民の割合が高くなっていま

す。 
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（３）社会環境 

 ・市民一人当たりのごみ排出量は減少傾向にあります。今後、更なるごみ減量化の取組

が必要となります。 

 ・リサイクル率は全国平均値よりも低い状況となっており、資源としてのリサイクルの

促進が課題となります。 

 ・近年、電力や都市ガスなどのエネルギーの使用量が緩やかな増加傾向となっており、

節電や省エネルギー化の推進などが課題となります。 

 

・市民アンケート調査によると、平成 15 年度調査時より、「買い物袋の持参」、「電気の

節約」、「再生品･詰め替え品の利用」などの環境保全につながる日常的な行動を実施し

ている市民が増えてきていることがうかがえます。 

 ・また、平成 15 年度調査時より、「エネルギー問題」への市民の関心が高まっています。 

・事業者アンケート調査によると、平成 15 年度調査時より、「省エネ型機器への切り替

え」、「低公害車の導入」、「雨水等の利用」などの省エネルギーのための取組を実施す

る事業者の割合が増えています。 

 

（４）地域環境 

・都市化の進展などにより、身近な自然の緑が減少していることが課題となります。 

 ・歴史・文化について、文化財や古墳群などの歴史資源や文化遺産を守り引き継いでい

くことが必要となります。 

・地域のまちなみ景観や自然景観に配慮し、都市と自然・歴史・文化が調和した京田辺ら

しい風景を保全していくことが必要となります。 

 

 ・市民アンケート調査によると、平成 15 年度調査時より、「景観問題」への市民の関心

が高まっていると考えられます。 

 ・事業者アンケート調査によると、平成 15 年度調査時より、「事業所及び周辺の緑化」

などの環境保全のための取組を実施する事業者の割合が増えています。 

 

（５）地球環境 

 ・地球温暖化問題について、国際社会や国の動きを見ながら、中長期的な温室効果ガス

の削減目標に向かって、市としての取組を進めていくことが必要となります。 

 ・地球温暖化問題について、市民及び事業者、市が、その重要性を認識し、それぞれの

立場から取組を進め、各主体が一体となった取組を進めていくことが必要となります。 

 ・節水や節電、省エネルギー機器の導入、公共交通機関の利用などを促進し、省エネル

ギー化を推進していくことが必要となります。 

 ・温室効果ガス削減のため、省エネルギー化を推進すると同時に、太陽光発電をはじめ

とする再生可能エネルギーの利用を推進していくことが必要となります。 

 

・事業者アンケート調査によると、事業者は市に対し、「太陽光発電などの再生可能エネ

ルギーシステム設置の支援」などの事業活動のサポートを期待しています。 
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（６）環境活動 

 ・本市の環境を守り、将来に引き継いでいくためには、現在の子どもたちへの環境教育

や環境学習を推進していくことが必要となります。 

 ・高齢化が進んでおり、環境活動の取組にあたり、地域固有の知恵を持つ高齢者などを

活用することが重要となります。 

・環境活動の取組について、市民及び学生、事業者と市との連携が不足していることが

課題となります。 

 ・環境活動の取組について、市民団体やボランティア団体などの各団体間で横の連携が

図られていないことが課題となります。 

 ・連携した環境活動を進めるにあたり、一定のルールと仕組みをつくることが必要とな

ります。 

 ・環境活動を積極的に推進させていくため、環境活動の拠点となる場や交流の場などに

関する情報の発信や提供、共有を促進していくことが必要となります。 

  

・アンケート調査によると、市民は市に対し、「市の率先した環境保全活動」、「市民に向

けた環境情報の提供」を求めており、事業者は市に対し、「環境保全を目的とした事業

活動へのサポート」を求めています。 

・また、市民は事業者に対し、「事業者の率先した環境保全活動」、「市民と事業者が協働

した活動」を求めています。なお同様に、事業者は市民から、「市民と事業者が協働し

た活動」、「事業者の率先した環境保全活動」が求められていると考えています。 

 


