
  

51 

第
４
章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 第 4 章 環境施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

52 

第
４
章 

4-1 施策の体系 

図表 4-1： 施策体系 
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4-2 施策の展開 

 

 

 

1-1 生物多様性の保全と向上 
自然の恵みを将来にわたって享受できる自然共生社会を実現するため、多様な動植

物が生息・生育できる環境を保全し、生物多様性の保全を図ります。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

多様な動

植物の生

息・生育

環境の保

全 

自然環境調査の実施

や希少野生動植物の

保護など、本市に生

息・生育する多様な動

植物の保全に関する

取組を推進します。 

・自然環境調査を実施し、市内に生息・生育する

動植物の現状把握に努めます。 

・多様な生き物の生息空間の創出のため、自然環

境の保全・再生に努めます。 

・動植物の保全について市民への意識啓発に努め

ます。 

・関係機関や市民団体などの協力を得ながら、京

都府レッドデータブックに掲載されている希少

野生動植物の保護に努めます。 

・関係機関と連携し、京都府外来生物対策マニュ

アルに基づき、外来生物対策を実施します。 

・園芸種やペットなどの適正な飼育や望まれない

繁殖の防止を啓発します。 

里山の保

全 

市民・事業者・市の協

働による里山の保全

を推進することなど

により、身近にふれあ

える緑の保全と創出

を図るとともに、動植

物の生息・生育環境の

確保に努めます。 

・人と自然とがふれあえる場・機会となる里山の

整備を推進します。 

・管理放棄された里山や竹林の適正な維持管理に

関して、啓発に努めます。 

・枯れ木の伐倒などによるナラ枯れ・マツ枯れ被

害の防止に努めます。 

・里山保全の活動場所として、地権者などに対し、

里山保全の理解と協力を求め、市民による保全

活動の促進を図ります。 

・甘南備山など市民による里山保全活動を支援し

ます。 

水辺環境

の保全 

市民が身近に自然と

ふれあえる場として

親水性の高い水辺環

境の創出や、生物の生

息環境の場としての

水辺環境の整備など、

水辺環境の保全に関

する取組を推進しま

す。 

・親水空間の確保や緑道の整備を行い、水と緑の

ネットワークの整備を推進します。 

・親水性に配慮した河川の整備・改修・管理を推

進します。 

・河川・水路の環境美化に関する意識を啓発し、

市民との協働による美化活動を推進します。 

・水辺の生き物調査や河川に親しむイベントの実

施に努めます。 

多様な生き物が暮らす豊かな自然を守り引き継ぎ、 
                 人と自然が共生するまち 

基本目標１ 
   自 然 環 境 
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●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・自然環境調査に協力しましょう。 

・身近な動植物に対する理解を深め、そ
の生息・生育環境を大切にするよう心
がけましょう。 

・園芸種やペットなどを適正に飼育管理
しましょう。 

・里山は市民全体の貴重な財産であると
いう認識を持ちましょう。 

・里山管理などのボランティア活動に参
加・協力しましょう。 

・河川・水路の環境美化活動に参加しま
しょう。 

・水辺の生き物調査や河川に親しむイベ
ントに参加しましょう。 

・社会貢献活動の一環として、希少野生
動植物の保護管理など、生物多様性の
保全に協力しましょう。 

・モデルフォレスト運動を推進しましょ
う。 

・所有する里山や竹林の適正な維持管理
に努め、保全活動に積極的に協力しま
しょう。 

・河川・水路の環境美化活動に参加しま
しょう。 

 

 

 

 

 

  

◆ モデルフォレスト運動 ◆ 

京都の森を守り育むことを目的に、地域・企業・行政
が協働し、森林の利用保全活動に取り組む運動です。 
本市では、平成 24（2012）年 11 月に、甘南備山の森

を守る取組に関して、京セラ株式会社、京セラ労働組合、
公益社団法人薪甘南備山保存会、公益社団法人京都モデ
ルフォレスト協会、京都府と「森林の利用保全に関する
協定」を締結しました。 出典：京都モデルフォレスト協会 HP 

図表 4-2：甘南備山治山事業 図表 4-3：水辺の散策路環境整備事業 

図表 4-4：アライグマ 

出典： 

野生鳥獣被害防止マニュアル 

（農林水産省） 

図表 4-5：アライグマによるスイカの被害 

図表 4-6：間伐作業 
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1-2 農地の保全・利活用と環境保全型農業の促進 

農地は、食料を生産する場としてのみでなく、水源のかん養や自然環境の保全、良

好な景観の形成など多面的機能を有することから、農地の保全や荒廃農地の防止に努

めるとともに、農業と環境保全との共生を推進し、田園環境の保全を図ります。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

農地の維持

及び荒廃農

地の防止 

農地の重要性の啓

発や農業の振興な
ど、農地の維持や
荒廃農地の防止に
関する取 

組を推進します。 

・農地が有する多面的機能などの農地の重要性につ
いて、市民への意識啓発に努めます。 

・京都モデルファーム運動など農地の活用を目的と
した取組を推進します。 

・レモンプロジェクトなど荒廃農地の解消を目的と
したモデル事業や農業経営の改善、農業後継者・
新規就農者の育成を支援します。 

・農地の適正利用や荒廃農地の減少のため、所有者
への指導などを実施します。 

・農業基盤整備や農業用施設の更新などを計画的に
推進します。 

・イノシシなど有害鳥獣による農業被害の防止に努
めます。 

環境保全型

農業の促進 

地元農産物の消費
促進や減農薬・有
機栽培の普及な
ど、環境保全型農

業の促進に関する
取組を推進しま
す。 

・地元農産物を使用した保育所・学校給食の推進や
地元農産物の販売を支援します。 

・環境に配慮した減農薬や有機栽培の普及・拡大を
促進します。 

●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・農地が有する多面的機能に対する理解
を深め農地の重要性に関心を高めまし
ょう。 

・イノシシなどによる農業被害の防止を
地域ぐるみで進めましょう。 

・地元で採れた農産物や加工品を積極的
に購入し、地産地消を進めましょう。 

・減農薬や有機栽培で作られた農作物な
どを購入することにより、消費者とし
て環境に配慮した農業を応援しましょ
う。 

・京都モデルファーム運動など農地の活用
を目的とした取組に参加しましょう。 

・地元消費者との交流を推進しましょう。 

・農業の振興に努めるとともに、農地など
の田園環境を保全しましょう。 

・環境への負荷低減に配慮した、減農薬・
有機栽培などの環境保全型農業を推進し
ましょう。 

・地元で採れた農産物や加工品を積極的に
購入し、地産地消を進めましょう。 
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1-3 都市緑化と緑地保全の推進 

都市の緑化や緑地の保全を進め、一人ひとりが環境美化を意識し、良好な居住環境

の保全を図ります。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

都市緑化の

推進と緑地

の保全 

建物や敷地周辺の
緑化など、都市の
緑化や緑地の保全

に関する取組を推
進します。 

・水辺や緑に親しみながら、ウォーキングによる健
康づくりを進めるため、水辺の散策路環境整備を
進めます。 

・緑とふれあえる公園や緑地の整備を推進します。 

・開発事業などの際、緑化を指導します。 

・街路樹の整備や公共施設への植栽など緑化を推進
します。 

・一般住宅等への生垣設置奨励など、地域緑化を支
援します。 

・公園・緑地の日常的な維持管理への市民参画を促
進します。 

・緑化に関するイベントや講習会を開催し、緑化へ
の意識啓発を図ります。 

●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・庭やベランダでのガーデニング、生垣の
設置など、建物や敷地周辺の緑化に努め
ましょう。 

・緑化に関するイベントや講習会に積極的
に参加し、緑化への理解と実践に努めま
しょう。 

・公園や緑地での身近な緑とのふれあいを
通じて、緑の重要性の認識を深めましょ
う。 

・工場や事業所、商店などの敷地内で花
や樹木を育て、緑化に努めましょう。 

・開発事業などの際、緑化に努めましょ
う。 

・緑化運動や緑の保全活動に積極的に参
加しましょう。 

 

  

図表 4-7：レモンプロジェクト 図表 4-8：有害鳥獣防護柵設置事業 図表 4-9：地元産野菜を使用した学校給食 
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2-1 良好な生活環境の保全 
騒音・振動、有害化学物質、大気汚染などの発生防止など、良好な生活環境の保全

に関する取組を推進します。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

良好な生活

環境の保全 

騒音・振動、有害
化学物質、大気汚

染、土砂崩壊・流
出などの発生防止
など、良好な生活
環境の保全に関す
る取組を推進しま
す。 

・騒音や振動を調査するとともに、必要に応じて指
導などを行います。 

・水銀添加廃棄物などの適正な処理を啓発します。 

・関係機関と連携し、大気汚染や有害化学物質など
に関する情報を収集し、市民・事業者への情報提
供に努めます。 

・事業所と公害防止や環境保全に関する協定を締結
し、大気汚染や騒音などの環境汚染の未然防止に
努めます。 

・土採取や埋立等の行為に対して適正化を図り、土
砂等による災害の防止、生活環境の保全に努めま
す。 

野焼きの防

止 

野焼きの防止に関
する取組を推進し
ます。 

・政令で定める廃棄物（農林業を営むためにやむを
得ないもの等）以外の野焼きについて意識啓発に
努めます。 

・環境パトロール車による監視を強化します。 

・野焼き行為への指導を強化します。 

あき地・空

家の適正管

理 

あき地・空家の適
正管理に関する取
組を推進します。 

・「京田辺市あき地の除草等に関する条例」や「京田
辺市空家等対策計画」に基づき、対策を進めます。 

・「空き家・空き室バンク」や無料相談会により、空
家・空き室の活用等を進めます。 

・雑草が繁茂するあき地について、適正管理のため
の指導を行います。 

●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・騒音や振動など、日常生活に起因す
る公害の低減に向け、一人ひとりが
意識を持って行動しましょう。 

・小型家電を捨てる際は、市施設に設
置されている回収ボックスに排出す
るなど、リサイクルに協力しましょ
う。 

・所有する土地などについて、雑草の
繁茂など周辺の迷惑にならないよう
に、適正な維持管理に努めましょう。 

・事業活動に伴う騒音・振動、有害化学物
質、大気汚染物質について、規制基準・
排出基準などの遵守を徹底しましょう。 

・市との公害防止や環境保全に関する協定
を締結することにより、大気汚染や騒音な
どの環境汚染の未然防止に努めましょう。 

・違法な野焼きは行いません。 

・所有する土地などについて、雑草の繁茂
など周辺の迷惑にならないように、適正
な維持管理に努めましょう。 

誰もが安全で安心して暮らせる良好な生活環境を築くまち 
基本目標２ 

   生 活 環 境 
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2-2 環境美化の促進と不法投棄の防止 

環境美化の促進、不法投棄の防止など、生活環境の保全に関する取組を推進します。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

環境美化の

推進 

環境美化に関する
取組を推進しま
す。 

・区・自治会や各種団体などによる地域の美化活動
を支援します。 

・ごみのポイ捨てやペットの糞の放置などをなくす
ため、ルール・マナーの向上を図ります。 

・京田辺市すてきなまちなみ支援制度など行政と市
民が協働して取り組むアダプト・プログラムの活
用による地域の環境美化活動を支援します。 

・環境美化に対する市民の意識高揚を図るため、定
期的に市民一斉清掃を行います。 

不法投棄の

防止 

不法投棄の防止に
関する取組を推進
します。 

・不法投棄について意識啓発に努めます。 

・環境パトロール車による監視を強化します。 

・不法投棄監視カメラや啓発看板の設置、また不法
投棄されにくい環境の整備などを推進します。 

・所有者などに土地の適正管理による不法投棄の未
然防止を呼びかけます。 

●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・区・自治会や各種団体などによる美化活
動に参加しましょう。 

・ごみのポイ捨てやペットの糞の放置など
は行いません。 

・京田辺市すてきなまちなみ支援制度など
行政と市民が協働して取り組むアダプ
ト・プログラムによる地域の環境美化活
動に参加しましょう。 

・市民一斉清掃に参加し、環境美化に対す
る認識を深めましょう。 

・ごみのポイ捨てや家電製品などの不法投
棄、また違法な野焼きは行いません。 

・不法投棄の防止・監視、通報に協力しま
しょう。 

・所有地を適正に管理し、不法投棄の未然
防止に努めしょう。 

・地域の環境美化活動に参加・協力しま
しょう。 

・廃棄物などの不法投棄は行いません。 

・不法投棄の防止・監視、通報に協力し
ましょう。 

・所有地を適正に管理し、不法投棄の未
然防止に努めしょう。 
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2-3 水資源の保全 

水質汚濁防止対策の推進、雨水の有効活用など、水資源の保全に関する取組を推進

します。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

水質汚濁防

止対策の推

進 

河川などの公共用
水域の水質保全、
土壌・地下水の汚
染防止など水質汚
濁防止対策を推進
します。 

・公共下水道への接続を促進します。 

・河川水質検査を継続的に実施し、水質汚濁防止の
ための監視に努めます。 

・関係機関と連携し、土壌汚染防止の啓発に努め、
適切な措置・指導を行います。 

・地下水の適正利用・管理を啓発します。 

・事業所と公害防止や環境保全に関する協定を締結
し、水質汚濁や土壌汚染などの未然防止に努めま
す。 

水資源の保

全 

雨水の有効利用や
地下浸透など、水
資源の保全に関す
る取組を推進しま
す。 

・雨水の有効利用への意識啓発や情報の提供を行い
ます。 

・歩道などに透水性舗装を施し、雨水の地下浸透に
努めます。 

・雨水の貯留・浸透能力を有する森林や農地の保全
に努めます。 

●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・公共下水道への未接続家屋等は、早期
に接続しましょう。 

・生活排水による水質の悪化など、日常
生活に起因する公害の低減に向け、廃
油対策を心がけるなど一人ひとりが意
識を持って行動しましょう。 

・地下水の適正利用・管理を心がけまし
ょう。 

・敷地内に雨水タンクを設置するなど、
雨水の有効利用を心がけましょう。 

・雨水浸透桝の設置や敷地内に土壌面を
確保するなど、雨水の地下浸透を心が
けましょう。 

・造成や建築に際し、水辺環境に配慮しま
しょう。 

・事業活動に伴う排水・汚染水などについ
て、排水基準を遵守し、適正な管理を行
いましょう。 

・市との公害防止や環境保全に関する協定
を締結することにより、水質汚濁や土壌
汚染などの環境汚染の未然防止に努めま
しょう。 

・敷地内に雨水タンクを設置するなど、雨
水の有効利用を心がけましょう。 

・雨水浸透桝の設置や敷地内に土壌面を確
保するなど、雨水の地下浸透を心がけま
しょう。 

・敷地を舗装するときは、透水性舗装の導
入を検討しましょう。 
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3-1 ごみの発生抑制及び再使用（リユース）の促進 

京田辺市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画に基づき、環境負荷の少ない循環型社会づ

くりの推進などを図ります。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

廃棄物の発

生・排出抑

制 

ごみの減量化や生
ごみの再生利用・
排出抑制など、廃
棄物の発生・排出
抑制の取組を推進
します。 

・ごみの減量化・発生抑制(リデュース)を推進する
ため、ごみ問題に関する意識啓発に努めます。 

・生ごみ処理容器などの購入費用に対する補助金交
付を推進し、生ごみの再生利用・排出抑制を推進
します。 

・マイバック運動やレジ袋の削減など、容器包装の
削減などを推進します。 

食品ロスの

削減 

買い物や調理時の
工夫により、食品
ロスの削減を進め
ます。また、食品
ロスについては、
その有効活用を進
めます。 

・フードバンクや子ども食堂等を活用した余剰食品
の有効活用について、関係機関と連携して食品ロ
ス削減の取組を推進します。 

・家庭から出る生ごみを減らすため、食品ロスに関
する意識啓発に努めます。 

・量り売りや小量販売、食べ残し防止運動などの取
組を推奨し、食品ロスに関する意識啓発を推進し
ます。 

・京都府の実施している「食べ残しゼロ推進店舗」
認定制度や、京都府食品ロス削減府民会議に協力
し、本市における食品ロス削減を推進します。 

プラスチッ

クの削減 

プラスチック製品
の散乱防止等及び
容器包装分別収集
を促進します。 

・プラスチック製品の散乱による自然や生物への影
響、容器包装プラスチックの分別排出による CO2

削減効果等の情報提供を進めるなど、意識啓発を
推進します。 

・近年、課題となっているマイクロプラスチックに
よる海洋汚染等を防ぐため、プラスチックごみの
散乱防止や、マイクロビーズ含有製品の使用抑制
を促進します。 

・市の会議やイベント等では不要なペットボトルの
利用の削減やポイ捨てを防止するため、マイボト
ルの普及を推進します。 

・市の事業等で取り扱うプラスチック製品につい
て、使用削減を進めるとともに自然環境中で分解
されるプラスチック代替素材やほかの素材への転
換を検討します。 

 

  

 循環型社会を形成し、環境にやさしいまち 
基本目標 3 

   社 会 環 境 
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●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・日常生活においてごみを出さない工夫を
しましょう。 

・生ごみ処理容器などを設置し、生ごみの
堆肥化・有効活用を進めましょう。 

・買い物にはマイバックを持参し、できる
限り簡易包装の商品を選びましょう。 

・ごみの減量を心がけ、レジ袋の有料化
や過剰包装の自粛、できる限りごみの
出ない商品づくりなどに努めましょ
う。 

・生ごみ処理容器などを設置し、生ごみ
の堆肥化・有効活用を進めましょう。 

3-2 分別排出・リサイクルの促進 

3Ｒ(リデュース、リユース、リサイクル)を実践し、環境負荷の少ない循環型社会

づくりの推進などを図ります。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

資源の再使

用及び再生

利用の促進 

分別排出の推進や集
団回収の促進など、
リサイクルの促進を
図ります。 

・ごみ分別・出し方ガイドブックなどによる啓発
を行い、ごみの分別収集を推進します。 

・近年、分別を始めたプラスチック容器包装や、
紙ごみについて、分別排出の徹底を呼びかけ、
実施を促します。 

・市民の自主的なリサイクル活動を支援するとと
もに、再生資源集団回収事業を推進します。 

・イベントなどを開催し、ごみの減量化・資源化
に関する意識啓発に努めます。 

・京田辺エコパークかんなびによる再使用(リユ
ース)の取組を促進します。 

・グリーン購入を推進します。 

・剪定樹木の資源化、リサイクルを促進します。 

●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・家庭においてごみ分別・出し方ガイド
ブックなどを参考に、ごみの分別収集
を徹底しましょう。 

・不要品の再使用など、リユースの取組
を進めましょう。 

・詰め替え可能な商品やリサイクル商品
を選んで購入しましょう。 

・地域において再生資源集団回収などの
取組を促進しましょう。 

・ごみの分別化を徹底し、資源の有効利用
を進めましょう。 

・リサイクル品の回収・資源化を進めまし
ょう。 

・リユースの取組に協力しましょう。 

・グリーン購入を推進しましょう。 

・発生抑制・有効利用を進めましょう。 
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3-3 環境負荷の小さいごみ処理の推進 

環境負荷の小さいごみの適正処理を推進し、環境負荷の少ない循環型社会づくりを

推進します。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

ごみの適

正処理の

推進 

ごみの適正排出を推
進します。 

・発生抑制、再使用、再生利用の優先順位を踏ま
えてごみ減量・資源化に取り組みますが、それ
でもなお残ったごみについては適正処理が必要
です。適切な分別排出が行われるよう指導する
ことを通じて、家庭系ごみの適正排出の徹底を
図ります。 

・許可業者と連携し、事業系ごみの適正排出の徹
底を図るとともに、搬入時の展開検査の拡大を
図ります。 

・多量排出事業者に対する、減量指導を推進しま
す。 

ごみ処理

施設の整

備の推進 

枚方市と協力し、環
境に配慮した新たな
焼却施設の整備を進
めます。 

・老朽化が進む甘南備園焼却施設の更新に際し、
枚方市及び枚方京田辺環境施設組合と連携し、
広域処理施設の整備を進めます。 

・施設整備に当たっては、環境保全を最も重視し
た上で、資源やエネルギーの有効利用、長期間
の安定稼働、経済性などを考慮し、安全・安心
な施設整備を進めます。 

・最終処分量を削減し、最終処分場の延命を図り
ます。 

●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・分別排出ルールに従い、適正排出に努
めましょう。 

・ポイ捨てをしないよう心がけるととも
に、美化活動に取り組みましょう。 

・事業系ごみは許可業者に収集を依頼し、
適正排出に努めましょう。 

・可燃ごみの中に、古紙や飲料容器などの
資源物を混入せず、資源化するよう努め
ましょう。 

・事業所の周りの美化活動や、公園等の美
化活動に取り組みましょう。 
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4-1 歴史・文化遺産の保存・活用 

古い歴史・文化により培われてきた多様な景観を有する美しいまちを維持し、魅力

的な地域を守り引き継いでいくため、市内にある歴史・文化遺産を保全し、地域固有

の歴史・文化の保全を図ります。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

歴史・文化

遺産の保

存・活用  

郷土意識の高揚な
ど、歴史・文化遺
産の保存・活用を
推進します。 

・市内の歴史・文化遺産を調査・研究し、保存・整
備に努めます。 

・緑豊かな憩いの場として、古墳など遺跡の保存・
整備に努めます。 

・日本遺産や一休とんちロードなど、歴史・文化遺
産を観光資源として活かした地域の魅力づくりに
努めます。 

・歴史・文化に関する情報を広報や環境マップなど
で提供し、市民の郷土意識の高揚を図ります。 

●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・歴史・文化遺産の保存、活用、継承に
協力しましょう。 

・地域の歴史や文化に関心を持ち、郷土
意識の高揚を図りましょう。 

・地域の伝統行事や文化活動に参加しま
しょう。 

・地域の歴史や文化に配慮したまちづくり
に協力しましょう。 

・市内の遺跡や文化財などの調査、保全に
協力しましょう。 

・地域の伝統行事や文化活動に協力しまし
ょう。 

 

 

 

  

 都市と自然・歴史・文化が調和し、 
美しく多様な景観を守り育むまち  

基本目標４ 

   地 域 環 境 

図表 4-10：一休とんちロード 
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4-2 景観の保全・創出 

古い歴史・文化により培われてきた多様な景観を有する美しいまちを維持し、魅力

的な地域を守り引き継いでいくため、市内にある自然景観を保全し、地域固有の景観

の保全を図ります。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

景観の保

全・創造  

自然と調和した
景観や都市景観
の保全、創造に
関する取組を推
進します。 

・優良な市街地環境の保持及び美観上の配慮を図り
ます。 

・京田辺の美しく多様な景観が保全されるよう、意
識啓発を図ります。 

・本市の特色ある景観を有する甘南備山の風景や普
賢寺地域の農山村風景、木津川の河川風景などの
保全に努めます。 

・農地や里山、竹林の適正な管理について指導・啓
発を図ります。 

●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・地域のまちなみ景観や自然風景に配慮
し、良好な景観を保全・創造する取組に
協力しましょう。 

・本市の特色ある景観について関心を高
め、景観の保全に協力しましょう。 

・ 地域のまちなみ景観や自然風景に配慮
し、良好な景観を保全・創造する取組
に協力しましょう。 

・ 屋外広告物などはルールを守って掲示
しましょう。 

 

 

 

  

図表 4-11：普賢寺地域の農村風景 図表 4-12：虚空蔵谷川の桜並木 
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5-1 省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの普及促進 

京田辺市地球温暖化対策実行計画に基づき、地球温暖化を防止するため、省エネル

ギーの推進や再生可能エネルギーの活用などにより、温室効果ガスの排出量を削減し、

地球温暖化対策の取組を推進します。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

省エネルギ

ーの推進 

事業活動や日常生
活において省エネ
ルギーに関する取
組を進めます。 

・市内の一事業者として、省エネルギーに配慮した
事業活動に率先して取り組みます。 

・省エネルギー性能の優れた製品の購入や、燃料電
池・高効率給湯器・高効率照明などを進め、省エ
ネに配慮した生活スタイルの普及を図ります。 

・省エネルギー性能の優れた設備やエネルギー効率
の高い設備を導入するなど、省エネに配慮したビ
ジネススタイルの普及を促します。 

再生可能エ

ネルギーの

活用 

太陽光発電システ
ムの導入促進な
ど、再生可能エネ
ルギーの活用を推
進します。 

・公共施設への太陽光発電システムなどの導入を推
進します。 

・家庭や事業所への太陽光発電の導入等を啓発し、
再生可能エネルギーの普及を促進します。 

・きょうたなべ環境市民パートナーシップとともに、
再生可能エネルギーに関する普及啓発に努めま
す。 

・一方、市内における大規模な太陽光発電施設の整
備に関しては、本市の自然豊かな景観の保全に留
意するとともに、里山や農地などの既存の土地利
用等を阻害することのないように、その普及を進
めます。 

環境に配慮

した建物の

普及促進 

住宅や工場・事務
所などの低炭素化
を進めます。 

・工場、事務所、店舗へのエネルギー管理システム
の導入を進めることにより、工場や事業所で使用
するエネルギーの見える化、効率化を進めます。 

・住宅への HEMS や燃料電池システムの導入を促進
し、省エネに配慮した暮らしを促進します。 

・建物の断熱化等の効果に関する情報提供を強化
し、省エネ建築物の普及を促進します。 

・緑のカーテンの設置など、緑化対策を推進します。 

 

  

 低炭素社会を実現し、地球環境への負荷が少ないまち  
基本目標５ 

   地 球 環 境 
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●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・省資源、省エネルギー型の生活スタイ
ルに転換し、日常生活から排出される
温室効果ガス排出量の削減に努めまし
ょう。 

・省エネガイドブックや環境家計簿など
のツールを活用し、省エネ行動を心が
けましょう。 

・自宅などの建築やリフォームの際に
は、省エネ住宅や太陽光発電システム、
燃料電池システム、高効率照明などの
導入に努めましょう。 

・HEMS などのエネルギー管理システム
の導入を検討しましょう。 

・エコドライブの推進や、低燃費・低公
害車の導入に努めましょう。 

・緑のカーテンの設置などに努めましょ
う。 

・工場、事業所からの温室効果ガス排出量
の削減に努めましょう。 

・環境マネジメントシステムの導入に努め
ましょう。 

・事業活動を見直し、電気、ガス、ガソリ
ン、水道水などの節約に努めましょう。 

・事業所などの建築やリフォームの際に
は、省エネルギー型の建物や太陽光発電
システム、燃料電池システム、高効率照
明などの導入に努めましょう。 

・BEMS などのエネルギー管理システムの
導入を検討しましょう。 

・エコドライブの推進や、低燃費・低公害
車の導入に努めましょう。 

・緑のカーテンの設置などに努めましょ
う。 

・住宅販売店では、省エネ性能の高い住宅
の導入を促しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 4-13：中部住民センターに設置されている太陽光パネル 



  

67 

第
４
章 

5-2 気候変動に備えたまちづくり・くらしの推進 

低炭素社会の構築に向け、エネルギーを効果的、効率的に利用できるまちづくりや

生活スタイル、ビジネススタイルの普及に取り組みます。また、エネルギー消費の少

ない交通手段の利活用を促し、エネルギーを効率的に利用するまちづくり、くらしを

推進します。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

地球温暖

化に関す

る意識の

向上 

意識啓発や温室効
果ガス排出量の削
減など、地球温暖
化対策を推進しま
す。 

・地球温暖化問題に関する意識啓発に努めます。 

・京田辺市地球温暖化対策実行計画に基づき、温室
効果ガス排出量の削減を図ります。 

・事業者への環境マネジメントシステムの導入を促
進します。 

環境負荷

の少ない

交通手段

の普及促

進 

公共交通機関やエ
コな乗り物等の利
用を促進します。 

・バスや電車などの公共交通機関の利用を促します。 

・鉄道事業者やバス事業者と連携し、公共交通の利
便性向上を図ります。 

・レンタサイクルの普及やレンタサイクルに関する
情報を発信します。 

・エコカーや自転車等、環境負荷の少ない乗り物の
利用を促します。 

・自転車を活用した地域づくりを推進します。 

●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・地球温暖化問題について学び、自分で
できることを実践していきましょう。 

・環境イベントなどに参加し、再生可能
エネルギーに関する理解を深めましょ
う。 

・宅配便を1回で受け取るために、時間
帯指定や宅配ボックスの活用などを心
がけましょう。 

・公共交通機関や徒歩への転換、エコな
乗り物の積極的な利用を心がけましょ
う。 

・社内研修などを通じて、地球温暖化問
題への認識を深めましょう。 

・公共交通機関や徒歩への転換、エコな
乗り物の積極的な利用を心がけましょ
う。 
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5-3 気候変動への適応策の推進 

低炭素社会を築くためには、地球温暖化の影響をくい止め、和らげる「緩和策」に

加えて、地球温暖化によって既に起こっている影響に適応する「適応策」も重要です。

特に、本市に深く関係すると見込まれる、農業や防災、健康等の分野での対策を重視

します。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

適応策に

ついての

情報提供

・意識啓

発  

気候変動や適応
についての情報
提供や意識啓発
に取り組 みま
す。 

・気候変動とその適応についての情報提供や意識啓
発を進めることにより、適応に関する意識の向上
と気候変動に備えた行動を促します。また、必要
に応じて、気候非常事態宣言を行うなど、地域全
体で必要な時期に適切な行動が行われるよう、取
組を喚起します。 

・地域の関係者と連携し、地域での適応策の実施に
取り組みます。 

個別の適

応策の推

進  

防災、農業、健
康など、本市で
課題になると見
込まれる分野に
ついて、適応策
を検討し、推進
します。 

・気候変動に起因する集中豪雨等による氾濫被害等
を防ぐため、被害予測やその適応策の実施に取り
組みます。また、ハザードマップの配布や防災訓
練の実施等を通じて、平時から自然災害や防災・
減災に関する意識を高めます。 

・熱中症等について、空調の活用や体調把握などの
予防に関する情報を広く提供し、意識の醸成を図
ります。 

・市内の特産品であるお茶等について、気候変動に
よる影響評価を進めるとともに、府等と協力して、
品種改良や適地造成等の適応策を検討します。 

●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・気候変動に伴い、今後増加すると見込
まれる自然災害に備えるため、家庭内で
の災害備蓄や、災害時の行動訓練の実施
など、防災に関する準備を高めるよう努
めましょう。 

・気候変動に伴い今後発生する自然災害
に備え、事業所施設の安全性について
確認し、必要な対策を進めましょう。 

・災害時に従業員等が適切な行動をとれ
るよう、定期的な訓練の実施や行動マ
ニュアル作成などの取組を進めまし
ょう。 
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6-1 環境教育・環境学習による環境行動や実践の推進 
本市の自然環境を保全し、身近な自然環境への関心を高めるため、自然観察会や自

然体験活動を推進するとともに、環境に対する責任や役割について理解・認識を深め

るために、環境教育・環境学習による環境行動や実践の推進を図ります。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

自然観察

会・自然

体験活動

の推進  

自然とふれあえるき
っかけとなる場や機
会を創出することに
より、自然環境への関
心を高めるための取
組を推進します。 

・人と自然とがふれあえる場・機会を創出する
ため、市民活動団体と協働により自然観察会
を開催します。 

・自然体験が不足している子どもたちのため、
自然体験活動を推進します。 

・本市の自然を活用し、自然とふれあえる場と
して、公園や緑地などの整備を進めます。 

環境教育

・環境学

習の推進  

学校や地域における
環境教育・環境学習を
推進します。 

・市内の森林や河川などの豊かな自然を生きた
教材と位置づけ、環境教育・環境学習の場と
しての活用を進めます。 

・保育所・幼稚園や小・中学校において、環境
教育・環境学習を推進します。 

・環境教育・環境学習のプログラムや教材とし
て、京田辺独自の環境についての教育・学習
する内容など、充実を図ります。 

・甘南備山などの市内の優れた自然環境保全に
ついて、市民への啓発を図ります。 

・きょうたなべ環境市民パートナーシップとと
もに環境に関する市民講座や出前講座などの
イベントを開催します。 

●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・河川や森林など、身近にある自然環境
への関心を高めるとともに、自然とふ
れあえる場の整備に参加・協力しまし
ょう。 

・地域における環境教育・環境学習に参
加・協力しましょう。 

・自然観察会や自然体験活動などの催し
に参加し、自然環境保全の大切さを体
験しましょう。 

・環境に関する市民講座やイベントなど
に積極的に参加しましょう。 

・家庭内で環境問題について話し合う機
会をつくるなど、子どもとともに環境
の大切さを学びましょう。 

・自然環境の保全のためのボランティア活
動に積極的に参加するとともに、市や市
民が行う保全活動に参加・協力しましょ
う。 

・所有する森林などを適正に維持管理しま
しょう。 

・環境に関する研修会などへ参加しましょ
う。 

・環境教育・環境学習の場として、事業所
施設などを提供しましょう。 

・市民や子どもたちの環境教育・環境学習
に協力しましょう。 

・地域における環境教育・環境学習に参
加・協力しましょう。 

 全ての人々が参加・行動し、豊かな環境を守り引き継ぐまち 
基本目標６ 

   環 境 活 動 
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6-2 市民・事業者・大学との協働の推進 
環境保全活動を推進し、情報を収集・提供することにより、市と市民及び学生、事

業者との協働を図ります。 

●市の取組 

施策 内容 具体的な取組 

協働による

環境保全活

動の推進 

市民・事業者・市
の協働による環境
保全活動に関する
取組を推進しま
す。 

・市民・事業者・市が協働できる環境を整備します。 

・環境団体間の交流やネットワークづくりを推進し
ます。 

・市内に大学が立地している特性を活かし、産学官
連携による取組を推進し、学生や研究者を含めた
地域全体の連携を強化します。 

・市内で取り組まれている様々な活動を企画・支援
するとともに、活動に取り組む市民や事業者など
のとりまとめ・調整役となるコーディネターとし
ての役割を果たすよう努めます。 

・既存の施設を有効活用し、環境保全活動の場の提
供に努めます。 

・市民や団体による環境保全活動を支援します。 

環境情報の

収集・提供 

様々な媒体を通じ
た環境情報の収
集・提供などに努
めます。 

・関係機関などと連携し、情報の収集に努め、市民
・事業者などに提供します。 

・環境に関する催しなどを開催し、情報の収集・提
供、交換に努めます。 

・市の広報やホームページなどを利用して、環境に
関する情報を市民や事業者に広く提供します。 

・京田辺市 e モニターなどを活用し、市民から環境
に関する情報を広く収集するとともに、情報の交
換・発信を促進します。 

環境活動を

実践する人

材の育成 

環境に関する情報
提供や環境学習・
環境教育を充実
し、環境にやさし
い人を育みます。 

・環境に関する情報や学習機会、学習の場の提供と
ともに、環境教育を担う人材の育成を図り、継続
的な取組を目指します。 

・環境教育の実施状況を把握・整理した上で、教員
を対象とした講座の実施や環境団体・専門家の派
遣などの支援を行います。 

●各主体の取組 

市民の取組 事業者の取組 

・市民・事業者・市の協働による取組に参
加・協力しましょう。 

・環境保全に関する催しや地域活動などに
積極的に参加しましょう。 

・団体などの活動状況や市内の環境に関す
る情報の収集・交換に努めましょう。 

・京田辺市 e モニターに登録し、情報の収
集・提供、発信に努めましょう。 

・環境フェスタ in KYOTANABE などに参
加し、交流やネットワークづくりに努め
ましょう。 

・市民・事業者・市の協働による取組に
参加・協力しましょう。 

・環境保全に関する催しや地域活動など
に積極的に参加しましょう。 

・積極的に情報を発信しましょう。 
・環境フェスタ in KYOTANABE などに
よる交流やネットワークづくりに協力
しましょう。 


