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I福知山市環境基本計画 環境の環づくりをめざして

まちの中心部を流れる由良川、なだらかな山々に囲まれた自然豊かな福知山市は、古くは畿

内と丹後・山陰地方を結ぶ交通の要衝として、また商業のまちとして福知山城を中心に栄えて

きました。現在は、「北近畿の都」をめざして、着実な発展を続けております。

21世紀は環境の世紀といわれ、地球規模で深刻化する環境問題の解決策が求められています。

また地球規模の問題だけではなく、地域の自然・エネルギー、ごみなどの課題もあります。

発展の歩みを環境に配慮した持続可能なものにし、後世の子どもたちに豊かな未来を約束する

ためには、一人ひとりが自らの生活を見直すとともに、さまざまな主体が協働して取り組んで

いくことが大切です。

福知山市では、これからの環境施策をすすめていくための総合的な指針である環境基本計画

を策定するにあたり、平成14年1月に公募市民委員18名と推薦委員12名からなる「ふくちやま

市民環境会議」を立ち上げ、計画について熱心に検討していただきました。そして、平成15年

10月に「市民提案書」の提出を受け、その提案書に基づき策定したものがこの「福知山市環境

基本計画～環境の環
わ

づくりをめざして～」です。

福知山の特性を活かしたこの計画を実りのあるものにするために、今後、市民・事業者・市

民団体・行政が「環」を作り、協働して取り組んでまいります。

福知山市から発信する環境将来像（ビジョン）を実現するための行動が、市域にとどまらず、

広い地域、やがては地球環境をよくする助けになるとともに、後世の子どもたちの環境を豊か

にするものと確信します。

後になりましたが、「ふくちやま市民環境会議」委員の皆様はじめ、計画の策定に関わってく

ださいました多くの皆様方に心からお礼申し上げます。

平成16年3月　　　　　　　　

福知山市長　中村　稔

はじめに
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2002年1月福知山市が環境基本計画策定にあたり、計画策定の段階から市民とともにパート

ナーシップで計画をし、取り組んでいくという「勇気のある決断」をされ、私たちはその思い

に胸を打たれ、そして賛同し、今日までの約2年間活動してまいりました。

フィールドワークやワークショップ、会議を何度も重ね、お互いの意見を真正面から交し合

っていくうちに「福知山市に頼るのではなく、自らが率先して自らの手で福知山を変えていか

なければならない！」という責任感を持つようになりました。そして責任感が情熱に変わりそ

の思いが、ビジョン・理念・リーディングプロジェクトの1つ1つに込められています。この環

境基本計画が完成した今、行動を起こすことで福知山が生まれ変わるスタートになると私たち

は信じています。

私たち市民環境会議委員は2004年3月で解嘱となりますが、この環境基本計画の推進組織と、

さらに多くの市民と共に、市民組織を2004年度中に設立いたします。私たちは基本計画のリー

ディングプロジェクトの推進、基本計画の実施状況の検証などを市とのパートナーシップで実

施するほか、独自の事業も実施してまいります。

これからは、私たち市民環境会議のメンバーだけでなく約7万人の福知山市民の皆様方が一

人でもたくさんこの計画の推進に関わっていただき、ふるさと福知山の素晴らしさ・大切さに

触れていただき、市民一人ひとりの意識が変わり、そのことが福知山市全体を活性化させてい

くものと信じております。

最後に、この計画策定までコーディネートしていただいた特定非営利活動法人　環境市民の

皆様に心からお礼申し上げます。

ふくちやま市民環境会議

環境基本計画の策定にあたって
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この計画は、「ふくちやま市民環境会議」と福知山市、NPO法人環境市民のパートナーシップによって生

まれました。「ふくちやま市民環境会議」30名の内18名は市民公募委員で構成されています。また、市役所

庁内調整委員（各部若手職員11名）も参加し、ともに学びあいながら、関係づくり、計画づくりを進めて

きました。計画の実行に際しても、より多くの市民が関わり、タテワリではなくヨコツナガリに基づくパー

トナーシップの力によって実行力を高めます。

（1） 現状認識・共通認識とチームワークの醸成　2002年1月～8月�
環境問題についての学習会や由良川の生態調査や、商店街ウォッチングなどのフィールドワークを通して、市民環

境会議委員および庁内調整委員の共通認識を醸成しました。相互理解を通じたチームワークも醸成しました。�

（2） 問題の抽出と課題の設定　8月～11月�

現状認識の結果として、「自然部会」「まち部会」「くらし部会」をつくり、環境そして経済の観点から見た福知山の

問題を洗い出しました。そして、問題を克服し、よりよい福知山にしていくための課題を各部会毎に設定しました。�

（3） プロジェクトの考案　11月～2003年2月�

課題毎の具体的なプロジェクトや施策を考え出し、優先順位をつけ、計画を実行していく上で最初の一歩となるリ

ーディング・プロジェクトを検討しました。�

（4） 環境将来像（ビジョン）の考案（表現方法）　2003年2月～6月�

10年後、20年後の福知山がどんなまちを目指すのかを考え、個々のプロジェクトや施策を検討してきました。それ

を、部会毎、そして全体としての総合ビジョンとして、どのように表現（文書化）するかを考えました。�

（5） 理念の考案（表現方法）　2003年6月～8月�

リーディング・プロジェクト、ビジョンを検討する過程で、何を大切にしたいのかという想いを、この基本計画の

理念として、どのように表現（文書化）するかを考えました。�

（6） 中間発表　2003年8月24日�

中間発表会を開催し、さらに多くの市民や行政スタッフ、事業者の意見を聴取しました。�

（7） 市民提案書の提出　2003年10月16日�

中間発表会の後、中間案を再検討し、市民提案書として市長に提出しました。�

◆ 市民提案の作成プロセス�

◆計画策定にあたっての市との具体的協議　2003年10月～2004年3月�

（1） 市民提案書への庁内意見のとりまとめ並びに商工会議所等からの意見の聴取�

「できるかできないか」ではなく、「何ができるのか」という観点から、市民提案書に対する庁内各部署の見解を聴

取しました。また、商工会議所では、何に取り組めるか、現在すでに実施されている制度等について意見を聴取し

ました。�

（2） 推進体制の検討�

計画を実行していくための仕組みや推進体制を検討しました。市民と行政が真のパートナーシップで計画を実行し

ていくための推進組織、そして庁内における横断型の組織を検討しました。�

（3） 福知山市企画環境部環境推進室との確認書の合意�

市民と行政が真のパートナーシップで計画を実行していくために必要な確認事項を、両者で検討し、合意しました。

このことで、お互いがお互いの立場を尊重し、責任を持つことで、絵に描いた餅にしないという約束ができました。�

（4） 計画書の作成�

計画内容にとどまらず、その外観にいたるまで市民、行政、NPO法人環境市民のパートナーシップで計画書を作成

しました。�

計画ができるまで ～市民参加による学び合いの中から生まれた実行力のある計画 ～
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1 計画の目的
私たちの暮らす福知山市のすばらしい環境を100年後の子どもたちに引き継ぎ、“持続可能で豊かなまち

福知山”を育てていくための環境将来像（ビジョン）や環境施策（プロジェクト）を定め、市民や事業者、

市民団体、そして市がパートナーシップを形成しながら環境政策を推進することを目的としてこの計画を策

定します。

2 計画の役割
①実現したい環境将来像（ビジョン）を示します。

②ビジョンを実現するため、市民や事業者、市民団体、市によって取り組むプロジェクトを示し、充実した

市民参画とパートナーシップによる環境政策の方向性を示します。

③本基本計画を総合的かつ着実に推進するための進行管理の方策を示します。

3 計画の位置づけ

※1　第3次福知山市総合計画の施策の大綱「まちづくり推進の8つの施策」を実現します。�

※2　各部局の事業、計画全てを環境の視点で見直し、計画的に推進します。�

国�

京都府�

福知山市�

環境基本法［平成5年（1993年）］�

環境基本計画［平成6年（1994年）］�

環境を守り育てる条例［平成7年（1995年）］�

�

環境基本計画［平成10年（1998年）］�

第3次福知山市総合計画［平成13年（2001年）］�

21世紀飛躍のためのプロローグ�

～ 人と自然が織りなす交流舞台 ～「福・知・山」�

具体化※1

環境基本計画�

具体化※2

各部局の事業、計画�

4 計画の期間

計画の目的に照らして、必要な事業をできるところから具体的に実行･推進していきます。当面は10年間を

計画の期間としますが、必要に応じて本基本計画を見直し、更新します。

16（1）� 17（2）� 18（3）� 19（4）� 20（5）� 21（6）� 22（7）� 23（8）� 24（9）�25（10）�更新�

前期� 後期�
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環境の範囲

5 計画の対象範囲
地理的範囲
計画推進にあたっての活動範囲は福知山市全域を対象としますが、私たちが環境に与える影響については

市域を越えた近隣自治体、全国、広くは地球環境まで視野に入れます。

推進主体の範囲

●市民………国籍を問わず市内に在住・通勤・通学するすべての人。

●事業者……市内で事業活動を行っている全ての企業や組合、自営業者。

●市民団体…自治会、ボランティア団体、環境NPOなど、公益活動のために市民によって組織された全

ての団体。

●市…………施策（プロジェクト）を実行・推進していくために全市的に取り組み、必要であれば京都府、

国とも連携していく。

地球� 温室効果ガスの大量排出、森林の減少、�

オゾン層破壊物質放出、産業活動�

地域固有の野生生物種の減少、海水面の上昇、砂漠化、�

オゾン層破壊、酸性雨など�

地球環境�

空気�

（大気）�

自動車排気ガス、工場からの排煙など� 人の健康被害、自然環境の破壊など�自然環境�

雨水、�

河川、�

ため池�

農薬の大量使用、不法投棄、�

生活排水や工場排水の流入、�

地下水の汲み上げすぎなど�

水質汚濁、水源の枯渇、�

地域固有の野生生物種の減少など�

�

農地� 化成肥料への依存、農薬の大量使用、�

農業の大規模化など�

土壌の荒廃、人体の健康被害、自然環境の破壊、�

地場農産物の衰退など�

�

森林、�

里山、里地、�

公園緑地�

林業の衰退による人工林の放置、�

自然林の破壊など�

里地･里山の荒廃と生活文化の消滅、�

農薬による人体の健康被害、地域固有の野生生物種の減少、�

ヒートアイランド現象、憩いの場所の不足など�

�

身近な水辺

や公園、�

まちなみア

メニティ、�

人間関係、

ライフスタ

イル�

身近な自然緑地を守る制度の欠如、�

都市化とライフスタイルの変化など�

憩いの場の不足、景観の破壊、誰もが利用する道等への配慮、�

地域コミュニティの崩壊、人間関係の崩壊、犯罪の増加など�

身近な�

地域環境・

生活環境�

有害化学物質（環境ホルモン）の使用、�

都市化、建物の機密化、人口密度の増加、�

人間関係の希薄化など�

シックハウス・シックスクール・アトピー、�

生物のメス化・奇形の誘発、騒音、振動、悪臭など�

産業活動� 資源の大量使用、経済のグローバル化、�

利潤主義の横行、将来展望の欠如など�

公害による健康被害、資源･エネルギーの枯渇、廃棄物の増加、

地域経済の衰退、商店街の衰退、雇用の減少など�

経済環境�

主な対象� 環境問題の原因� 環境問題の例示�範疇�
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第1章
福知山の環境将来像
～こんな福知山にしたい ～

1．総合ビジョン　～私たちが創りあげる明日
あした

の福知山～

2．理念

3．ビジョンと現状

・自然

・まち

・くらし

・リーディングプロジェクト以外にも大切にしたいプロジェクト

4．計画の進み具合とビジョンの達成度を測る指標と目標
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6

私たちが創りあげる明日
あした

の福知山

空は青く澄みわたり、緑あふれる野山には、小鳥のさえずりが聞こえ、
由良川にはたくさんの魚が泳ぎ、子どもたちの歓声が聞こえてくる。
花と緑でいっぱいのまちなかは、広々としていて、誰もが歩きやすい。
商店街では福知山で収穫された有機野菜たちが店頭をにぎわし、
たくさんの買い物客がお店の人と楽しい会話をしながら買い求めていく。
市民は誰もが「もの」を大切にし、
クリーンなエネルギーを活用するよう心がけている。
明日の福知山には、お年寄も、若者も、
みんなが手をとりあって笑顔で暮らし、学び、行動する姿が見える。

総合ビジョンは、10年後～四半世紀後の福知山市の将来像を表しています。

自然を大切にし、人を大切にし、資源を大切にし、その循環（環）を大切にした

くらしを営みながら、すばらしい知恵や知識を次世代へとつなげていくまち、

共に幸せを生きる福知山をひとりひとりが創りあげながら実現しています。

総合ビジョン



福知山市環境基本計画の理念

環境福知山イズム＝環境の環
わ

づくりを目指して
「地球環境の保全」「自然環境との共生」「循環型社会の構築」

雨水
あまみず

は山から滲
し

み出し、田んぼに入り、川に流れ、海に注ぎます。そしてまた雨になるのです。こうした

水の循環は、その途中でさまざまな生き物を育み、人間生活を潤い豊かなものとしてくれます。だから人々

は水を大切にし、動植物たちとともに暮らしてきたのです。つまり、すべてが「環
わ

」としてつながっていま

す。それを今、もう一度思い起こしたいのです。

私たちは便利で豊かな生活を求めた結果、“意識する・しない”に関わらず、自然を壊し、環境を汚染し、

何億年もの時をかけ丹念に作り上げられてきた地球を、たった数十年で破壊しようとしているのです。私た

ち市民一人ひとりは今、目を覚まし破壊を食い止めるために、変わらなければならないのです。

この環境基本計画では、現代社会に応じた新しい「環境の環
わ

」を創ることを目指します。そして、それは、

福知山市で実現できるものでなければなりません。さらに、福知山市の環境がよくなることで、周辺の地域

や日本、さらには地球の環境がよくなることを期待していきます。

そのためには、市民一人ひとりが「環境の環
わ

づくり」を実践することが大切です。一人ひとりの個性豊か

な創意工夫があり、それが価値観の違いを認め合うゆとりのもとで、集まり、共有され、発信されていく、

そんなことの積み重ねが「環境福知山イズム＝環境の環
わ

」として実を結ぶと信じます。

【私たちが大切にしていくもの】

１　価値観の違いを認め合い、かつ共に歩める、誰にも開かれたパートナーシップ型の「環境の環
わ

づくり」

２　自ら考え、工夫し、行動する、市民一人ひとりが主役となる「環境の環
わ

づくり」

３　簡単にあきらめない粘り強い「環境の環
わ

づくり」

４　失敗を恐れない勇気ある「環境の環
わ

づくり」

【未来に向けて】

１　100年後の子どもたちに贈る、豊かな未来を実現する「環境の環
わ

づくり」

２　福知山の風土・歴史・生活を、世代間を通じて引き継ぐ、地域性に満ちた「環境の環
わ

づくり」

３　世界・地域と人や情報で連携する、開放的な「環境の環
わ

づくり」
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総合ビジョン�

自　然�

ま　ち�

くらし�

ビジョンと現状�



福知山市環境基本計画 環境の環づくりをめざして 9

いろいろな自然を守り、育ててきた由良川や里山を活かし、�

まちの庭などの文化・技術を大切にし、さらに現代社会にあわせて新しく生み出すまち。�

【リーディングプロジェクト】�

「由良川遊歩道（歩こう路）」「里山体験ゾーン」�

いろいろな生き物が息づき、自然を愛する心と�

自然エネルギーを大切にする心が調和しながら�

循環社会を実現し、世代間交流によって�

自然の豊かさを次世代に引き継ぐまち福知山�

総合ビジョン�

自然環境と共生するまち�

風景と文化を大切にするまち�

エネルギーの自給や物質循環を実現するまち�

伝統文化や技術を引き継ぐまち�

環境と人の新たな関係をつくるまち�

由良川、里山、農村、まちなかそれぞれの場で、�

いろいろな自然と生き物が息づくまち。�

【リーディングプロジェクト】�

「動・植物調査」「環境絵図の作成」「由良川ビオトープづくり」�

自然が織り成す四季折々の風景の中で、花鳥風月の文化と心の豊かさが息づくまち。�

【リーディングプロジェクト】�

「由良川実りのあるゾーン」�

�

さまざまな自然エネルギーを活用してエネルギー自給率を高めると共に、�

生ごみの堆肥化や、物質循環を実現するまち。�

【リーディングプロジェクト】�

「花いっぱい運動」「生活に関した水の調査」�

自然環境や自然エネルギーを上手につかい、安全で豊かな生活を実現するために、�

過去の文化や技術を正しく評価し継承者を育てるまち。�

【リーディングプロジェクト】�

「自然派流農村文化塾」�

ビジョン�

自　然�自　然�



福知山市環境基本計画 環境の環づくりをめざして
10

現状は……

市民から見た福知山の現状

福知山のなかで大切にしたいもの

山、森、山並み、生き物の住める山、緑、樹木、川、きれいな水、由良川、由良川水系、由良川の清い流

れ、生き物の住める川、山紫水明、田畑、田園、土、公園、自然、自然環境、自然にさからわないこと、自

然との共生、さまざまな命を大切にする考え、文化、文化伝統、地域の歴史、風土、くらしの知恵、地元の

産業、農業、食糧自給力、特産物、人、温かい人の心、人の良さ、人のつながり、住みやすさ、文化的ネッ

トワーク、子どもたちが安心して学び育っていける環境、時間のゆるやかな流れ……

問題だと感じるところ

〈水〉

・水の循環が崩れている。

・水が汚染している。

・水辺の生き物（動植物）の生息場所が失われている。

・人と川の文化がすたれた。

〈みどり〉

・里山（自然）が荒れている

・街に花や緑がない

〈農林業〉

・農林業が経済的に成り立たない。

・環境への配慮がない。

・特に里山・植林地の荒廃が目立つ。

・農林業への参加ができない。

〈その他〉

・近所同士で手伝いあうことがなくなった。

・ごみのポイ捨てが多い（山、川、池に）。

・昔ながらの子どもの遊び場がなくなりつつある。

・生物が減っている。

・季節感がなくなった。

河川の水質（BOD）�
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市が実施している主な取り組み
・福知山市農村環境基本計画策定事業（平成15～16年

度）

・ふるさと味わい農園事業（市民農園の運営、職員アイ

デア事業）

・間伐対策事業（府・居住地森林環境整備事業：優良材

生産及び健全な森林の造成）

・カエデ・クヌギ・こぶしなどの保育事業（天座・雲原

地区）

・水生生物調査、星空観察会

・農業集落排水事業

・公共下水道施設維持補修事業

・合併処理浄化槽設置整備事業及び合併処理浄化槽維持管理補助事業

・農業技術者会議活動費強化事業（地域農業の担い手の確保・育成及び農地の有効利用）

・元気の出る村づくり事業（集落の活性化と特産作物づくりを推進する）

・緑の担い手育成事業

・緑の少年団活動事業

・愛の花回廊事業推進協議会への助成

・畳一畳花いっぱい事業

森林材積�
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ビジョンを実現するためのプロジェクト

自然環境と共生するまち

「動・植物調査」
わが町福知山の生き物の実態を知ってもらうことを目指し、福知山の動植物の現状を調査する。この調査

を継続的に行うことで、そこに育まれる生き物や人の生活をより良いものにするための課題を明らかにし、

環境改善活動のきっかけとし、さらに環境学習などの基礎資料とする。

「環境絵図の作成」
福知山周辺の動・植物調査、生活に関した水の調査の結果を絵図にまとめる。これにより、現在のわが町

の環境を分かりやすく、早く知ってもらう。また、環境学習などの資料としての役割も果たす。

「由良川ビオトープづくり」
福知山の代表的自然「由良川」に生息する魚・鳥などの生態系を保護し、見守り観察する環境を整備する。

これにより、水環境の大切さを学び、水質保全の一環とする。また、自然環境を守るという、生きた環境教

育の場とする。

風景と文化を大切にするまち

「由良川実りのあるゾーン」
由良川河川敷には、過去多くの桑が栽培されていた。現在それらは廃れ、古木がそのまま放置され荒れ放

題である。また、その場所はゴミ放置の格好の場所となり、由良川の環境が悪くなる原因でもある。これら

を整備し藍や桑を復活させ各種、実のなる木々を植樹する。

第3次福知山市総合計画で実施することになっている関係事業

→ 「緑の基本計画」に基づき、緑の保全をはかります。（総合計画　P105 第2章第1節）

→　うるおいとやすらぎに満ちた緑化空間の形成に努めます。（総合計画　P106 第2章第1節）

→ 「四季の森」の道路づくりを進めます。（総合計画　P90 第1章第5節）

→　沿道で「街角の森」の整備を進めます。（総合計画　P90 第1章第5節）

→　生垣を奨励するなど、緑あふれるまちづくりを進めます。（総合計画　P257 第6章第3節）

リーディング�
プロジェクト�

リーディング�
プロジェクト�

リーディング�
プロジェクト�

リーディング�
プロジェクト�

第3次福知山市総合計画で実施することになっている関係事業

→　魚の住める小川づくりを進めます。（総合計画 P105 第２章第１節）

→　自然環境や生態系に配慮した多自然型の川づくりに努めます。

（総合計画　P72 第１章第２節、P160 第３章第３節）

→　身近な緑化への取組みを推進します。（総合計画　P106 第２章第１節）

→　「全市植物園化構想」の積極的な展開を図ります。（総合計画　P284 第８章第５節）

→　環境に配慮し自然と共生した都市公園の整備を推進します。（総合計画　P110 第２章第２節）



13福知山市環境基本計画 環境の環づくりをめざして

エネルギーの自給や物質循環を実現するまち

「花いっぱい運動」
堆肥づくりや花を種から育て、地域の生態系を考慮した循環型花づくりを推奨し、親子、地域で花を育て

ることによって豊かな心情や感性を養い地域の人々の触れ合いを深める。

「生活に関した水の調査」
井戸水、下水の排水路の状況、川・池の水質など生活に関した水の調査を行う。これにより、水の大切さ、

水の中の生き物の大切さ、水の循環などを考え、知ってもらう。

伝統文化や技術を引き継ぐまち

「自然派流農村文化塾」
昔からの農村にある自然を生かした生活や農村文化を掘り起こし日本の貴重な文化を後世に伝えるための

仕組みをつくる。循環型の暮らしに根ざした農村文化の良さを学び、自然の物を利用した体験活動によって、

自然と共に生きていく環境に優しい生き方を考え直す。また、近郊都市の田舎暮らしに関心を持っている人

たちとの交流を図り、新たな地域活性化の足掛かりとする。

第3次福知山市総合計画で実施することになっている関係事業

→　治山事業の推進にあたり、水資源の涵養に努めます。（総合計画　P72 第１章第２節）

→　市民の節水意識の啓発に努めます。（総合計画　P120 第２章第４節）

→　地産地消推進と安全・安心な地場野菜の供給を促進します。（総合計画　P155 第３章第１節）

第3次福知山市総合計画で実施することになっている関係事業

→　農地や森林の保全に努めつつ、緑あふれる魅力ある農村地域づくりを目指します。

（総合計画 P82 第1章第４節）

→　農業後継者の育成を図ります。（総合計画 P159 第3章第2節）

→　新規就農者の受け入れを促進します。（総合計画　P156 第3章第1節）

→　林業後継者の確保・育成に努めます。（総合計画　P159 第3章第2節）

→　受け継がれてきた生活文化など地域の魅力を生かした観光の形成に努めます。

（総合計画P175 第3章第6節）

リーディング�
プロジェクト�

リーディング�
プロジェクト�

リーディング�
プロジェクト�
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環境と人の新たな関係をつくるまち

「由良川遊歩道（歩こう路）」
福知山市管内の「由良川」堤防は大部分が整備できている。この環境を遊歩道やサイクリングロードに活

用する。そして市民の憩いの場とし、美化や環境保全をはかり、年間を通じて由良川に接することで、自然

の大切さを実感する。

「里山体験ゾーン」
荒廃した森林を整備して生活の場として活用できる里山をつくり、自然の恩恵を身体で感じられる里山体

験ゾーンを構築する。

第3次福知山市総合計画で実施することになっている関係事業

→　市民の森林愛護意識を高めます。（総合計画　P159 第3章第2節）

→ 「水と緑」の啓発活動に取り組みます。（総合計画　P105 第2章第1節）

→　水と緑を生かした自然公園・スポーツ施設等自然を有効利用し整備を進めます。

（総合計画　P106 第2章第1節）

→　公共下水道の整備を促進します。（総合計画　P126 第2章第5節）

→　農業集落排水施設の整備や合併処理浄化槽の普及を進めます。（総合計画　P127 第2章第5節）

→　市民参加による森林の保全と多目的有効利用を図ります。（総合計画　P159 第3章第2節）

リーディング�
プロジェクト�

リーディング�
プロジェクト�
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四季を彩る豊かな自然環境を一人ひとりの市民が大切にし、�

生き生きと暮らすまち　　福知山�

総合ビジョン�

賑わいのある中にも、市民が安らぎ、憩い、�
訪れた人には潤いをあたえるまち�

生き物や草花などが市民に愛され共生できるまち�

昨日よりも今日、今日よりも明日と市民の努力の�
積み重ねがひとつひとつ実る希望のあるまち�

住んでみたいまち、住むことに誇りを持てるまち�

市民も行政も「環境問題」や「まちづくり」などへの取り組みが活発で、�

世代を超えたさまざまな出会いが繰り広げられ、心豊かで活気に満ちたまち。�

【リーディングプロジェクト】�

「緑豊かで憩えるまちづくり」�

「伝承館活動プロジェクト」�

まちなかの至るところに福知山由来の緑があふれ、�

川にはホタルや魚が活き活きと生息し、まちと自然が調和しともに生きるまち。�

【リーディングプロジェクト】�

「緑豊かで憩えるまちづくり」�

「明日の福知山」への市民と行政の思いが一つの環となり行動となって、�

額に流れる汗に限りない展望がひらけるまち。�

【リーディングプロジェクト】�

「伝承館活動プロジェクト」�

古くから伝わる固有の文化が大切に継承されながら、�

環境重視型の産業活動と環境に配慮したまちづくりがすすむ、�

市民が誇りを持って「個性豊かな福知山」を語り合えるまち。�

【リーディングプロジェクト】�

「エコバスからはじめる環境にやさしい交通システム｣�

「伝承館活動プロジェクト」�

ビジョン�

ま　ち�ま　ち�
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現状は……

市民から見た福知山の現状

福知山のなかで大切にしたいもの

商人のまちとして栄えた福知山を誇りとし、福知山城や盆踊りなどに残る歴史や伝統・生活文化を大切に

したいという意見が多くありました。また、由良川はまちの中にある自然として捉えられており、親しみ活

用していきたいと考えていることもわかりました。他には、市内に残る昔ながらの街並みや古い建物など、

まちのシンボルとなるものを残していきたいとしています。そして、地域コミュニティを大切に考え、人と

人とのつながりや地域との結びつきをとおして、福知山の風土にはぐくまれた歴史や伝統、暮らしに根付く

文化を次の世代へ伝えていきたいという意見も多くありました。

そのための異世代間での交流や、地域コミュニケーションの重要さも認識されています。福知山人気質と

しては、温かい心をもっていることや人のよさをあげ、今後も大切にしていきたいと考えています。
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問題だと感じるところ

〈交通〉

・車がないと動けない街中、公共交通を利用する人が少ない。

・駅や中心部への交通の便が悪い、バスの最終便の時間が早い。

〈にぎわい・人〉

・商店街がさびしい、空き店舗が目立つ。

・まちの中心（人の集まる場所）がなくなった。

・まちなかの魅力的な場所が知られていない、活用されていない。

・だれもが安心して歩ける道ではない。

・まちの個性がなくなってきた、鉄筋づくりの近代風家屋が増えた。

〈まちなかの自然と文化〉

・まちなかに、自然に触れ合える公園など憩いの場や機会がない。

・「まち」と「いなか」の交流がなく、農業への関心が薄い。

・人と川のつながりが薄れてきた（川遊びができない）。

・満天の星が見られない。

・福知山のよさ、文化が忘れられている。
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市が実施している主な取り組み
・中心市街地活性化TMO事業　（商業の振興、活性化と良好な都市環境の整備を支援する）

・中心市街地活性化関連団体ネットワーク会議補助

（消費者がボランティアとして街づくりに協力できる組織をつくる）

・愛の花回廊事業推進協議会への助成

・畳一畳花いっぱい事業
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ビジョンを実現するためのプロジェクト

賑わいのある中にも、市民が安らぎ、憩い、訪れた人には潤いをあたえるまち

「緑豊かで憩えるまちづくり」
まちなかを緑豊かで、生き物が生息できるように環境づくりを進め、市民が集い、心潤い、安らぐ、市民

による市民のためのエリア（自然回廊）を創造する。

市民・市民団体の主体的な参加による活動を通じプロジェクトを点－線－面へ広げていく過程で、市民の

環境問題への関心と認識を高め、環境都市福知山への基盤づくりを進める。

「伝承館活動プロジェクト」
福知山の地域で育まれ，培われてきた生活文化の知恵と工夫を三世代の知恵を活かし学ぶことで、限りあ

る資源を大切にしながら、今の暮らしに役立てる様々な創意と工夫を広く市民に紹介し、後世へ繋いでゆく

活動を展開する。

さらに、それらの活動の中で「自然との共生」や「循環させること」の大切さや意義なども学べる。

生き物や草花などが市民に愛され共生できるまち

「緑豊かで憩えるまちづくり」
まちなかを緑豊かで、生物が生息できるように環境づくりを進め、市民が集い、心潤い、安らぐ、市民に

よる市民のためのエリア（自然回廊）を創造する。

市民・市民団体の主体的な参加による活動を通じプロジェクトを点－線－面へ広げていく過程で、市民の

環境問題への関心と認識を高め、環境都市福知山への基盤づくりを進める。

「生ごみリサイクルによる町と村の共生」
「エコエコクッキング」等の啓発・普及により生ごみの減量のため、環境共育を推進する。

次代を担う子供達には、給食や体験農業学習を通じて「食」と「農」の歴史、文化、環境、マナー等総合

的に学べる環境共育の機会を提供する。

一般家庭から出る膨大な「生ごみ」を焼却するエネルギーを削減し、貴重な有機肥料資源としてリサイク

第3次福知山市総合計画で実施することになっている関係事業

→　身近な緑化への取組みを推進します。（総合計画　P106 第2章第1節）

→　うるおいとやすらぎに満ちた緑化空間の形成に努めます。（総合計画　P106 第2章第1節）

→　福知山市中心市街地商業等活性化基本計画に基づき、中心市街地の賑わいと回遊性を高めます。

（総合計画　P164 第3章第4節）

→　中心市街地のまちづくりへの学生の参画を進めます。（総合計画　P164 第3章第4節）

→　受け継がれてきた生活文化など地域の魅力を生かした観光の形成に努めます。

（総合計画　P175 第3章第6節）

リーディング�
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リーディング�
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リーディング�
プロジェクト�
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ルし、生ごみ堆肥を利用した安心で安全な地場産農産物を市民に提供することにより、地産・地消の輪を広

げ、循環型社会の構築を図る。また、土壌改良により天候の変化に対応できる丈夫な植物が育てられる。

昨日よりも今日、今日よりも明日と、
市民の努力の積み重ねがひとつひとつ実る希望のあるまち

「伝承館活動プロジェクト」
福知山の地域で育まれ，培われてきた生活文化の知恵と工夫を三世代の知恵を活かし学ぶことで、限りあ

る資源を大切にしながら、今の暮らしに役立てる様々な創意と工夫を広く市民に紹介し、後世へ繋いでゆく

活動を展開する。

さらに、それらの活動の中で「自然との共生」や「循環させること」の大切さや意義なども学べる。

「生ごみリサイクルによる町と村の共生」
「エコエコクッキング」等の啓発・普及により生ごみの減量のため、環境共育を推進する。

次代を担う子供達には、給食や体験農業学習を通じて「食」と「農」の歴史、文化、環境、マナ－等総合

的に学べる環境共育の機会を提供する。

一般家庭から出る膨大な「生ごみ」を焼却するエネルギーを削減し、貴重な有機肥料資源としてリサイク

ルし、生ごみ堆肥を利用した安心で安全な地場産農産物を市民に提供することにより、地産・地消の輪を広

げ、循環型社会の構築を図る。また、土壌改良により天候の変化に対応できる丈夫な植物が育てられる。

第3次福知山市総合計画で実施することになっている関係事業

→　身近な緑化への取組みを推進します。（総合計画　P106 第2章第1節）

→　うるおいとやすらぎに満ちた緑化空間の形成に努めます。（総合計画　P106 第2章第1節）

→ 「全市植物園化構想」の積極的な展開を図ります。（総合計画　P284 第8章第5節）

→ 「四季の森」の道路づくりを進めます。（総合計画　P90 第1章第5節）

→　沿道で「街角の森」の整備を進めます。（総合計画　P90 第1章第5節）

第3次福知山市総合計画で実施することになっている関係事業

→　福知山市中心市街地商業等活性化基本計画に基づき、中心市街地の賑わいと回遊性を高めます。

（総合計画　P164 第3章第4節）

→　受け継がれてきた生活文化など地域の魅力を生かした観光の形成に努めます。

（総合計画　P175 第3章第6節）

→　歴史的町並みや建築物、社寺等文化財の保全・活用を図ります。

（総合計画　P257 第6章第3節）

→　郷土料理や民俗芸能等の地域資源の発掘や振興に努めます。（総合計画　P257 第6章第3節）

→　中心市街地のまちづくりへの学生の参画を進めます。（総合計画　P164 第3章第4節）
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住んでみたいまち、住むことに誇りを持てるまち

｢エコバスからはじめる環境にやさしい交通システム｣
環境にやさしい福知山の交通システムを確立し、まちなかに人の賑わいをとりもどす。また、CO2排出量

を減らし、地球温暖化防止に役立てる。

市民が公共交通を考えることで、環境にやさしい交通について考え、実行できる。賑わい、安心して歩け

るまちなかにしていく。

「生ごみリサイクルによる町と村の共生」
「エコエコクッキング」等の啓発・普及により生ごみの減量のため、環境共育を推進する。

次代を担う子供達には、給食や体験農業学習を通じて「食」と「農」の歴史、文化、環境、マナ－等総合

的に学べる環境共育の機会を提供する。

一般家庭から出る膨大な「生ごみ」を焼却するエネルギーを削減し、貴重な有機肥料資源としてリサイク

ルし、生ごみ堆肥を利用した安心で安全な地場産農産物を市民に提供することにより、地産・地消の輪を広

げ、循環型社会の構築を図る。また、土壌改良により天候の変化に対応できる丈夫な植物が育てられる。

「伝承館活動プロジェクト」
福知山の地域で育まれ，培われてきた生活文化の知恵と工夫を三世代の知恵を活かし学ぶことで、限りあ

る資源を大切にしながら、今の暮らしに役立てる様々な創意と工夫を広く市民に紹介し、後世へ繋いでゆく

活動を展開する。

さらに、それらの活動の中で「自然との共生」や「循環させること」の大切さや意義なども学べる。

第3次福知山市総合計画で実施することになっている関係事業

→　受け継がれてきた生活文化など地域の魅力を生かした観光の形成に努めます。

（総合計画　P175 第3章第6節）

→　環境に配慮し自然と共生した都市公園の整備を推進します。（総合計画　P110 第2章第2節）

→　歴史的町並みや建築物、社寺等文化財の保全・活用を図ります。（総合計画　P257 第6章第3節）

→　郷土料理や民俗芸能等の地域資源の発掘や振興に努めます。（総合計画　P257 第6章第3節）

→　パークアンドサイクル事業の調査研究を行います。

（総合計画　P94 第1章第5節、P164 第3章第4節）

→　コミュニティバスの運行を検討します。（総合計画　P99 第1章第6節）
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福知山の山、川の美しさや大切さ、まちの歴史、�

人のやさしさを再認識し、くらしの美を見直していくために、�

多くの人とつながりながら、自発的に環境を知り、�

気づき学び行動できる“くらし”�

総合ビジョン�

人との出会いとつながりがつくる�
地域の食べ物と循環を楽しむくらし�

太陽と水のめぐみを楽しむくらし�

長く生きていて良かった！ 転入してきて良かった！�
と実感できるくらし�

パートナーシップで進める市民発！ 福知山くらしづくり�
～ つなげよう気づきあい学びあい育ちあいの場 ～�

地域でのつながりを大切にしながら、生産者の顔が見える、�
安心・安全で新鮮な地元産の食材を使った料理教室や、生ごみの堆肥化など、�
市民一人一人が「エコな生活」を楽しみながら考えるくらし。�
【リーディングプロジェクト】�
「萌えよ商店街！　市民発買い物上手宣言！」�
「福知山グリーン生活情報マップ作成活動」�

太陽光や風力あるいは太陽熱等の自然エネルギーの活用や、雨水の有効利用など、�
日が照っても、風が吹いても、雨が降っても、わくわくしながら、�
自然の恵みを感じるくらし。�
【リーディングプロジェクト】�
「環境家族の育成」「太陽の街福知山市の実現」「雨水の有効利用を考える」�
「自販機を考える運動」�

自然あふれるなかで、こころ豊かにに癒され、生活情報が豊富で、�
転入してきた人がすぐに市民の仲間入りができる、そんなふれあいの多いくらし。�
【リーディングプロジェクト】�
「萌えよ商店街！　市民発買い物上手宣言！」�
「福知山グリーン生活情報マップ作成活動」�

市民と行政、それに事業者が、互いに手をとり合い協働して、良好なパートナーシップを築き、
子どもからお年寄りまでが、「環境について」学び実践するくらし。�
【リーディングプロジェクト】�
「未来の環境人育成」「自販機を考える運動」「福知山グリーン生活情報マップ作成活動」�

ビジョン�

も�

も�

くらし�くらし�
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市民から見た福知山の現状

福知山のなかで大切にしたいもの

福知山の宝物、それは「人」です。福知山の人々は心が温かいと多くの人たちが言います。しかし、その

反面、外の空気・新しいものを受け入れる気風に欠けがちであるとも感じています。福知山にかかわるすべ

ての人々がお互いを思いやることができ、三世代が仲良く交流して子どもも大人も安心して生涯学び続けら

れるまちづくりを大切にしたいものです。

福知山の暮らしの現状を見てみましょう。市内の事業所数は横這いを保っていますが、就労者数は増加傾

向にあります。これは福知山市の三丹地域の中核都市・商都としての潜在力の高さを示している一方、中心

市街地の衰退、事業所の大規模化・郊外化を示しています。また、福知山市の人口は微増しつつも、同時に

高齢化も進行しています。雇用は増えているのにどこか日々の生活に豊かさを感じられないのが現状ではな

いでしょうか。

かつてゆっくり時間が流れ、賑やかだった福知山の元気と心のふれあいを取り戻したい。そして豊かな自

然あふれる福知山の産業が環境と調和し、雇用が確保されて若い人たちが希望を持って暮らしていきたい。

そのために私たちは何ができるでしょうか。福知山にあるたくさんの宝物=潜在資源を掘り起こし、大切に

思うことから始めてみましょう。

現状は……
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問題だと感じるところ

〈ごみ〉

・レジ袋や使い捨てトレイ、あふれるペットボトル。ものが大切にされていない。

・買い物に計画性がない。食べ残しも多い。食材の使い回しをできない人が増えている。

〈エネルギー〉

・豊富にあるものだからと思って、水や電気などの不必要なエネルギーをたくさん使っている。

・「光害（ひかりがい）」で夜空の星が見えにくくなった。

〈環境教育〉

・環境教育が学校から拡がらない。日常生活で環境教育が実践できていない。

・環境教育が学校、家庭、地域の連携した取り組みになっていない。

・環境教育で学んだ知識が実際の生活につながっていない。

・市は未来の福知山を考えて人材の育成をしていない。どんな人が育ってほしいのか、ビジョンが見えない。

市が実施している主な取組
・福知山市いきいき健康・暮らしワクワクフェスタ（消費者が安全で安心して暮らせる消費生活の実現を目

指す）

・ふくちやま造形フェスタ（作品を共同作業することで交流の場を広げるとともに人材育成を図る）

・丹波・福知山Bonchi College（市民が街づくりに参画する意欲を養い、参画することにより活性化を図る）

・地域ふれあい体験活動推進事業（児童生徒に体験活動を通じ地域での交流を図る）

・「こどもエコクラブ」の育成（小・中学生の自発的な環境活動の支援を行う）

・エコスクール　イン　福知山（小・中学生が環境問題への関心を高め、行動を始めるきっかけとするため

に行う）
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ビジョンを実現するためのプロジェクト

人との出会いとつながりがつくる地域の食べ物と循環を楽しむくらし

「萌
も

えよ商店街！市民発買い物上手宣言！」
量り売りや、レジ袋・トレイを使わないお店、地場のものを扱っているお店など、環境に配慮したお店と

の連携、もしくはそれらのお店を応援するべく「買い物からはじまるエコエコクッキング教室」などを実施。

市民、事業者とともに、環境と暮らしに配慮した消費活動、事業活動、生産活動を実現し、ごみの減量、省

エネルギー、福知山の自然を大切にしていくことにつなげる。

「福知山グリーン生活情報マップ作成活動」
安全な食品を提供する店・量り売りをする店・買い物袋持参歓迎の店など、環境や暮らしを考えている商

店・商店街を市民自身が見つけ出し、その情報を“福知山グリーン生活情報マップ”という地図にまとめ、

環境を考えた暮しやまちをはぐくむための情報として使っていく。

第3次福知山市総合計画で実施することになっている関係事業

→　地産地消推進と安全・安心な地場野菜の供給を促進します。

（総合計画　P155 第３章第１節）

→　消費者生活モニターによる環境へ配慮した学習、啓発、相談活動を推進します。

（総合計画　P215 第４章第10節）

リーディング�
プロジェクト�

リーディング�
プロジェクト�

商店街歩き 野菜のばら売り
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太陽と水のめぐみを楽しむくらし

「環境家族の育成」
学校での子どもたちによる省エネの取り組みや、 環境家計簿を各家庭で取り組む事により、環境問題へ

の関心を高め、市民全体の意識向上につなげる。環境家計簿のアドバイザー養成講座も実施。学校、各家庭

や事業所で省エネを続け、消費エネルギーの経年変化を把握し、エコロジーな学校、家庭、事業所には表彰

を行う。

「太陽の街福知山市の実現」
福知山市が全国に先駆けて、率先して新エネルギー、省エネルギーを推進するモデル都市になる。市民、

事業者、市が協働で自然エネルギー導入促進の基金をつくり、将来的には街路灯の100％、5割以上の家庭

に太陽光パネルを設置。平成20年度までに公共施設の電力使用量を減らし、その10％程度を自然エネルギ

ーでまかなう。

「雨水の有効利用を考える」
自然の恵みである雨水の再利用、有効利用を考えながら、自然のありがたさを実感し、環境を大切にした

に生活を地域から実現する。まずは、学校など、公共施設への雨水タンクの設置で環境教育（自然の有効活

用）の教材としても利用する。将来的には各家庭にも設置できるような助成制度などの仕組みをつくる。

「自販機を考える運動」
市民が自主的に市内の自販機に関する現状を調査し、広く公表する調査プロジェクトを実施。自販機の必

要性、どうしたら自販機に頼らない生活ができるのか考える市民、事業者、行政合同の学習会やワークショ

ップを実施する。不必要という意見の多かった自販機や、稼動していない自販機については、設置者と撤去

を検討し、その代替案として、対面型の売店の増加、宅配、デポジット制度などのリユースシステムを検討

し実施する。

第3次福知山市総合計画で実施することになっている関係事業

→　学校や家庭、地域での環境教育を推進します。（総合計画　P138 第２章第８節）

リーディング�
プロジェクト�

リーディング�
プロジェクト�

リーディング�
プロジェクト�

リーディング�
プロジェクト�

太陽光発電 雨水の利用



26 福知山市環境基本計画 環境の環づくりをめざして

長く生きていて良かった！転入してきて良かった！と実感できるくらし

「福知山グリーン生活情報マップ作成活動」
安全な食品を提供する店・量り売りをする店・買い物袋持参歓迎の店など、環境や暮らしを考えている商

店・商店街を市民自身が見つけ出し、その情報を“福知山グリーン生活情報マップ”という地図にまとめ、

環境を考えた暮しやまちをはぐくむための情報として使っていく。

「萌
も

えよ商店街！市民発買い物上手宣言！」
量り売りや、レジ袋・トレイを使わないお店、地場のものを扱っているお店など、環境に配慮したお店と

の連携、もしくはそれらのお店を応援するべく「買い物からはじまるエコエコクッキング教室」などを実施。

市民、事業者とともに、環境と暮らしに配慮した消費活動、事業活動、生産活動を実現し、ごみの減量、省

エネルギー、福知山の自然を大切にしていくことにつなげる。

パートナーシップで進める市民発！福知山くらしづくり
～つなげよう気づきあい学びあい育ちあいの場～

「未来の環境人育成」
環境活動に携わる人を増やすことや、子どもの時からの人材育成の必要性に鑑み、環境活動リーダー養成講

座を実施し、講座の卒業生がそれぞれのリーディングプロジェクトに携わるとともに、卒業生が核となり、

市スタッフ、保育園・幼稚園・小中高校の先生たちが市長からの委嘱を受け「福知山市生涯環境共育基本計

画」を作成し、幼児から大人まで成長段階に応じた体系的な環境教育を地域や保育園・幼稚園・小中高校で

実施していく。

第3次福知山市総合計画で実施することになっている関係事業

→　まちかどラボの活用や中心市街地商業等の情報化などを促進します。

（総合計画　P164 第3章第4節）

→　市民・団体等との協働により総合的な環境整備に取り組みます。

（総合計画　P105 第2章第1節）

第3次福知山市総合計画で実施することになっている関係事業

→　市民参加型の環境関連事業やセミナーを実施します。

（総合計画　P138 第2章第8節）

→　家庭・地域・学校が連携して親子自然体験、ボランティア体験活動等を進めます。

（総合計画　P138 第5章第1節）

→　継続的に環境問題講座を実施します。（総合計画　P138 第２章第８節）

→　まちづくりに熱意のある人材を発掘・育成します。

（総合計画　P257 第6章第3節）

リーディング�
プロジェクト�

リーディング�
プロジェクト�

リーディング�
プロジェクト�
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福知山の銘水100選マップづくり� 昔ながらの地域生活と水の関わりを再発見し、水の恵みの大切さ、水循環の摂理を

学ぶ。�

自　然�

田畑BANK�

～有機野菜を作って食べよう！作戦�

都会の住民から農業体験の希望者を募って、市内の休耕田を活用する。近くの里山

から発生する落ち葉から有機肥料を作って畑で活用するなど事前の循環を実感でき

る。�

森の番人プロジェクト�

～山の手入れと山の職人養成プラン�

荒廃した山林を再整備し、緑豊かな里山にする。里山の管理体験、自然生態系の保

全を学ぶことで「山の職人」を養成する。�

夏にほたるがいるまちなかを作る� 自然環境をつくり出すことにより、そこに集まる市民に安らぎを与える。市内に小

川を整備し、ほたるが生息できる条件を作る。また堤防にベンチなどをおき、市民

にとって由良川を親しみやすい場所にする。�

“自然と里山の暮らしを学ぼう�

～自然エネルギーハウスプロジェク

ト地域で学ぶエコな暮らし～小学校

の空き教室を自然エネルギーハウス

として再利用しよう！”�

廃校になった小学校校舎を再利用して自然エネルギー利用のコミュニティセンター

「自然エネルギーハウス」をつくる。この施設は環境共育の拠点、コミュニティー

ビジネスの拠点、地域伝承の拠点となる。�

ま　ち�

21世紀型新しい商店街プロジェクト� フリーマーケットの定期的な開催や環境を意識したイベントの企画、空き店鋪、商

店街全体の貸し出しを制度化する。商店街のサポートグループの結成。アーケード

を利用した太陽光発電、雨水利用の設備をつくる。�

マイカーのいらないまち福知山の夢

を語ろう�

いろいろな立場の人の考えを知って交通について永続的に考える取り組み（インタ

ビュー・意見集約をした後、福知山の交通を考える会発足）�

パークアンドショッピング� 安心して買い物できるまちなかづくり。駐車場の利用向上を主として、貸し出し自

転車・ベビーカー・カートなどを貸し出す。�

FMプロジェクト� 福知山を魅力あるまちにするために、情報発信の核となるステーションとしてFM

を発信する。地域の特色を活かした番組づくりや地域住民が参加することで、地域

が活性化するとともに、環境をテーマとした番組を取り入れていくことで環境に対

する意識も向上させることができる。�

笑って暮らせる（ワラジ）づくりプ

ロジェクト�

地域の特性（アイデンティティ）を生かした生活技術・生活の知恵（ワラジづくり

はその象徴！）などを次世代に継承していくため、学校での環境学習だけでなく、

地域の中でのコミュニケーションを図りながら、地域を明るくするまちづくりと連

携して実施する。�

くらし�

人と催しの交流（情報交換）� 近隣のネットワーク組織・連絡網の整備をすすめる。市、町の広報や会合などで情

報の交換を最大限活用する。各地域のお祭り、神事、催し会場を知らせる、農協、

郵便局、病院に情報提供する。生産品の販売を通じて情報を提供する。�

ふくちやまブランドを育て広めよう� 有機農法にこだわって生産したものや、それを使った加工品など、福知山の特産品

を考える。生産者と消費者が身近に感じられるような売買。�

福知山を誇りに思おう！�

（人材や知恵を発掘し活かそう）�

由良川の地元学、福知山発見1日ツアー。語り部さんや生活の知恵などを発掘し活

かす。�

はじめてのおつかい� こどもが一人でエコショッピングをする。親と商店街とボランティアが協力して無

事買い物ができる様サポートする。�

ごみを出さない商店へ� 買い物袋、包装紙規制の導入をして、無駄な買い物袋、包装紙の購入をSTOP。デ

ポジット制度の導入（ごみになるものを作った人に回収の義務付け）ごみ減量推進

商店の認定。�

ふくちやま版環境カルタをつくって

あそぼう�

環境カルタの札のことば（575）の募集。感心のある人や小・中学生に配り遊んで

もらうことで環境の感心を高める�

プロジェクト名� プロジェクトの目的・内容��

リーディングプロジェクト以外にも
大切にしたいプロジェクト

本計画を策定するにあたって、ふくちやま市民環境会議ではリーディングプロジェクト以外にもたくさん

のアイデアを出し合いました。以下は、リーディングプロジェクトにはなりませんでしたが、本計画を推進

していく上で大切だと思われるプロジェクトです。
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計画の進み具合と
ビジョンの達成度を測る指標と目標

計画がめざす福知山を確実に創り出していくためには、ビジョンの達成状況と、プロジェクトの進行と効
果を、総合的に評価する指標が必要です。個々のプロジェクトの評価指標は、個別にその実施段階に設定し
ていくことになりますが、ここでは計画の総合的な指標とその目標値を設定します。

指標1 エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量
市域のエネルギー使用量及び二酸化炭素排出量を把握し、その削減量を指標とします。

2010年度において、エネルギー消費量を現状（2001年度）比で約20％削減し、二酸化炭素排出量を現状
比約20％減とする（1990年レベルに近づける）ことを目標とします。（福知山市地域省エネルギービジョン
の目標値）

指標2 ごみ処理量と再資源化量
市民一人あたりのごみ処理量の削減率と再資源化量の増加率を指標とします

○ごみ処理量の削減目標　1999年度を基準として2010年度までに8.2％減かそれ以上の削減率を目標とします。
○再資源化量の増加目標　1999年度を基準として2010年度までに22.2％かそれ以上の増加率を目標としま
す。（福知山市一般廃棄物処理基本計画の目標値）

指標3 由良川の水質と水生昆虫
由良川の水質 （音無瀬橋） と、水生昆虫の棲息状況を指標とします。

○水質の目標　音無瀬橋の環境基準の達成維持とより改善を目標とします。
○水生昆虫の目標　音無瀬橋付近で、きれいな水に棲むヘビトンボ・カワゲラがより多く見られることと、
少しきたない水に棲むヒラタドロムシ・オオシマトビケラが少なくなり、将来的に見られなくなることを
目標とします。

指標4 環境基準
以下の項目につき環境基準の達成状況を指標とします。

ア　大気　二酸化いおう　二酸化窒素　浮遊粒子状物質
イ　水質　河川水（土師川の土師橋、牧川の天津橋）、地下水
ウ　騒音　道路に面する地域、道路に面しない地域
エ　土壌　土壌中の化学物質
オ　ダイオキシン　ダイオキシン類

環境基準の目標　環境基準の達成と達成しているものについては、より改善を目標とします。

指標5 みどり（広葉樹林の面積）
市域の広葉樹林の面積を指標とします。

目標　毎年、前年と比べ、広葉樹林の面積が減少しないこと、2003年度に比べて2013年度に増加している
ことを目標とします。

指標6 日本の環境首都コンテスト
環境首都コンテスト全国ネットワークが主催する「日本の環境首都コンテスト」の結果（順位よりも、福

知山市の得点）を指標とします。
目標　2008年のコンテストでベスト10に入り、環境首都に近づくことを目標とします。

（注）今後、自治体合併があったときには、これらの目標に関しては、その設定の趣旨を生かして市民との合意のうえで

改訂します。



第2章
リーディングプロジェクト
～どのようにビジョンを達成していくのか～

リーディングプロジェクトとは、市民、事業者、行政によってパートナーシップ

で行う事業で牽引車的な役割を果たします。このプロジェクトを実行していくこ

とによって、より高度なプロジェクトも実行可能にします。

1．自然
・里山体験ゾーン
・自然派流農村文化塾
・動・植物調査
・生活に関した水の調査
・環境絵図の作成
・由良川遊歩道
・由良川実りのあるゾーン
・由良川ビオトープづくり
・花いっぱい運動

2．まち
・伝承館活動プロジェクト
・生ごみリサイクルによる町と村の共生
・エコバスからはじめる環境にやさしい交通システム
・緑豊かで憩えるまちづくり

3．くらし
・福知山グリーン生活情報マップ作成活動
・萌

も

えよ商店街！　市民発買い物上手宣言！
・環境家族の育成
・自販機を考える運動
・雨水の有効利用を考える
・太陽の街福知山市の実現
・未来の環境人育成



里山体験ゾーン No.1-1
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
○荒廃した森林を整備して生活の場として活用できる里山をつくり、自然の恩恵を身体で感じられる里山体験ゾーンを構築する。

役割と連携
推進組織 市民への広報・呼びかけ、活動場所の選定・整備、森林ボランティアの募集、体験活動や観察会実施

市民・市民団体・公民館・老人会等　　　活動拠点の提供、活動への参画・参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業所 活動への参加

市 活動場所選定の情報や場の提供・森林ボランティアと森林所有者の仲介【農林課】

活動の広報・調整、自然科学協力員への依頼【環境推進室】

関係する計画や活動との連携【農村整備課】

地域との交流【小中学校、幼稚園、保育園他】

何をするか〈内容・手法〉
●里山体験ゾーンとして利用できる山林を探す

・自然体験活動が出来る場所の選定

・国や地方自治体が管理している山林で自由に活動できる場所の選定

・里山として活動しやすい場所の選定

●森林ボランティアの募集

・推進組織から呼びかけ

・行政から広報誌で呼びかけ

・新聞等での呼びかけ

・インターネットによる呼びかけ

●里山体験ゾーンの整備

・里山体験ゾーンの整備（間伐、草刈、道づくり等）

●森林ボランティアによる里山体験ゾーンの構築と活用

・森林ボランティア倶楽部の設立

・森林ボランティアによる森林整備（小屋づくり等）

・実りの森づくりの推進

・間伐材によるきのこ栽培や炭焼き等体験活動

・樹木や植物の観察会の実施

・野鳥や動物、昆虫などの観察会の実施

●自然エネルギーの活用

・地産木材を活用し、林業の新しい価値を創出

●生きがい創造の館の構築

（癒しの場所として心と身体のリフレッシュができる場所）

・癒しの杜で活動できる人たちの拠点

・自然を活かした循環型社会の体験

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○里山体験ゾーンの場所選定（初年度）

○森林ボランティアの確保（2～3年目）

○里山体験ゾーンの整備（2～3年目）

○里山体験ゾーンの構築（4年目～）

備考

自然
リーディングプロジェクト
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自然派流農村文化塾 No.1-2
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
○昔からの農村にある自然を生かした生活や農村文化を掘り起こし日本の貴重な文化を後世に伝える。

○循環型の暮らしに根ざした農村文化の良さを学び、環境に優しい生き方を考え直す。

○近郊都市の田舎暮らしに関心を持っている人たちとの交流を図り、新たな地域活性化の足掛かりとする。

○自然の物を利用した体験活動によって、豊かな心を養い自然と共に生きていくための関心を深める。

○自然を大切にしている人達の農村文化を伝承し、体験活動から自然を保護する手段を見つける。

役割と連携
推進組織 市民への広報・呼びかけ、活動場所の選定・整備、環境バンクの登録、体験活動実施

市民・市民団体・公民館・老人会等　　活動拠点の提供、活動への参画・参加

事業所 活動への参加

市 活動の広報・調整【環境推進室】

関係する計画や活動との連携、農村文化塾の整備【農村整備課】

地域との交流【小中学校、幼稚園、保育園他】

閉鎖建物等の提供・整備【関係課】

何をするか〈内容・手法〉
●自然派流農村文化塾を開く場所を選定する

・閉鎖された旧小学校や保育園・幼稚園等の校舎を利用する

・各地域で活動されている組織を調べ、農村文化塾の拠点作りを行なう

・竹林、雑木林、田畑、河川敷などの活動できる場所を探す

●昔ながらの文化を探り、ジャンル別に整理する

・衣食住での生活や道具、行事、遊び等に分けてそれぞれの文化を探る

●知識や技能を持っている人を広く求めて、環境バンクに登録する

・市の広報誌や新聞等で情報公開し農村文化の知識や技能を持っている人材を募る

・各地区の公民館等に出向き、情報の収集を行なう

●定期的に文化塾を開き、循環型社会の文化を探りながら実践して広めていく

・有機農業の実践体験

・自然素材を使った民芸品づくり

・炭焼きの体験活動や炭や竹酢・木酢液の有効活用の実践体験

・藍染、草木染などの体験活動

・味噌づくり等食につながる体験活動を行う

・その他ジャンル別に分けた農村文化の自然派流体験活動を行う

●年一回、作品展・販売展・創造展を開催し福知山の農村文化を広めていく

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○農村文化塾の拠点や活動できる場所の決定（初年度）

○農村文化の調査とその掘り起こし（初年度～）

○農村文化の知識や技能を持った人の徴集と環境バンクへの登録（初年度～）

○農村文化塾の開催（3年目～）

○作品展・販売展・創造展の開催（3年目～）

備考
○教育機関や地区の公民館等との連携を図り、体験学習の場として広めていく。

※環境バンクとは……

環境に配慮している人や環境に関するノウハウを持っている人を登録したもの。また、人材だけでなく環境調査結果や環境技術な

どを蓄積したもの。

種々の環境に関する集まりに参加したり、講演者やアドバイザーとしても活躍願う。

自然
リーディングプロジェクト
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動・植物調査 No.1-3
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
○わが町福知山の生き物の実態を知ってもらうことを目指す。

○現在と過去との比較を行い、さらに追跡調査を行うことで、そこに育まれる生き物や人の生活をより良いものにするための課題

を明らかにし、環境改善活動のきっかけとする。

○この調査結果で、環境学習や総合学習などのための基礎資料としての役割を果たすし、次世代の子供達が環境に対して大いなる

関心を持ってもらうことを期待する。

役割と連携
推進組織 調査の企画・実施、得られたデータの集約

保健所 関係データの提供

市民 調査に参画する、環境絵図の活用

市民団体 （学生・環境活動家等）調査への協力、データの活用・分析

教育機関 調査への参加とデータの活用

事業者　 データの活用

市 調査の支援・関係データの提供【環境推進室・水道課・下水道部】国・府等協力機関への要請【関係課】

何をするか〈内容・手法〉
●福知山版レッドデータリストを作成する

・全国や京都の基準に加え、福知山独自の保全指針を設ける

・全国や京都で希少な種を確認するとともに、福知山では珍しい物、

希少な動植物を調査する

●昔から親しまれてきた動植物の現状を調査する（例：タンポポ・ホ

タルなど）

・食用などに使われた動・植物の現状を調査する（例：ワラビ・ア

ユ・イナゴなど）

●福知山の川に住んでいる魚や各種の水生生物の現状を調査する

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○昔から親しまれてきた動植物の現状を調査する。（例：タンポポ・ホタルなど）（初年度）

○福知山の川に住んでいる魚や各種の水生生物の現状を調査する。（2年目）

○福知山版レッドデータリストの作成。（2年目～）

備考
＊福知山版レッドデータリストとは……全国や京都府の基準にある絶滅のおそれのある野生生物等に加え、福知山独自の珍しい物、

希少な動物、昔から親しまれてきた動植物などを調査し作成したリスト。

自然
リーディングプロジェクト
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生活に関した水の調査 No.1-4
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
○生命の水の大切さを知る。

○水を無駄に使わず大切にする心を育てる。

○地下水を大切にするためには、森を守らねばならないことを知る。

○水の中の生き物を大切にする心を養う。

○循環して、飲料水になることを、知ってもらう。

○森林を守り育てる事が、大切である事に気づいてもらう。

役割と連携
推進組織 調査の企画・実施、得られたデータの集約

保健所 調査方法等の指導、関係データの提供

市民 調査に参画する、環境絵図の活用

市民団体 （学生・環境活動家等）調査への協力、データの活用・分析

教育機関 調査への参加とデータの活用

事業者　　データの活用

市 調査の支援、関係データの提供【環境推進室・水道課・下水道部】国・府等協力機関への要請【関係課】

何をするか〈内容・手法〉
●井戸水調査

・井戸水を残しているのか残していないのか、残しているのなら、何故井戸を残しているのか、又今

何に利用しているのか、昔は、何に利用していたのか。残していないのなら、何故残していないのか。

井戸水の地下水は、どんな水脈から来ているのか、あるいは来ていたと思われるか、絵図にして下さい

というようなアンケートを取り、データにまとめ、井戸水のへの関心度を知る。

・安心して飲める井戸水を維持するには、どの様な環境作りが大切であり、日常生活ではどの様な

気配りをしていけばいいか話し合う。

●下水の排水路調査

・家庭では、主に何を下水に流しているか、またそれをどのように処理してから流しているか

データにする。

・下水が、どのように処理場へ行き、由良川に流れて海に行くのか絵図にする。

●川・池の水質調査

・川や池がどうつながって、由良川に流れて行くか絵図にする。

・川や池の汚水度を調べて、データを出す。その後、汚水度の色分けをする。

・川や池周辺の環境も調査する。

・出来るだけ良い環境にしていく手立てはないか話し合う。

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○井戸水に関するデータを文書化し、アンケートとして各戸に配布し、回収後まとめる。（初年度）

○下水の経路絵図を作成する。（2年目）

○川・池の経路絵図を作成し、由良川の水質検査も行う。（2年目）

○上記の結果を参考に今後の課題等の整理をし、福知山の自然を守っていく。（2年目～）

備考
○水源地を見に行く。

○「誰もが愛するホタル」など、水や生き物の両方が関係する様な調査項目が望ましい。

○名水百選(飲める水・飲めない水・地図を記す)を作るとか、昔の野菜洗い場を見つける。

自然
リーディングプロジェクト
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環境絵図の作成 No.1-5
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
○美しい水、空気、土のもとで、すべての生き物が安心して暮らせるようにする。

○現在のわが町の環境を分かりやすく、早く知ってもらう。

○環境学習や総合学習などの資料としての役割を果たすことで、次の世代の子供たちが、環境に対して大いなる関心を持ってもら

うことを期待する。

役割と連携
推進組織 得られたデータの集約、環境絵図の作成

保健所 調査方法等の指導、関係データの提供

市民 調査に参画する、環境絵図の活用

市民団体 （学生・環境活動家等）調査への協力、データの活用・分析

教育機関 調査への参加とデータの活用

事業者　 データの活用

市 関係データの提供、絵図作成支援【環境推進室】

関係データの提供【水道課・下水道部】国・府等協力機関への要請【関係課】

何をするか〈内容・手法〉
●福知山周辺の生態系調査をして環境絵図にまとめあげる

動・植物調査、生活に関した水の調査の結果を絵図にまとめる

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
＊数年毎に絵図の見直しを行い、修正していく。

備考

自然
リーディングプロジェクト
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由良川遊歩道（歩こう路） No.1-6
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
福知山市管内の「由良川」堤防は大部分が整備できている。この環境を遊歩道やサイクリングロードに活用する。

○高齢化に伴う生涯スポーツ・健康保持の一助と共にふれあう憩いの場とする。

○不特定多数の市民が堤防を行き交うことでゴミ捨てが防げる。

○遊歩道近辺の草刈りなども行えば、環境整備の一環となる。

○駅前放置自転車のリサイクルによる貸し出しも行えば、資源活用になる。

○年間を通じて由良川に接することで、自然の大切さを実感する。

役割と連携
推進組織 各プロジェクトの調査、事業計画の作成

市民 農地等の提供、草刈等の整備に参加、遊歩道の利用

市民団体 整備地の利用、プロジェクトへの参画、整備地の草刈等協力

国土交通省　プロジェクトへの支援

京都府土木事務所　市の事業計画の調整【関係課・建設部管理課】

事業者 プロジェクトへの参画、整備地の利用

教育機関 憩いの空間活用【小中学校、幼稚園他】

市 事業計画の作成【関係課】、関係機関への申請・要望【関係課】

何をするか〈内容・手法〉
●由良川遊歩道整備

・遊歩道に距離標・案内板を設置

・一部、堤防から河川敷への通行路整備（草刈り等）

・堤防上に桜等の植樹

・間伐材利用の休憩所

・雨水利用のトイレ

・太陽光発電による防犯灯整備(買電と併用する)

・春夏秋冬に「川辺を歩こう！」イベントの実施(堤防草刈り・ごみ拾い等も行う)

・放置自転車のリサイクルと貸し出し

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○由良川堤防上に距離標(堤防神社を起点に上流・下流共)や案内板を設置。（初年度）

○「歩こう路」開設記念体験イベントとして歩こう会を開催。（2年目～）

○リサイクル自転車の貸し出し事業。（3年目～）

備考
※案内板作成設置にあたっては、スポンサーを募集し、作成店の広告もかねて表示する。

※距離標は、堤防神社を起点に100mごとに設置する。（高畑橋～新音無瀬橋間）

自然
リーディングプロジェクト

梅林
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JR山陰本線

藍・桑の栽培

藍・桑の栽培

藍・桑の栽培

藍・桑の栽培

運動公園
・水辺の学校
・古代遺跡村



由良川実りのあるゾーン No.1-7
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
由良川河川敷には、過去多くの桑が栽培されていた。現在それらは廃れ、古木がそのまま放置され荒れ放題である。また、その場

所はゴミ放置の格好の場所となり、由良川の環境が悪くなる原因でもある。

これらを整備し藍や桑を復活させ各種、実のなる木々を植樹する。

○洪水時、古木・ゴミの流出による下流域の二次災害防止となる。

○藍染め、絹製品など由良川に栄えた古来文化の継承となる。

○各種実のなる木を「一人一樹」として実施すれば、河川愛護の意識高揚になる。

○河川敷での実のなる木による花見等も楽しめる。

役割と連携
推進組織 各プロジェクトの調査、事業計画の作成

市民 農地等の提供、草刈等の整備に参加、遊歩道の利用

市民団体 整備地の利用、プロジェクトへの参画、整備地の草刈等協力

国土交通省　プロジェクトへの支援

京都府土木事務所 市の事業計画の調整【関係課・建設部管理課】

事業者 プロジェクトへの参画、整備地の利用

教育機関 憩いの空間活用【小中学校、幼稚園他】

市　 事業計画の作成【関係課】、関係機関への申請・要望【関係課】

何をするか〈内容・手法〉

●場所選定調査

●由良川実りゾーンの整備

・立ち枯れの桑の木除去

・藍の栽培(藍染めの普及)

・桑の栽培(絹製品の復活)

・一人一樹による実のなる木の管理

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○場所の決定、整備の着手（初年度～2年）

○植樹する種類を決定（初年度）

○追加の植樹をする（2年目～）

備考
○養蚕経験のある方々や藍染め同好会の方々の熱意が重要

自然
リーディングプロジェクト
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由良川ビオトープづくり No.1-8
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
福知山の代表的自然「由良川」に生息する魚・鳥などの生態系を保護し、見守り観察する環境を整備する。

○水環境の大切さを学び、水質保全の一環とする。

○ビオトープ域内の生物調査を行い、生息種類が増えることで人との共存を図る。

○自然環境を守るという、生きた環境教育の場とする。

役割と連携
推進組織 各プロジェクトの調査、事業計画の作成

市民 農地等の提供、草刈等の整備に参加、遊歩道の利用、ビオトープの整備活動、生態系の調査に参加

市民団体 整備地の利用、プロジェクトへの参画、整備地の草刈等協力

国土交通省　プロジェクトへの支援

京都府土木事務所　市の事業計画の調整【関係課・建設部管理課】

事業者 プロジェクトへの参画、整備地の利用

教育機関 憩いの空間活用【小中学校、幼稚園他】

市 事業計画の作成【関係課】、関係機関への申請・要望【関係課】

何をするか〈内容・手法〉
●由良川ビオトープづくり

・専門家と環境活動家等、市民による河川状況調査とビオトープ設定場所の選定

・河川状況結果による「ビオトープ絵図」の作成

・市民ボランティアによるビオトープ整備活動の実施

・区域設定標識等の設置

・ビオトープ管理メンバー（ボランティア公募）による区域内の定期パトロール

・環境教育の場として水生生物、植物、昆虫、鳥等の生態系調査の実施

・ネコヤナギ等区域内植物の自然素材活用方法を検討する

・ホタル生息場所の整備を行い、ホタルの育成を図る

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○ビオトープ設定場所を決定し、絵図を作成する。（初年度～2年目）

○ビオトープ設定作業、整備。（2年目～）

○ホタルが大量に繁殖したら「福知山ホタル鑑賞会」を実施する。（4年目～）

備考
○ビオトープは現状の自然環境を十分に取れ入れ、人工的な整備は避ける。

＊ビオトープとは……ドイツ語で「生物」を意味する‘bio’と「場所」を意味する‘tope’の合成語。生物（群集）の生息空間の

ことを言い、ホタル護岸などのように、特定の生物が存在（生育・生息）できるよう、人工的に環境条件を整えられたものも含む。

自然
リーディングプロジェクト



花いっぱい運動 No.1-9
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
○親子、地域で花を育てることによって豊かな心情や感性を養い地域の人々の触れ合いを深める。

○福知山市全体を明るく楽しくさせてくれる様な町づくりを目指す。

○市民が一体となり市内至る場所で花づくりを行い、連帯感のある街づくりを進める。

役割と連携
推進組織 推進ネットワーク作り

緑化協会 花づくり講習会との連携

教育機関 学校・保育園等での植栽

市民 呼びかけ、花づくり・堆肥づくりへの参加

市民団体・商店街等　呼びかけ、花・花壇づくり

事業所 呼びかけ・イベント参加

市 愛の花回廊への呼びかけ【商工業観光課】公園等における緑化事業【都市計画課ほか】

イベント時におけるグループの活用【関係課】

何をするか〈内容・手法〉
●福知山市で花づくりを行っているネットワークを作る

・市の広報誌や新聞等で情報公開し花を育てる市民グループとのネットワークを作る

・花づくりに対するアドバイスや活動情報をインターネットを通じて公開する

・地域における花づくりを推奨し、ふくちやま花便りを発行する

●植物を植える場所の調査を行い、将来像を描く

・公園や、学校、幼稚園、河川敷など、花を育てられる場所を探しその景観にあった花づくりを進める

・堆肥づくりや花を種から育てるような循環型花づくりを推奨し、環境面からみた花づくりコンクール等を行う

●花祭りが出来る場所を選び、市民の手で花を育て毎年花のイベント行事を行う

・花苗の交換会を行い、花祭りの人集めを計画する

・地域の生態系を考慮した花づくりを行い、花のまち福知山をアピールする

・花づくりの講習会を開き、植物に対する知識や花の育て方などを広めていく

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○花を育てる市民グループのネットワーク作り。（初年度～）

○植物を植える場所の調査と将来像の描写。（2年目～）

○イベントの開催。（3年目～）

備考
○押し付けの花づくりは長続きせず、かえって景観を悪くする可能性があるので、市民が自ら進んで花いっぱい運動に参加出来る様

に働きかける。

自然
リーディングプロジェクト
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【里山体験ゾーン】

里山

・癒しの場として、心と身体のリフレッシュできる

場所をつくる。

・樹木や草花、鳥や虫や動物たちと共に触れ合える

場所として構築する。

森林ボランティア

・自然体験活動を通して里山の場所づくりを楽しみ

ながら森林保全活動を行う。

癒しの杜生きがい創造の館

・自然が心や身体に癒しの効果を与え、元気な高齢

者を育て自然を生かした循環型社会の体験活動が

できる館。

資源循環型社会

・私たちの周りにある自然を大切にし、地球環境を

守りながら自然の資源をいつまでも利用できる持

続可能な社会を創る。

【自然派流農村文化塾】

環境バンク

・環境に配慮している人や環境に関するノウハウを

持っている人を登録したもの。また、人材だけで

なく環境調査結果や環境技術なども蓄積する。

・その他、昔ながらの生活に密着した文化・知識・

技能を持っている人も登録する。これらの人はさ

まざまな環境に関する集まりや自然体験活動に参

加したり、講師やアドバイザーとしても活躍を願

う。

【動植物調査】

福知山版レッドデータリスト

・全国や京都府に基準のある、絶滅の恐れがある野

生生物等に加え、福知山独自の珍しい物、希少な

動物、昔から親しまれてきた動植物などを調査し

作成したリスト。

【由良川遊歩道（歩こう路）】

水天宮　

・広小路通り東端の由良川堤防上にあり、水難除け

の守護神が祀られている。火難除けの稲荷神社も

合祀されている。

【由良川実りのあるゾーン】

一人一樹

・実のなる木の購入資金等に活用するためオーナー

を募集し、その育成管理に我が子を育てる気持ち

で関わっていく。

【由良川ビオトープづくり】

ビオトープ

・ドイツ語で「生物」を意味する“bio”と「場所」

を意味する“tope”の合成語。生物（群集）の生

息空間のことを言う。ホタル護岸のように、特定

の生物が存在（生育・生息）できるよう、人工的

に環境条件を整えたものも含む。

・由良川の自然を利用した、植物や動物等の生き物

が生息できる場所づくりを行なう。

自然
用語解説



伝承館活動プロジェクト No.2-1
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
目的：福知山の地域で育まれ，培われてきた生活文化の知恵と工夫を三世代の知恵を活かし学ぶことで、限りある資源を大切にし

ながら、今の暮らしに役立てる様々な創意と工夫を広く市民に紹介し、後世へ繋いでゆく活動を展開する。

さらに、それらの活動の中で「自然との共生」や「循環させること」の大切さや意義なども学べる。

効果：現代では、埋もれてしまっている暮らしの中の貴重な知恵と技術を発掘することにより、年代を超えた人と人との和を広め、

まちと農村の交流を深めながら、賑わいのあるまちを取り戻す効果を期待する。

役割と連携
ワーキンググループ　事業の実施

推進組織 事業の企画・ワーキンググループの設置

市民・市民団体　ふくちの達人登録、観光ボランティア登録、リサイクル教室講師

商工会議所　　　祭りイベントへ協力、ＴＭＯとの連携を検討、商店街への連絡

商店・商店街　　ワーキンググループに参加

農家・農家組織　朝市への出店

市 商工会議所との連携【商工業観光課】 農家・農家組織との調整【農林課】 ふくちの達人制度設立協力【生涯学習課】

何をするか〈内容・手法〉
老若男女分け隔てなく楽しく参加し、世代を超えて交流できる環境配慮型の活動をする。また市民活動の拠点となる常設伝承館を

設立運営する。

伝 承 館 活 動 PJ≪キーワード≫　　

「知らな損､損、もったいない」 「使わな損､損、もったいない！」 昔の知恵と文化と福知の歴史を後世へつないで行こう！

第１段階 ゼロからのスタート、一人から始めよう！　環境元年だ！（人材発掘・実績つくり）

1  祭りなどで、さまざまな活動をおこなう。

・ 朝市をスタート

・ 自転車・家具などのリサイクル工房を実施

・ 手作り石けん教室・牛乳パックはがきづくり教室などのリサイクル教室を開催

・ エコエコクッキング教室（萌えよ商店街！市民発買い物上手宣言！と連携）を開催

2  市内の商店街などの空き店舗を順番に借りるなどして、臨時伝承館とする。早い段階で市民活動の拠点となるような常設の場

所を確保し運営する。

3  他団体の事業と一緒に商店街やまちなかを舞台にした、まちなかが元気になるようなイベントへの参加と応援。

4  空店舗などの貸出情報を商工会議所等と共に取り組む

第2段階 一人ひとりからグループへ展開する。情報の本棚の役割も出てくる。

1  第1段階で行った朝市や収穫祭などを年数回開催する。

2  「ふくちの達人」や「知恵袋（福知山の郷土料理、時計や家具などの修理、福知山踊り、暮らしの知恵、川、山遊び人、

エコな達人、昔遊びや昔話）」登録制度の企画と運営

第3段階 全市的活動へ展開する。

1  ふくふく朝市への展開（四季を通じて朝市を開催し、場所も広げる。）

2  まちと農家の交流をはかる（自然派流農村文化塾と連携）

3  観光ボランティア（エコツーリズムの視点もいれたガイドさん）登録制度と養成講座の企画と運営

第4段階 伝承館の将来

市民の舞台として、情報の本棚として古いものの蓄積だけでなく、未来へのメッセージも発信している場として、また人と人と

の繋がりや過去と未来を繋ぐ時空を越えた館に成長する。

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○第1段階　初年度

○第2段階　2年目

○第3段階　3年目

○第4段階　4年目

備考

まち
リーディングプロジェクト
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生ごみリサイクルによる町と村の共生 No.2-2
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
○「エコエコクッキング」等の啓発・普及により生ごみの減量のため、環境共育を推進する。

○次代を担う子ども達には、給食や体験農業学習を通じて「食」と「農」の歴史、文化、環境、マナ－等総合的に学べる環境共育

の機会を提供する。

○一般家庭から出る膨大な「生ごみ」を焼却するエネルギーを削減し、貴重な有機肥料資源としてリサイクルし、生ごみ堆肥を利

用した安心で安全な地場産農産物を市民に提供することにより、地産・地消の輪を広げ、循環型社会の構築を図る。また、土壌

改良により天候の変化に対応できる丈夫な植物が育てられる。

役割と連携
生ごみリサイクル推進委員会　各種活動を企画・実施・啓発

推進組織 推進委員会に参画

市民・市民団体・事業者　各活動に参加

学校保育園　環境共育を推進

農家組織 推進委員会に参画

市 推進委員会の設置【環境推進室】

推進委員会に参画【学校教育課（学校給食センター）】【教育委員会管理課】【農林課】【福祉部管理課】

何をするか〈内容・手法〉
第1段階

1  「生ごみリサイクル推進委員会（仮称）」の設置

2  生ごみの発生量や堆肥化（家庭用生ごみ処理機の利用実態）処理量などの生ごみの現状把握調査を実施

3  農家組織との意見交換の実施

4  先進事例の視察研究

5  保育園給食モデルケ－スの導入について行政・保育園関係者・自治会などの関係機関と推進組織の意見交換・協議の実施

6  朝市・収穫祭・運動会などに「健康有機野菜コ－ナ－」「給食ごちそう弁当」「□□保育園、○○小学校親子屋台」などを

企画し、広く市民に「健全な食」のPRを行う。

第2段階

1 生ごみの回収・堆肥化システムの検討と試験的実施

2   生ごみ堆肥を利用した農作物の試験的栽培とそれを利用したモデル保育園における給食の試験的実施

3   生ごみ堆肥を利用した有機農作物の安定的供給ならびに拡大化の検討

4   生ごみ堆肥を利用した農作物の栽培を、保育園・幼稚園から小学生児童まで、自らが主体的に農作業を実践・体験する学

習農園を確保し、生産農家も交えての親子農作業や収穫祭などの場を通じて農業・農村について学ぶ機会を提供する。

5  学校給食への導入について行政・学校関係者・自治会などの関係機関と推進組織の意見交換・協議の実施

第3段階

1  学校給食への段階的な導入開始

2  生ごみ堆肥化と併せて「生ごみ」を提供する人々を対象に「伝承館活動プロジェクト」「萌えよ商店街！市民発買い物上手宣

言！」と連携して「エコエコクッキング教室」を開催し、生ごみの減量化への取り組みを進める。

3  SP液を使って里山体験ゾーンで生ごみを堆肥化し、「花いっぱい運動」を推進する市民に配布したり、癒しの杜の樹木や草花

に使用する。

第4段階

1  生ごみ堆肥化→農作物の栽培→学校給食→生ごみ堆肥　の循環システム確立

2  将来的には、学校給食の進展状況と並行して生産農家と消費者を組織化し、生ごみ堆肥を利用した地場農産物の生産を拡大

し、地産・地消を一層推し進める。

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○第1段階　初年度

○第2段階　2年目

○第3段階　3年目～

○第4段階　5年目

備考

まち
リーディングプロジェクト
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エコバスからはじめる環境にやさしい交通システム No.2-3
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
目的：環境にやさしい福知山の交通システムの確立

まちなかに人の賑わいをとりもどす

効果：CO2排出量を減らし、地球温暖化防止に役立てる

市民が公共交通を考えることで、環境にやさしい交通について考え、実行できる

まちなかが賑わい、安心して歩ける

役割と連携
公共交通を考える推進組織　各活動を実施

推進組織 公共交通を考える組織に参画

市民団体（自治会・老人会等） 公共交通を考える組織に参画

市民 公共交通を考える組織に参画　活動に参加

商工会議所　公共交通を考える組織に参画

バス事業者　公共交通を考える組織に参画

市 公共交通を考える組織を市民参画で設置・協議

【生活交通課】【商工業観光課】【都市計画課】【環境推進室】

何をするか〈内容・手法〉
・コンセプト

まちなかを走る話題性の高いコミュニティバスの導入により、「まちなか」へ歩く人々を呼び戻す。

第1段階

まちなかでイベントの日に低床型・低公害型バスを試験的に走らせることで、市民の関心を深めると共に、試験運行についての

アンケートをおこない、問題・課題をまとめる。

また、市の公共交通に関する運行計画の策定について参画できるよう、関係者に働きかける。

第2段階

行政・市民・事業者協働でコミュニティバス（エコバス）を走らせることを検討する。エリアは商店街（広小路・新町・アオイ

通り・駅前）で、30分で巡回する。エリア内は車両乗り入れ禁止とし、バス・自転車・徒歩で移動する。

第3段階

コミュニティバス（エコバス）を運行する。また、エリアを徐々に広げていく。

・運営方法

運営主体：コミュニティバスとして福知山市が運営組織を設立する（バス会社に委託も考慮）

計　　画：市民参画で交通整備計画策定

料　　金：午前・午後の2料金体系とする（その時間帯は乗り降り自由）、1日乗車券も考慮する

一定額商店街で買い物をした方への無料チケット進呈など商店街と連携をとる

停 留 所：各商店街に2つ程度バス停を置く、もしくは運行エリア内では自由昇降にする

車　　体：低床型・低公害型の小型なもので、話題性のある車体に（例：ネコバス）

バスの車内では、「今日のお買い得情報」など生活情報が聞けるようにする

商店街と連携をし、バスの現在位置が分かるシステムを計画

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○第1段階　　初年度

○第2段階　　2～3年目

○第3段階　　4年目～

備考
・バス試験運転期間中は商店街エリア（広小路・新町・アオイ通り・駅前）で積極的な販売活動をしてもらうよう、商店街に積極的

に働きかける。

・本格的に実行するためには、バス会社や市との連携を図る。また、市民がバス運行に参画できるような体制を整える。

・バス停は各地域の主要な施設に停車するように設定する。（伝承館は必ず停車する）

・パークアンドライドの推進（車→電車、車→コミュニティバス）を併せて行う。

・駐車場の集約化（パークアンドショッピング）をし、まちなかに自動車が入らなくてもいいまちづくりをすすめる。

・サイクルアンドライドの推進（レンタサイクル→コミュニティバス＜自転車も搭載可＞）

まち
リーディングプロジェクト

42 福知山市環境基本計画 環境の環づくりをめざして



43福知山市環境基本計画 環境の環づくりをめざして

緑豊かで憩えるまちづくり No.2-4
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
○まちなかを緑豊かで、生物が生息できるように環境づくりを進め、市民が集い、心潤い、安らぐ、市民による市民のためのエリ
ア（自然回廊）を創造する。

○市民・市民団体の主体的な参加による活動を通じプロジェクトを点－線－面へ広げていく過程で、市民の環境問題への関心と認
識を高め、環境都市福知山への基盤づくりを進める。

役割と連携
推進組織 ワーキンググループを設置・市民への呼びかけ

商店・商店街　各種活動へ参加

自治会・子供会・老人会　各種活動へ参加

市民・市民団体　各種活動へ参加

市 ワーキンググループを設置【都市計画課】

ワーキンググループに参画【環境推進室】

何をするか〈内容・手法〉
現在、活動されている市民団体と協働で環境に配慮したまちづくりを推進する
●城の周辺と法川の両河岸
水生生物の観察を始めるとともに、福知山地方に旧来から生育する草花や樹木を植え、ホタルやトンボなどが成育する環境に整
備し、憩いの小公園として拡充し、地元住民やボランティアによって維持管理する。

●城下通り
1. 地元住民やボランティアによって、蝶の道になるような草花も植えるなど植栽を考え、四季を通じて市民の心に潤いを与える
街路づくりを進める。

2. 憩える雰囲気のある街路にするため、周辺住民や市民ボランティアによって、草花を植えたり、間伐材で作ったベンチの設置
や、障害者や高齢者・子どもにも配慮したポケットパークを設ける。

●広小路
現在活動中の花回廊運動は、地元商店街に加えて市民ボランティアの応援によって、御霊公園へのユニ－クな花道通りとして整
備を進める。

●御霊公園
1. 御霊公園で現在活動中の市民団体と協働で市民公園としての位置付けを明確にする。
2. 春夏秋の3シ－ズンを通じて市民が憩える自然をふんだんに取り入れたシンボル的まち公園にする。
●伯耆丸公園　　　
まちなかの憩いの森としてどんぐりや実のなる木、落葉広葉樹を植え、自然観察もでき、市民が憩える公園として充実させる。
日常的な維持管理については市民ボランティアにて行う。

●弘法川
両河岸には地元住民や市民ボランティアによって清掃や、植物を植えることでホタルやトンボが成育するような清流を取り戻し、
憩いの遊歩道にする。

●城山　　　　　
福知山のまちなかが展望でき、まちなかからウオ－キングやサイクリングで回遊できるコースに整備し、春には桜の名所として
多くの市民や遠くからの花見客で賑わう自然公園にする。

備考

まち
リーディングプロジェクト

・市民朝市・青空市の開催�
・伝承館で企画・実施�
・市民が集い、憩える御霊公園のあり方の研究�
・周辺自治会・商店会等との話合い。�

・市民朝市・青空市の開催�
・新しい御霊公園の公募�
・新しい御霊公園づくり計画案に基づき周辺
自治会・商店会等との話合い。�

・市民朝市・青空市の開催�
・新しい御霊公園の青写真作成�
・公募デザインに基づく公園づくりを始める。�

御
霊
公
園�

・花回廊事業について町内会・商店街など関
係団体や住民との話合い。�

・「花いっぱい運動」・商工会議所「TMO」と
連携�

・花回廊事業計画案に基づき周辺自治会・商
店会等との話合い。�

・市民ボランティア（花の栽培管理・間伐材
フラワーポット・ベンチなどの作製）募集
と準備�

・フラワーポット・ベンチの設置�
・花回廊の発展型として街路のあり方や地域
環境に相応しい町について研究や提案・意
見集約を進める。�

城
下
通
り
・
広
小
路�

・花回廊の維持管理には環境に配慮し、『生ごみ堆肥』や『木酢液』などを使用する。�
・城下通り・広小路は将来的には、街路の電柱の撤去、電線等の埋設。建物の構造や外壁の色、看板の制限など落ち着いた町並み（景観）づ
くりについて行政・市民一体になって研究を進める。�

・水生生物・カワニナ繁殖観察�
・ホタル・トンボ生育条件研究�
・水質調査�
・小中学校の課外活動として委託することを
検討する。�

・チョウの道など、緑を点から線へつなげる
草花や樹木、ポケットパーク等環境に配慮
した街づくりについて住民・関係団体等と
の話合い。�

・環境整備について住民の意見・提案の集約
による計画案の作成�

・草花の植付け、植樹など具体的な整備に着手。�

城
周
辺
・
法
川
・

弘
法
川�

・現況調査� ・整備方向案づくり�
・市・地域住民・協力団体との協議�
・青写真（イメ－ジ図）作成�

・草花の植付け、植樹など具体的な整備に着手。�伯
耆
丸
・

城
山�

第 1段階� 第2段階� 第3段階�

�
目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
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【伝承館活動プロジェクト】

ふくふく朝市　
・四季を通じて開催するまちなかの朝市。福知山な
らではの地場の農産物・品物などを主に扱う、さ
まざまな人で賑わう朝市。

ふくちの達人　
・福知山の郷土料理、福知山踊り、福知山の昔遊び
や昔話など福知山らしい特技をもった達人

知恵袋　　　　
・時計や家具などの修理、さまざまなくらしの知恵、
川・山遊び人、エコについてよく知っているなど、
環境に配慮したくらしをする知恵を持っている人

観光ボランティア　
・福知山の観光名所を案内できる、エコツーリズム
の視点を取り入れた市民ガイド

【生ごみリサイクルによる町と村の共生】

生ごみリサイクル推進委員会
・福知山市が設置し、推進組織を始め農家組織も加
わって、生ごみの堆肥化リサイクルについて検
討・啓発・企画・実施する組織

地産・地消
・地元で生産した生産物を地元で消費すること。地
域の農林水産業を支えながら、わたしたちの健康
を維持する活動。給食や飲食店で地元の生産物を
利用したり、地域の食文化を継承するなどさまざ
まな取り組みが各地で行われている。

SP液
・海洋深層水をベースに天然ミネラル・天然エキス
を豊富に混合した濃縮液
・土着微生物自然菌を活性させる作用があり有機物
の分解が促進され、生ごみの堆肥化や樹木・作物
の活性などに効果がある。
・生ごみの堆肥化で問題になる塩分も分解される。

有機農業
・無機肥料や農薬を使わず、堆肥や鶏ふんなどの有
機肥料により農作物栽培を行う。地力の保持と安
全な食糧供給が目的。

環境共育
・教える、教えられる関係ではなく共に育つという
意味の「共育」という人づくり。

【エコバスからはじめる環境にやさしい交通システム】

コミュニティバス
・地域における新たな公共交通機関として地域に住
むだれもが利用できるバス。特に、車を持たない
人・車を運転できない人の気軽な移動手段とし
て、車体やバス停間隔・ルートなどが考えられた
ものが多く、その導入や運営にあたっては市民参
画・市民主体で行われるものも多い。

パークアンドライド
・郊外で駐車をし、バスや電車などの公共交通機関
に乗りかえて移動すること。CO2の削減に寄与す
る、歩行者や自転車に乗る人が優先されるまちに
なる、交通渋滞が緩和されるなどの効果がある。

パークアンドサイクル
・駐車場に車をおいて、自転車に乗りかえてまちな
かを移動するシステム。駐輪場や自転車や歩行者
が優先される道路の整備が必要。

パークアンドショッピング
・駐車場に車をおいて、歩いてまちなかで買い物を
するシステム。あらゆる人が利用できるような駐
車場の整備が大切。

【緑豊かで憩えるまちづくり】

水生生物の観察
・川にすんでいる生物のうち、その生物がいること
で水の汚れを判定できる生物がいる。これを指標
生物といい、指標生物の数の多さで水のきれいさ
を調べる。

ポケットパーク
・歩くのに疲れたとき、ちょっと休みたいとき、子
どもを遊ばせたいときに安らぐ、緑とベンチのあ
るまちなかのミニミニ公園。地域のふれあいの場
でもある。

TMO（Town Management Organization）
・中心市街地活性化法に基づき、中心市街地におけ
るまちづくりを推進していくにあたり、総合的・
横断的に支援する機関で、福知山市では福知山商
工会議所がその機関にあたる。

愛の花回廊事業
・福知山市のTMOの事業の一つで、広小路などで
花のあふれるまちづくりの推進を行っている。

まち
用語解説
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福知山グリーン生活情報マップ作成活動 No.3-1
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
○安全な食品を提供する店・量り売りをする店・買い物袋持参歓迎の店など、環境や暮らしを考えている商店・商店街を市民自身

が見つけ出す。しかも、環境にいいだけでなく、高齢者、障害者、乳幼児連れの親など、誰もが利用しやすい商店や商店街を見

つけ出す。

・見つけ出した商店や商店街の情報は“福知山グリーン生活情報マップ”という地図にまとめ、環境を考えた暮しやまちをはぐ

くむための情報として使っていく。

・環境や暮らしを大切にする商店、商店街づくりを促していく。

・市民が福知山での環境を考えた暮らしの良さを発見し、それぞれの暮らしにあった情報を手に入れることができること。自分

にあった商店や商店街を見つけられること。また、商店や商店街も、環境を考えた自らの良さを広くアピールでき、消費者の

ニーズに直接応えることができるなどの効果が期待できる。

役割と連携
推進組織 企画の主催・広報・結果の公表

市民 まちウオッチングへ参加　マップ作りへ参加

商店、商店街　まちウオッチングやマップ作りへ参加

商工会議所　情報提供　まちウオッチングやマップ作りへの参加

医療・福祉事業者　まちウオッチングへ参加。マップ作りへ参加

市 広報、情報提供、印刷製本【環境推進室、商工業観光課】

何をするか〈内容・手法〉
第１段階

推進組織のメンバーと市民・消費者などが、一緒に商店街を歩き、地区ご

とに“環境を考えた暮らしを助ける店ウォッチング”（「まちウォッチング」）

を実施する。（例：有機野菜・地場野菜を売る店、量り売りをする店、簡易

包装をする店、容器持参を歓迎する店、オ-ガニック衣料・石鹸等を売る店、

高齢者・障害者などの要望によって配達をする店などの調査）。

第２段階

地区別に“環境を考えた暮らしを助ける店ウォッチング”の結果を「良いと

ころ」・「課題」などにまとめ、その結果を“福知山グリーン生活情報マッ

プ”として作成する。

第３段階

第２段階でまとめた“福知山グリーン生活情報マップ”をもとに、商店街の

人達と懇談会を開き、問題点の解決策を話し合う。

第４段階

マップのさらなる進化を目指しグリーンコンシューマー養成講座などの学

習会を開く。

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○初年度　　調査の視点を明確し、“まちウオッチング”実施。結果分析

○2年目　　生活情報マップ作成

○3年目～　マップの見直し。グリーンコンシューマー養成講座

備考
・情報が得られたところから随時マップを作成し、ある程度の期間ごとに、新しい情報、訂正があれば更新する。

・最初から完璧なものは目指さない。

・“成長する生きたマップづくりを目指す”

・次のステップとして、各関係者および各関係機関と連携し、＜福知山におけるバリアフリーの状況やその視点から見た特色ある医

療福祉施設を調査し、視覚化する地図作り＞、＜福知山における人にやさしい交通事情を調査し、視覚化する地図作り＞を実施し

ていく。

・地図を眺めながら、福知山のいいところはさらにのばし、問題点については、解決策を模索し、提案し、実現して行くことを楽し

む。

くらし
リーディングプロジェクト

協働�

参加呼びかけ・募集�

推進組織�

商店・商店街�
事業者�

医療・福祉関連事業者�
商工会議所�
市民・行政�

参加�

“環境を考えた暮らしを助ける店�
ウォッチングの実施”�

学習・調査�

“福知山グリーン生活情報マップ”の作成�

活用�

更新・進化�

グリーンコンシューマー養成講座等学習会を開催�



萌
も

えよ商店街！　市民発買い物上手宣言！ No.3-2
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
○生産、流通、加工、販売、消費は一連のものである。市民一人ひとりが、まずは買い物から環境問題に関わり、環境や暮らしに

やさしい買い物の仕方、買ったものの使い方を学ぶ。

○「買い物からはじまるエコエコクッキング教室」を通じて、市民、事業者とともに、環境と暮らしに配慮した消費活動、事業活動、

生産活動を実現し、ごみの減量、省エネルギー、福知山の自然を大切にしていくことにつなげる。

○エコな視点から、今の福知山の良いところを発見し、育み、消費者と生産者をつないでくれる商店や商店街を、どんどん応援し

ていく。

役割と連携
推進組織 企画の主催・広報、エコエコクッキングブック・エコカレンダー発行

市民 各種企画へ参加

商店・商店街　各種企画へ参加

事業者 各種企画へ参加

商工会議所　情報提供、事業者へ参加・参画の呼びかけ

市 活動支援（情報提供、印刷製本）、商工会議所への呼びかけ【環境推進室】【商工業観光課】

何をするか〈内容・手法〉
第1段階

推進組織のメンバーと市民･消費者が、一緒に、商店街を歩き、環境に配慮した買い物からはじめ、食材のよさを使い切る料理法

や、始末の方法を楽しみながら、味わいながら実施する「買い物からはじめるエコエコクッキング教室」を開催（冷蔵庫にある

食材を使った料理教室も含む）する。→「グリーン生活情報マップづくり」との連携

第2段階

量り売りや、レジ袋やトレイを使わないお店、地場のものを扱っているお店など、環境に配慮したお店との連携、もしくはそれ

らのお店を応援をしていく。

第3段階

商店や商店街のさまざまなチャレンジ（空き店舗の活用、空き地の活用、花一杯運動やフリーマーケットの開催など）も応援し、

ともに取り組んでいく。

第4段階

「地産地消のエコエコクッキングブック」の作成、衣食住も含めた「エコカレンダー」の作成

第5段階

学校教育における“町学習”（小学生が地元の商店を歩

いて、環境にいいものや環境にいい取り組みを取材して

廻ったり、あるいは、家庭科の調理実習を「買い物から

はじまるエコクッキング教室」での体験実践）を、支援

することで、環境福知山をアピールするし、グリーン・

コンシューマー養成につなげてゆく。的確にできるよう

にするための、環境家計簿アドバイザー養成講座を開催

し、世話人自らが、アドバイザー、コーディネーターに

なるためのトレーニングを行う。

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○初年度　　推進組織及び商店主有志でエコエコクッキング教室実施。

○2年目　　エコエコクッキング教室レシピ（エコエコクッキングブック）作成　　エコカレンダー作成

○3年目～　エコ商店認証制度実施　　学校カリキュラムに「町学習」導入

備考
・デポジット制や地域通貨（エコポイント）の発行も目指し、環境に配慮したヒト・モノ・財の循環を促す。

・このエコエコクッキング教室は、グリーンコンシューマー養成としても位置づけられる。

くらし
リーディングプロジェクト
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環境家族の育成 No.3-3
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
○学校での子どもたちによる省エネの取り組みや、 環境家計簿を各家庭で取り組む事により、環境問題への関心を高め、市民全体

の意識向上につなげる。

○目標達成による経済効果（家計の負担減少）も明確になり、楽しく取り組んでいける。

○CO2の削減を家庭レベルで実施した結果、福知山地域全体でどれだけCO2を削減できたかを計算し、公表することにより、環境

に配慮した暮らしを市民全体が共有していくことで、環境都市福知山を実現していく。

役割と連携
推進組織 環境家計簿世話人会設置、アドバイザー養成講座の開催

市民 環境家計簿実施、報告

事業所、官公庁　省エネ実践、環境活動支援基金

学校 省エネ行動への参加、節約分を環境保全活動費に当てる

市 環境家計簿世話人会設置、アドバイザー養成講座の開催【環境推進室】、庁内調整【総務課】、

学校調整【教育委員会管理課】

何をするか〈内容・手法〉
第1段階

福知山市並びに市の関連施設で、省エネの取り組みを実施し、節減できた経費の一部を、市民や地域の自主的な環境保全活動を

支援する基金として拠出する。併せて企業においても、同じ取り組みを依頼する。

第2段階

推進組織と福知山市が協力して、学校における省エネの取り組みをしてもらう。（学校における電気、ガス及び水道の使用量を減

らす。具体的には子どもたちの話し合いにより節減方法を決め、 前年との比較をしながら節減できた量を金額的に明らかにし

たり，CO2に換算したりする。）節減できた経費の一部を、子どもたちの環境保全活動（例えば、枯葉を集めて肥料を作り、その

肥料を使って畑を作る等）支援金として積み立てることにより、目に見える省エネにつなげる。

第3段階

環境家計簿の目的や、メリット（CO2削減、家計の節減につな

がる等）を広報し、家庭での環境家計簿を市民全体で取り組

み省エネを実行する。また、省エネ目標を達成した家族には、

エコポイントを交付する。更には、目標達成家族の体験発表

会や、事例等を広報する。そのために、環境家計簿を推進す

る世話人会を発足させ、世話人の学習会を行い、楽しみなが

ら家計簿をつける研究（けちけち省エネにしないため）を行

う。更には、環境家計簿実施者に対するアドバイスが、的確

にできるようにするための、環境家計簿アドバイザー養成講

座を開催し、世話人自らが、アドバイザー、コーディネータ

ーになるためのトレーニングを行う。

第4段階

各家庭から環境家計簿や、官公庁、企業等の実施結果表を回

収する。回収された家計簿等を基に、福知山市全体でのCO2

の削減達成値や節約できた金額等を広く市民に発表する。市

民一人一人の力で実行したことを、市全体の成果として評価

することにより、市民の環境意識の向上につなげる。

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○初年度　　環境家計簿推進世話人会を立ち上げ、アドバイザー養成講座を実施する。

○2年目　　環境家計簿の普及・啓発

○3年目～　官公庁、事業所のCO2削減　　　平成19年度までにCO2を10パーセント削減

備考
・学校や家庭での取り組みを広く市民に公表し、目標を達成した学校や家庭を表彰（認定書の交付）する。先進事例（すでに環境家

計簿の取り組みを実施している自治体等）等も市民に紹介する。

・エコポイントは、買い物や公共施設で使えるようにすることで参加を動機づける。

・CO2の削減は、省エネだけでなく、太陽光発電や自然エネルギーの利用によっても可能で、学校等にこれを設置することにより環

境共育につなげる。

くらし
リーディングプロジェクト
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自販機を考える運動 No.3-4
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
○道端に溢れる自販機は、電気や水の無駄使いや、空き缶、空きびん、ペットボトルなど、ごみ問題の原因となっている。自販機

のメリット、デメリットをみんなで考え、必要最低限の設置にとどめるよう設置者や企業等とも話し合い、全体数を減らしてい

く。

○グリーン生活情報マップとも連携し、デポジット制の導入、リユースの促進を図ることで、各商店にも客が増える効果も期待で

きる。

役割と連携
推進組織 企画の主催、調査・キャンペン実施、結果公表

市民 調査・キャンペーンに参加、店での購入、水筒持参運動

商店、商店街　調査キャンペーンに参加、対面販売・リユースビン・デポジット推進

商工会議所　情報提供、調査キャンペーンに参加

自治会 調査協力

学校 調査協力

市 調査協力【関連施設】

何をするか〈内容・手法〉
第１段階

推進組織が中心となって市民有志とともに、現在市内に設置されている自販機の調査を行う。同時に、「自販機を考えるキャンペ

ーン」を実施する。実施に当たっては、市内にある自販機を学校や自治会等の協力を得て、設置個所、販売物品、使用実態、ゴ

ミ等の処理状況、必要性等を調査する。（協力の得られた地域から実施する。）

第２段階

調査結果報告会等開催し、公表する。

第３段階

1 官公庁、企業や学校等は、極力自販機を減らす方向を検討。

2 不必要という意見の多かった自販機や、稼動していない自販機については、設置者に撤去を呼びかける。

3 各商店においては、店頭でのリユース容器入りのものの個売りや、宅配を充実させ、デポジット制の導入を通して、容器のリ

ユースシステムをつくる。また、グリーン生活情報マップに商店名を掲載することで、リュース容器を扱うお店を応援する。

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○初年度　　自販機設置状況調査、自販機を考えるキャンペーン実施

○2年目　　結果を分析し公表する。自販機を減らせるところから減らしていく。

備考
各家庭においては、水筒等の普及を図る。

くらし
リーディングプロジェクト
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雨水の有効利用を考える No.3-5
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
○自然の恵みである雨水の再利用、有効利用を考えながら、自然のありがたさを実感し、環境を大切にしたに生活を地域から実現

する。

・市民全体で水の大切さを認識し、安心して暮らせるまちをつくる。

・学校への雨水タンクの設置で環境教育（自然の有効活用）の教材としても利用する。

役割と連携
推進組織 情報提供、コーディネート、普及啓発

市民 雨水タンク設置

事業者 雨水タンク設置

国・府 施設への雨水タンク設置、補助制度等による支援

学校 雨水タンク設置、環境教育実施

市 施設への雨水タンク設置【関係課】 補助制度検討【環境推進室】

何をするか〈内容・手法〉
●学校、体育施設、企業等に雨水タンクを設置し、トイレの水や散水（グランド、花壇、庭）等へ有効活用する。

家庭でも雨水タンクを設置し、上記同様に活用する他、初期消火用水、また溢水を地域内の防火用水、農業用水として、地域ぐ

るみの取り組みにも有効活用する。

●市道・国道等に雨水タンクを設置し、街路樹等の散水、道路の側溝清掃等に有効活用する。場合によっては、防火用水（初期消

火等）にも利用できる。

設置に当たっては、環境保全支援基金や、公の補助制度等を活用し、地域単位（例えば自治会単位）で設置する。

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○5～10年以内：学校、体育施設等に雨水タンクを設置する。将来的には各家庭においても設置する。

備考
・自然の恵みである雨水の再利用、有効利用を考えながら、自然のありがた味を実感する。

・雨水は、すぐ川に流してしまうのではなく、家庭や事業所、地域等での有効利用へと意識を変えていく。

＊第2の防火用兼用水槽（何でも水槽）

防火用水槽は主に防火専用に使用されています（用途指定）が、このプロジェクトで設置を検討する水槽は、多目的に使用できる

水槽である。

くらし
リーディングプロジェクト
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太陽の街福知山市の実現 No.3-6
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
○まちの灯りを、市民、事業者の自前の力と自然の力で灯します。市民発のエネルギー創出を楽しみながら実現し、環境に対する

市民の意識を高め、同時に環境活動や商業活動を元気にする。

○福知山全体がクリーンで元気な街、太陽の街、CO2排出抑制の先進地として紹介され、多くの人々を呼び寄せるエコツーリズム

につなげていく。

役割と連携
推進組織 パネル設置組織への参画

市民・企業　パネル設置組織への参画、基金募金、エコポイントで買い物

商店、商店街　パネル設置組織への参画、基金募金、太陽パネル設置

商工会議所　情報提供

学校 パネル設置、環境学習

市 組織への参画、基金拠出、太陽光パネル設置【環境推進室、関係課】

何をするか〈内容・手法〉
第1段階

市役所や市の関連施設で、太陽光パネル等の設置を促進する。

第2段階

太陽光パネル設置のための組織が、商工会議所に呼びかけ、太陽光パネルの設置や、設置のための基金募集の取り組みをする。

（企業や個人単位の参加による設置のための組織づくりを呼びかける。）

第3段階

1 市民や企業からの基金を募る。基金への寄付に対しては、市内で買い物等に使用できるエコポイント（寄付金の110％程度）

を交付する。

2 集められた基金で設置する場所（例えば商店街等）を市民、福知山市、事業者が話し合って決め、太陽光パネルや、太陽光発

電による照明灯等を設置する。

3 街路灯は既に太陽光発電のものもあり、各通り毎に街路灯をデザインし、通りのイメージアップに役立てる。

第4段階

福知山市内のソーラー関連産業を育成し、全国各地のソーラーに取り組む企業や、市民団体等を集め、「第１回太陽の日」を、福

知山市で実施する。路灯は既に太陽光発電のものもあり、各通り毎に街路灯をデザインし、通りのイメージアップに役立てる。

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○初年度　太陽光パネル設置のための組織及び基金を設置。エコポイント導入。募金開始。

○2年目　公共施設または商店街に太陽光パネル設置。

※平成20年度までに、公共施設における電力消費量を減らすとともに、その10％程度を自然エネルギーでまかなう。

備考
・福知山城のライトアップや、ケヤキ並木の電飾等も太陽光発電システム等の利用を検討する。

・家庭レベルからのCO2の削減。削減数値を把握し、広く公表することで環境配慮型の暮らしを市民に広げる。環境都市福知山の実

現につなげていく。

・自然エネルギー導入と同時に、公共施設で率先して省エネを実施する。

くらし
リーディングプロジェクト
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推進組織�

参画�パネル設置�

パネル設置�

パネル設置�

市�

学校�

参画・拠出�

参画・募金�募金�

商店街� 市民・企業�
エコポイント�
で買い物�

エコポイント�
発行� 呼びかけ�

呼びかけ�
商工会議所�

参画�太陽光パネル設置�
のための組織�

基金�
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未来の環境人育成 No.3-7
タイトル〈プロジェクト名〉 ビジョン・プロジェクトシートNo.

目的・効果
○福知山市環境基本計画を実際に展開していくためには、リーディングプロジェクトをはじめとする環境活動に携わる人を増やす

ことや、子どもの時からの人材育成が必要になる。

○環境活動リーダー養成講座を実施し、講座の卒業生がそれぞれのリーディングプロジェクトに携わるとともに、卒業生が核とな

り、市スタッフ、保育園・幼稚園・小中高校の先生たちが市長からの委嘱を受け「福知山市生涯環境共育計画」を作成し、幼児

から大人まで成長段階に応じた体系的な環境教育を地域や保育園・幼稚園・小中高校で実施していく。

役割と連携
推進組織 環境共育、環境学習リーダー養成講座の開催、市民環境スタッフの育成

市民 環境共育、環境学習リーダー養成講座への参加、市民環境スタッフ登録

保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校　生涯環境共育基本計画検討委員会に参加、プロジェクトの実施

市 環境共育、環境学習リーダー養成講座の開催、市民環境スタッフの育成、

生涯環境共育基本計画検討委員会設置【環境推進室】

何をするか〈内容・手法〉
第1段階

福知山市と推進組織の共催による環境共育・環境学習リーダー養成

連続講座を開催する。連続講座卒業生は「市民環境スタッフ」とし

て登録、リーディングプロジェクトをはじめとする環境活動に携わ

る。また、市主催もしくは教育関連機関での学校教育や総合学習、

生涯教育での講師役を担う。

第2段階～「福知山市生涯環境共育基本形計画」作成にむけて～

市民環境スタッフ、推進組織メンバー、市スタッフ、保育園・幼稚

園・小中高校の先生等の参加による「福知山市生涯環境共育基本形

計画検討委員会」を設置し、計画づくりに向けた学習会を開催する。

学習会では、現在の環境学習の課題や福知山市の特性を把握し、先

進地の事例学習等を行い、福知山市に合った生涯環境共育の具体的

なあり方、進め方を検討し、策定する。

第3段階

検討委員会により、福知山市における生涯環境共育の基本方針およ

び理念、リーディング・プロジェクトをまとめた「福知山市生涯環

境共育基本計画」を策定する。ここでいうリーディング・プロジェ

クトとは、検討委員が所属する保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、地域で先駆的に実施する実験的プロジェクトであり、

その実施に際してのサポートを「市民環境スタッフ」が担う。

第4段階

環境共育プログラムの実践交流会を開催し、成果や課題を共有する。１年間の活動や成果、課題を報告書にまとめ、広く市民や

関係者に知らせ、環境共育プログラムの深化と広がりに寄与するその実施に際してのサポートを「市民環境スタッフ」が担う。

目標（値） （いつごろまでに、どのような達成目標を設定するのか）
○初年度　環境共育・環境学習リーダー養成講座実施

○2年目　福知山市生涯環境共育基本計画検討委員会の発足と勉強会の開催

○3年目　福知山市生涯環境共育基本計画策定とリーディングプロジェクトの実施

○4年目　実践交流会開催

○4年目以降　年次計画書と報告書を作成・発行

備考
・リーディング・プロジェクト「環境家族の育成」における各学校での子ども達の自主的な環境活動を支援・認知する指針となる。

・プロジェクトの実施については、環境NPOがネットワークをつくって、環境問題を他人事ではなく「自分たちが何とかしなけれ

ば」→「みんなでやろう」→「私たちが社会を変えよう！」という意識を持った市民「環境市民」を育成する。

・環境共育プログラムについては、幼児から大人までが成長段階に応じて体系的、総合的な環境共育が行えるように福知山の独自性

を生かしたものを開発する。

くらし
リーディングプロジェクト

推進組織� 市�

学校、生涯教育の�
講師役として活躍�

共催�

環境教育・環境学習�
リーダー養成講座�

市民環境スタッフ�
市民・教師等�

発足�

「福知山市生涯環境共育�
基本計画」検討委員会�

「福知山市生涯環境共育�
基本計画」作成�

保育園、幼稚園、学校、�
地域等でプロジェクト実施�

成果、課題の共有�

学習会開催�

環境共育実践交流会�
開催�
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【福知山グリーン生活情報マップ作成活動】

グリーン生活情報マップ
・環境にやさしい暮らしを手助けするための情報（公共
交通・タクシー・病院・地場産の産物を売る店・量り
売り点・憩いの場所・高齢者、障害者に配慮したお店
などなど）を地図上に表記したもの。

グリーンコンシューマー
・直訳すれば「みどりの消費者」。転じて、環境を大切に
して商品やサービスを選択する消費者のことを言う。
あらゆる買い物について環境への影響を少ないものを
選ぶことで、エコロジーな生活を実現していくととも
に、「商品の選択」という消費者の力でメーカーや流通
業などの環境への取り組みを促し、社会全体のエコロ
ジー化を進める。

オーガニック（有機）
・「オーガニック」とはエコロジカルな（農業）生産管理
システムであり、生態系の多様性、生態系のサイクル、
そして土壌中の生物活動を促進する。 農場外から持
ち込む投入資材を最小限に抑え、実際の（農場）管理
においては生態系の調和を維持し、高めていく方法で
ある。（NOSB （National Organic Standards Board）
（1995）の定義による）我が国でも、農産物の栽培表示
について、有機栽培の基準が定められている。例えば
「有機栽培」（その他、有機農産物、有機オーガニック、
有機無農薬、無農薬有機転換期間中有機栽培有機栽培
（転換期間中））と表示できるのは、2年以上、無農薬化
学肥料で経過した土壌で栽培された農産物に限られる。

バリアフリー（barrier free）
・私たちの日常生活には様々な障害が存在する。家の中
の段差やまちを歩く際の道のでこぼこ、公共交通に乗
る際の階段や段差、人によってはこれらの障害によっ
て自由な移動を制限されることになる。同様に、点字
での表示がないなど、必要な情報が必要な時に得られ
ないことや、障害者などに対する無理解、制度的な障
害もバリアのひとつである。

【萌えよ商店街！市民発買い物上手宣言！】

エコエコクッキング
・旬の食材を旬の季節に無駄なく利用し、また効率的な
エネルギーの利用や水を汚さない工夫をするなど、環
境に配慮した料理法。

省エネルギー
・快適さを維持しつつ生活の質を落とすことなくエネル
ギー使用量を減らす。

【環境家族の育成】

環境家計簿
・生活に伴って生じる環境への負荷を減らし、環境にや
さしいライフスタイルを実行していくための道具です。
日々の生活において環境に負荷を与える行動（電力・
ガス・ガソリン・灯油・水などの消費量やゴミの発生
量）や、反対に環境によい影響を与える行動を記録し、
必要に応じて点数化したり、収支決算の様に一定期間
の集計を行ったりすることで自分のライフスタイルを

改善するきっかけとするもの。

エコ商店
・簡単に言えば、環境に配慮した商店のこと。地場野菜
や、量り売り、簡易包装、容器や買い物袋持参を歓迎
する店。

エコポイント
・一般的には地域通貨（local currency）とも呼ばれる。
「円」や「ドル」などの法定通貨と異なり、一定範囲の
地域だけで流通するお金。地域経済の活性化の媒体と
してに日本国内では40種類ほど発行されている。

自然エネルギー
・風力，太陽，地熱，バイオマス，中小水力等の自然エ
ネルギーは，化石燃料などに比べエネルギー密度が小
さく，広範に分布しているのが特徴である。このため
一か所で高効率，大出力のシステムを作るよりは，
各々の特長を生かす形で組み合わせ「地域のための地
域のエネルギー」として活用していくことが重要であ
る。

【太陽の街福知山市の実現】

太陽光発電
・太陽電池はプラスの電子を引きつけるP型、マイナス
の電子を引きつけるN型という半導体を結合したもの。
この半導体に光があたるとプラスとマイナスの電子が
発生し、それぞれの半導体に流れ、電流が発生。2つの
半導体を電線でつなぐことで、乾電池と同じように電
力が取り出せます。（ソーラー発電とも言う）

【雨水の有効利用を考える】

【自販機を考える運動】

デポジット
・預かり金払い戻し制度のこと。商品等の販売の際に預
かり金（デポジット）を料金に上乗せしておき、消費
者が小売店等に商品・残留物・容器を返却した（環境
汚染が避けられた）場合に上乗せ分の預かり金を払い
戻す制度のこと。消費者に経済的負担を負わせること
によって、環境保全・資源回収を進めることを目標と
している。廃棄物の増加が大きな問題となっている中、
ゴミの減量や散乱防止、資源回収のために主に空き
缶・空き瓶回収制度として検討されている。（EICネッ
ト環境用語から引用）

リユース
・お酒や油等のビンを使用後空き瓶として捨てず、再利
用することにより、ゴミを減量し、資源を有効利用す
る。

【未来の環境人育成】

環境共育
・共育は教える側と教わる側を固定して考えず、共に学
びながらいこうと言う意味。環境問題をみんなで考え
最善の解決策を講じていこうという概念をこめて環境
に関わって行くこと。最近では「環境学習」という語
もよく使用される。

くらし
用語解説
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1．計画推進の考え方
本計画に示された様々な施策を確実に実行し、目指す将来像を実現していくためには、計画全体の進行度

合いを適宜チェックしながら、それをふまえた適切なプロジェクト・施策の実施やそれらの相互調整を行う

など、きちんと管理していく仕組みが必要になります。また、これら計画を進めていくには、推進体制の整

備が不可欠です。

福知山の環境を良くし、持続可能な地域社会を築くには、行政だけでなく、市民や事業者の主体的な取り

組みの他、これらのパートナーシップによって相乗効果をもたらすような取り組みが重要です。そのため、

本計画は初期段階からパートナーシップ型で策定しましたが、引き続き、パートナーシップのもとに計画を

推進していくことを基本的な考え方とします。

ふくちやま市民環境会議の様子
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2. 進行管理システム
進行管理においては、「PDCAサイクル」を用います。

PDCAとは、「Plan（計画）」、「Do（実施）」、「Check（点検・評価）」、「Action（見直し）」のことで、P

→D→C→A→P→D→……と繰り返し、スパイラルアップをしていくことで、プロジェクトの進行状況に

おける問題を解決し、改善しながらビジョンの実現を目指す、進行管理の考え方です。（図）

＊この進行管理システムは、将来導入を目指す環境マネジメントシステムの活用を視野に入れて構築します。

①年次行動計画の策定��

・当年度に行う取組について、前

年度に市と推進組織がその内容

と目標を取りまとめます。�

P

P D C

計画�

D
実施�

A
見直し�

C
点検�・�評価�

②プロジェクトの実施��

・パートナーシップを基本と

して、プロジェクト、施策

を実施します。�

③実施内容の点検・評価��

・環境基本計画、年次行動計画や

評価基準に照らし合わせて、点

検・評価をします。�

④計画の見直し��

・長期、中期、短期事業計画、年

次行動計画の点検評価をもとに、

環境基本計画全体の進捗状況を

確認し、次年度の取組みに反映

させる。当年度の事業結果は市

と推進組織が環境報告書等にま

とめ公表します。�

報告、公表�進行状況をまとめ�

環境審議会�

年次行動計画
市と推進組織が、環境基本計画に基づいて、市、市民、市民団体、事業者等が行う年度ごとの取組につい

てまとめ、公表します。

環境報告書等
市と推進組織は、環境基本計画の進捗状況について把握できるように必要な事項をまとめ、公表します。

環境マネジメントシステム　
市の業務全般に渡って環境配慮を行うための管理システムで、環境方針を作成し、実施し、達成し、見直

しかつ維持するための、組織の体制、計画活動、責任、慣行、手順、プロセス及び資源を含むもの。

環境審議会
環境の保全に関する基本的事項等を市長の諮問に応じ調査審議し市長に意見を具申する事務を行う。
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3.  計画の推進体制　
a パートナーシップによる推進組織　　　　

市民、事業者、行政が協働で環境基本計画を推進していくため、市民、事業者等が誰でも参加できる推進

組織を設置します。この組織は市とは対等の関係にある自立したものですが、市も参画するパートナーシッ

プ型組織とします。

またこの組織では、広く市民、市民団体、事業者等が環境基本計画のプロジェクトに参加できるような仕

組みとして、プロジェクトごとのワーキンググループを運営します。

そのワーキンググループには、市の関係部局も参画し、パートナーシップでプロジェクトを進めます。

また、市とともに毎年の年次行動計画の作成、プロジェクトの実施、実施内容の点検・評価、計画の見直

しを行い、計画の進行管理をパートナーシップのもとに実行していきます。

そのために、庁内の実行組織である推進幹事会にも参画し、市と協働で環境基本計画を推進していきます。

b 庁内推進体制　　

パートナーシップに基づきながらも、市が主体的に責任を持って環境基本計画を推進していくため、庁内

の推進体制を整えます。

この推進体制は、環境基本計画の理念に基づく施策の基本方針や重要事項について、各部間相互の連絡調

整を行い、施策の総合的、計画的かつ効率的な執行を図るための庁内推進組織と、その施策を実行する組織

（推進幹事会）での推進体制を基本とします。

なお、庁内の実行組織である推進幹事会には、推進組織も参画し、市と協働で環境基本

計画全体を推進していきます。

さらに、広く市民も参加するワーキンググループや推進組織には市の関係部局も参画し、パートナーシッ

プでの取り組みを行います。

市民�

事業者�

市民団体等�

参画�

参画�

代表者・役員�

スタッフ�

事務局�

推進組織�

庁内推進組織�

庁内組織�

事務局：�
　環境推進室�

市�

推進幹事会�

事務局：環境推進室�

環
境
推
進
室�

調整�

参画�

参画�

WG

WG WG WG WG

パートナーシップに基づく計画の推進体制�
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河川の水質（BOD）�

0
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（mg/l）�
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土師川（土師橋）�
牧川（天津橋）�

※土師川と牧川のH7年度までは参考値�
　資料：H9年度公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書をほぼ元に作成�

福知山市の環境の状況
【水質】
市内には環境基準地点が3ヶ所あります（いずれもＡ類型）。
BOD(生物化学的酸素要求量）は由良川（音無瀬橋）、土師川(土
師橋)ともに環境基準を達成していますが、牧川（天津橋）では
変動が大きく基準を超過している年があります。
環境基準（Ａ類型）：BOD2mg／以下

【事業所】
従業員数の少ない事業所が徐々に減る一方で、従業員数が比較的
多い、大きな事業所が増加しています。
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H9年度公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書をほぼ元に作成�

土師川と牧川のH7年度までは参考値�

BODの水質（75％値）  

BOD

牧川（猪野
々橋上流）�

牧川（天津
橋下流）�

由良川（音無
瀬橋下流）�

雲原川��

I I � �H9年度�
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I � � �H12年度�

I II II �H13年度�

金谷小学校�天津小学校� 南陵中学校� 北陵中学校��

水生生物による水質判定結果    
京都府「公共用水域及び地下水の水質測定結果」より�

Ｈ10年度は市内小学校とだけ記入�

1691 258 138 22S53

1753 274 145 31S56

1653 306 160 39S61

1568 351 196 43H3

1367 350 216 46H8

1270 349 219 47H11

1～ 4 5～9 10～19 30人以上��

事業所数の推移（卸売り・小売り業）�

【人口】
全人口は微増傾向にあり、平成14年の国勢調査では69,123人で
す。20年ほど前から少子高齢化が進んでいます。

【大気】
市内には京都府が設置している大気測定局が3ヶ所あります。二
酸化窒素、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質のいずれも環境基準を達
成しています。
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森林面積�
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電力使用量�

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

S48 50 52 54 56 58 60 62 H1 3 5 7 9 11 13

（千KWH）�

電燈� 電力�

資料：福知山市統計書　　関西電力（株）福知山営業所調�

【ダイオキシン類】
環境中のダイオキシン量を把握するため、京都府が測定していま
す。平成14年度の測定結果によると3項目4地点で環境基準を満
たしていました。

面積� 蓄積� 面積� 蓄積�面積�蓄積� 面積��

18607 1275 9752 884 8105 391 750S48

18607 1275 9710 884 8105 391 792S49

18462 1557 9966 1105 7861 453 625S50

18462 1557 9966 1105 7861 453 635S51

18462 1557 9966 1105 7861 453 635S52

18462 1557 9966 1105 7861 453 635S53

18462 1557 9966 1105 7861 453 635S54

18469 1912 10361 1389 7480 523 627S55

18492 1912 10362 1389 7318 523 613S56

18293 1912 10362 1389 7318 523 613S57

18297 2083 10492 1515 7195 568 610S58

18487 2156 10495 1579 7129 577 863S59

18494 2224 10591 1639 7041 585 862S60

18492 2269 10648 1677 6988 592 856S61

18492 2406 10699 1771 6938 635 855S62

18493 2448 10745 1811 6896 637 852S63

18482 2618 10783 1954 6847 664 852H元年�

18433 2668 10764 1994 6818 674 851H2年�

18406 2862 10764 2079 6795 783 844H3年�

18407 2842 10779 2121 6784 721 844H4年�

18403 2926 10803 2193 6755 733 845H5年�

18400 3002 10803 2255 6753 747 844H6年�

18130 3055 10861 2305 6660 750 609H7年�

18398 3092 10861 2304 6660 750 877H8年�

18393 3212 10890 2364 6636 848 867H9年�

18237 2367 10890 847 6632 3214 708H10年�

18392 3366 10903 2556 6610 810 879H11年�

18124 3366 10904 2556 6609 810 611H12年�

18392 3460 10904 2598 6609 821 611H13年�

18393 3552 10912 2661 6602 850 611H14年�

総数� 針葉樹� 広葉樹� その他��

民有林樹別構成（各4月1日現在）�
市農林課 （単位：面積ha　蓄積千平方メートル）�

【森林面積、材積】
本市の林野率は約70％で、市面積の大半が森林で覆われていま
す。この内約60％が針葉樹となっています。また、針葉樹林の
大半は人工林で、間伐等の管理が行き届かない森林も多くあり材
積が右肩上がりで増加しています。

【電力使用量】
電力使用量は約80％が事業所動力用で、昭和40年代後半の長田
野工業団地における企業立地に伴い大きく伸びています。一方、
家庭における使用量は30年前の約4倍近くまで伸びています。

� 0.059 0.6 pg-TEQ/立方メートル�大気�

牧川�天津橋� 0.14 1 pg-TEQ/リットル�水質�

市内� 0.065 1 pg-TEQ/リットル�
地下水�

市内� 0.096 1 pg-TEQ/リットル��

調査地点� 測定値�環境基準� 単位�種類�

ダイオキシン（H14年度）� 京都府環境白書H14年度版�
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家庭ごみ量� 最資源量� 再資源化率�

家庭ごみ量と再資源化率�

� � � � � ③×0．956 ①＋②＋③�④／⑤×100�

11699 2768 14467 � � � 14467 �H1

11850 3115 14965 � � � 14965 �H2

11484 2833 14317 � 2596 2482 16913 15％�H3

11506 2888 14394 � 2810 2686 17204 16％�H4

11224 3119 14343 � 2819 2695 17162 16％�H5

11528 3219 14747 � 2761 2640 17508 15％�H6

11769 3405 15174 � 2983 2852 18157 16％�H7

12240 3553 15793 84 3403 3253 19196 17％�H8

12638 3394 16032 96 3515 3360 19547 17％�H9

12469 3647 16116 88 4078 3899 20194 19％�H10

12250 3767 16017 90 3984 3809 20001 19％�H11

11858 4394 16252 132 3938 3765 20190 19％�H12

10595 3216 13811 82 4360 4168 18171 23％�H13

10819 3289 14108 82 3907 3735 18015 21％�H14

燃やす�
ごみ�

燃やさ�
ないごみ�計①�

粗大ごみ
②�

資源ごみ
③�

再資源量
④�

家庭ごみ
量⑤�

再資源化
率�

�

【家庭ごみ】
平成３年から空きビン収集などを開始しました。平成１３年から
収集ごみを有料化し、ごみ量が減少しました。平成１５年からリ
サイクルプラザを稼動し再資源化を進めています。
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6,029 3,823 86 323 5,168 7,178 �S48

6,857 4,059 92 392 5,143 7,197 �S49

7,895 3,813 36 402 4,809 7,481 �S50

8,897 4,052 82 454 4,984 7,656 �S51

9,861 4,284 91 446 4,712 6,633 �S52

10,879 4,478 94 465 5,015 9,371 �S53

11,845 4,820 107 480 5,018 10,606 �S54

12,686 5,022 106 501 5,637 11,635 �S55

13,299 5,107 103 521 6,022 12,212 �S56

13,874 5,125 101 529 6,717 12,800 �S57

14,433 5,161 102 545 7,513 13,349 �S58

15,069 5,074 109 595 8,227 13,660 �S59

15,492 5,153 113 636 9,000 13,764 �S60

16,089 5,035 110 653 9,690 13,766 �S61

16,531 5,139 109 694 10,649 13,547 �S62

17,001 5,299 118 719 11,946 13,308 �S63

17,497 5,527 126 758 12,052 12,187 3,664H元�

18,586 5,467 126 780 12,498 12,534 3,671H2

19,215 5,650 133 827 12,398 12,139 3,636H3

19,923 5,878 141 871 12,705 11,729 3,592H4

20,591 5,930 147 918 13,071 11,287 3,567H5

21,242 6,022 143 979 13,492 10,901 3,582H6

21,955 6,130 139 1,015 13,986 10,601 3,721H7

22,773 6,298 152 1,096 14,500 10,243 3,685H8年�

23,540 6,452 146 1,182 15,046 9,770 －�H9年�

23,962 6,459 149 1,218 15,367 9,374 3,663H10年�

24,285 6,387 141 1,287 15,905 9,029 3,623H11

24,453 6,312 145 1,317 16,571 8,705 3,571H12

24,525 6,131 151 1,369 17,116 8,246 3,540H13

乗用車�
トラ
ック�

バス�
特殊自
動車�

軽自
動車�

原動機付
自転車�

小型特殊自動車・
農耕用・その他�

�

24,559 5,946 158 1,337 17,729 6,737 4,620H14

自動車台数（各4月1日現在）   
福知山市統計書　府福知山地方振興局・市税務課調�

2,482,000 �S52

2,313,000 �S53

2,259,000 �S54

2,240,000 �S55

2,137,000 �S56

2,025,000 �S57

2,004,000 �S58

1,925,000 �S59

2,013,000 �S60

2,013,000 �S61

1,944,000 �S62

1,890,000 53,354S63

1,982,000 58,400H元�

JR
北近畿タン

ゴ鉄道（株）�

�

乗客数�
福知山市統計書　西日本旅客鉄道（株）福知山支社�

・北近畿タンゴ鉄道（株）調（単位：人）�

63
・
7
・
16
宮
福
鉄
道�

2,048,000 333,743H2

2,071,000 378,355H3

1,989,000 411,735H4

2,005,000 421,195H5

1,959,000 416,567H6

1,955,000 458,629H7

2,018,000 597,946H8

1,880,000 549,436H9

1,810,000 426,445H10

1,752,000 507,536H11

1,711,000 533,677H12

1,664,000 505,088H13年�

JR
北近畿タン

ゴ鉄道（株）�

�

H元 .8.1社名変更�
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資料：福知山市統計書　西日本旅客鉄道（株）福知山支社・�
　　　北近畿タンゴ鉄道（株）調�

【鉄道利用者数】
自家用車の普及に伴って鉄道利用者数が年々減少しています。

南岡515 石原647 篠尾新町1－91�

測定結果（db）�

69db 71db 66db昼間�

67db 69db 59db夜間�

環境基準達成率（％）�

93.8 89.2 100昼間�

87.5 63.5 100夜間�

国道9号線� 府道福知山綾部線�府道福知山停車場篠尾線��

自動車騒音面評価結果（H13年度）�

41,059 80,797 121,856S48

43,593 195,505 239,098S49

46,419 230,193 276,612S50

46,378 278,327 324,705S51

52,077 262,244 314,321S52

57,976 299,693 357,669S53

58,144 356,979 415,123S54

59,195 327,359 386,554S55

61,495 336,932 398,427S56

63,316 365,689 429,005S57

72,215 369,857 442,072S58

75,453 399,574 475,027S59

79,141 417,305 496,446S60

81,601 462,733 544,334S61

86,694 477,636 564,330S62

91,830 505,269 597,099S63

97,225 513,693 610,918H元�

106,246 555,971 662,217H2

110,263 566,132 676,395H3

113,018 558,929 671,947H4

116,897 566,263 683,160H5

127,936 596,163 724,099H6

134,543 608,173 742,716H7

137,706 647,540 785,246H8

139,149 660,211 799,360H9

144,039 624,266 768,305H10

150,771 640,562 791,333H11

154,138 670,625 824,763H12

153,624 692,818 846,442H13

電燈� 電力� 計��

電力使用状況�
福知山市統計書�

関西電力（株）福知山営業所調    �

（単位：使用料千KWH）    

4502S50

5298S51

5155S52

4988S53

5,008S54

5,143S55

5,536S56

5,620S57

5,984S58

5,898S59

6,063S60

6,121S61

6,401S62

6,577S63

6,818H元�

6,805H2

7,107H3

7,206H4

7,660H5

7,565H6

7,894H7

7,763H8

7,633H9

3,120H10

3,335H11

3,356H12

3,233H13

4283S49

市ガス供給量�
福知山市統計書�

市ガス水道部調�

（単位：千立方メートル）�

供給量は、�

4500kcal�

供給量は、�

46メガジュール�
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※各4月1日現在�
資料：福知山市統計書　府福知山地方振興局・市税務課調�

【自動車等の台数】
乗用車、軽自動車の伸びが大きく、約30年前に比べ4倍の伸び
となっています。一家に２台、３台など複数台数所有するケー
スも多く見られます。一方では原動機付自転車の台数が減って
います。また、交通弱者といわれる高齢者や若年層を中心とし
て運転免許を持たない人がいるのも現状です。
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� テーマ：「ごみ」� 「ごみとライフスタイル」� 話：堀孝弘「環境市民」�

2月27日� 第4回　市民環境会議�

� テーマ：「エネルギー」� WS：「私たちの生活・まちここがむだ」�

「自然エネルギーを暮らしの中へ」�

�

話：林敏秋「きょうとグリーンファンド」�

3月11日� 第5回　市民環境会議� 「環境共育あれこれ」� 話：すぎ本育生「環境市民」�

� テーマ：「環境共育」� WS：「地球温暖化防止カルタ」� �

� � WS：「こんな環境共育がやってみたい」� �

3月25日� 第6回　市民環境会議� 「水とくらし」� 話：小坂育子「水と文化研究会」�

� テーマ：「水環境」� WS：「水との関わり、市民へのメッセージ」� �

4月10日� 第7回　市民環境会議� 「福知山市の山林・林業」� 話：農林課�

14
年
度�

� テーマ：「みどり」� 「里山から考える21世紀の生き方」� 話：塩見直紀「里山ネット・あやべ」�

4月20日� 第8回　市民環境会議（FW）� 「里山ネット・あやべ」の活動見学� 案内：塩見直紀「里山ネット・あやべ」�

� テーマ：「里山・みどり」� 里地、里山歩き� �

5月14日� 第9回　市民環境会議� 「中心市街地の商業の現状と課題」� 話：商工業観光課�

� テーマ：「まち」� 「城下町を考える会の取組」� 話：大谷勇「城下町を考える会」�

� � 「元気の出る商店街の話」� 話：下村委津子「環境市民」�

月　日� 項　　目� 内　　　　容�

13
年
度�

�11～12月� ふくちやま市民環境会議委員公募（30名の内18名を公募）�

� 庁内調整委員会設置（各部若手職員11名）� �

1月11日� 第1回　市民環境会議� 設立式（委員委嘱）� �

� � 「福知山の未来と地球規模の環境問題」� 話：すぎ本育生「環境市民」�

� � WS：「お互いを知るワークショップ」� �

1月29日� 第2回　市民環境会議� 「福知山の環境の現状」� 話：環境対策室�

� テーマ：「福知山の環境」� WS：「福知山の今と昔を語る」� �

2月15日� 第3回　市民環境会議� 「福知山市のごみの状況」� 話：環境対策室�

�年度�

環
境
問
題
学
習
・
共
通
認
識
醸
成
期
間�

� � WS：「こんなまちづくりがしたい」� �

5月25日� 第10回　市民環境会議（FW）� 「商店街の現状をグループで見て歩く」� 案内：小田義一「ぽっぽランド」�

� テーマ：「まちなか」� 「まちなかにちょこっとエコを発見する」� その他商店主�

� � WS：「まちなか歩きをふりかえって」� �

6月11日� 第11回　市民環境会議� 「福知山市の地方バス、自主運行バス」� 話：生活交通課�

� テーマ：「交通」� 「市民の視点からの交通～コニュニティートランスポート」�話：中川大「京都大学大学院助教授」�

� � WS：公共交通自分で地域でできること� �

7月7日� 第12回　市民環境会議（FW）� 「清掃工場、ジャスコ福知山店見学」� 案内：環境推進室／ジヤスコ福知山店長�

� テーマ：「ごみ」� � �

7月23日� 第13回　市民環境会議� 「環境基本計画市民提案を作る意味」� 話：すぎ本育生「環境市民」�

� テーマ：「市民活動のパワーアップ」�WS：「興味あるテーマでグループ分け」� �

� � ☆幹事決定！� �

8月3日� 第14回　市民環境会議（FW）� 「由良川の歴史」� 話：塩見行雄「福知山市談会」�

� テーマ：「由良川とくらし」� 「由良川とくらし～藍の話～」� 話：塩見敏治「福知山藍同好会」代表�

� � 「由良川とサケ」� 話：桐村美智男「サケ採捕者の会」代表�

� � FW：川に入り水生生物観察� 指導：環境推進室�

部
会
を
中
心
と
し
た
計
画
検
討
期
間�

8月 20日� 第15回　市民環境会議� 「部会の分け、部会の名称について」� 3部会「自然」「くらし」「まち」を設置�

9月9日� 第16回　市民環境会議� 「問題・課題のピックアップと整理」� 各部会毎に検討�

10月3日� 第17回　市民環境会議� 「問題・課題のピックアップと整理」� 各部会毎に検討�

10月16日� 第18回　市民環境会議� 「問題・課題のピックアップと整理」� 各部会毎に検討�

11月6日� 第19回　市民環境会議� 「問題・課題のピックアップと整理」� 各部会毎に検討�

11月21日� 第20回　市民環境会議� 「福知山市の環境将来像を考える」� 各部会毎に検討�

11月28日� くらし部会� � �

12月6日� 第21回　市民環境会議� 「リーディングプロジェクトの検討」� 各部会毎に検討�

12月18日� 第22回　市民環境会議� 「リーディングプロジェクトの検討」� 各部会毎に検討�

1月10日� 第23回　市民環境会議� 「リーディングプロジェクトの検討」� 各部会毎に検討�

1月14日� 自然部会� � �

1月21日� 第24回　市民環境会議� 「リーディングプロジェクトの検討」� 各部会毎に検討�

2月13日� 第25回　市民環境会議� 「リーディングプロジェクト発表会」� 各部会発表�

2月27日� 第26回　市民環境会議� 「めざす環境像の検討」� 各部会毎に検討�

3月5日� くらし部会� � �

3月13日� 第27回　市民環境会議� 「めざす環境像の設定」「目標・理念の検討」� 各部会発表�

3月25日� 第28回　市民環境会議� 「リーディングプロジェクト、今後のスケジュール」� 各部会毎に検討�

策定の経緯 ～ 市民環境会議の歩み ～
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月　日� 項　　目� 内　　　　容��年度�

部
会
を
中
心
と
し
た
計
画
検
討
期
間�

4月 3日� まち部会� � �

15
年
度�

4月 5日� 自然部会� � �

4月11日� 第29回　市民環境会議� 「リーディングプロジェクトの検討」� 各部会毎に検討�

4月28日� 第30回　市民環境会議� 「理念の検討」� 各部会毎に検討�

5月1日� まち部会� � �

5月8日� 第31回　市民環境会議� 「理念、リーディングプロジェクトの検討」� 各部会毎に検討�

5月23日� 第32回　市民環境会議� 「リーディングプロジェクト調整、ビジョン検討」�各部会毎に検討�

5月24・25日�自然部会� 広島・庄原国営備北丘陵公園等見学� �

6月2日� まち部会� � �

6月3日� 自然部会� � �

6月12日� 第33回　市民環境会議� 「理念、全体ビジョン検討」� 各部会毎に検討�

6月13日� � 市民提案案内文作成� �

6月15日� 自然部会� � �

6月17日� 幹事会� � �

6月23日� 第34回　市民環境会議� 「中間報告会変更について、ビジョン検討」� 各部会毎に検討�

6月29日� 自然部会� � �

7月3日� まち部会� � �

7月12日� 第35回　市民環境会議� 「中間報告まとめ」� 各部会毎に検討�

7月16日� まち部会� � �

7月30日� まち部会� � �

8月7日� 第36回　市民環境会議� 「中間案発表会準備」� 各部会毎に検討�

8月12日� 市民環境会議中間案発表会記者会見�� 於：市役所記者クラブ�

8月17日� 自然部会� � �

8月18日� くらし部会� � �

� まち部会� � �

8月19日� くらし部会� � �

� まち部会� � �

8月20日� 幹事会� � �

8月22日� 自然部会� � �

8月24日� 市民環境会議中間案発表会� � 於：京都創成大学�

9月11日� 第37回　市民環境会議� 「市民提案書の検討」� 各部会毎に検討�

9月17日� 自然部会� � �

� くらし部会� � �

9月25日� 自然部会� � �

10月2日� 第38回　市民環境会議� 「市民提案書の検討」� 各部会毎に検討�

10月7日� くらし部会� � �

10月9日� まち部会� � �

10月13日� 自然部会� � �

10月14日� まち部会� � �

10月15日� くらし部会� � �

10月16日� 市民提案書提出式� 「市長に市民提案書提出」� 於：301会議室�

庁
内
調
整
・
計
画
書
作
成
期
間�

11月 11日� 第39回　市民環境会議� � �

11月27日� 幹事会� � �

12月4日� 幹事会� � �

12月19日～ � 津山市視察研修� �

1月14日� 第40回　市民環境会議� � �

2月11日� 第41回　市民環境会議� � �

2月23日� まち部会� � �

2月24日� 自然部会� � �

2月25日� くらし部会� � �

2月25日� 幹事会�

3月1日� 第42回　市民環境会議�

� �
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通算� 平成13年度�平成14年度�平成15年度�

42 � 42 6 22 14市民環境会議�

28 � � � � �部会�

� 自然部会� 12 � 1 11�

� まち部会� 11 � � 11�

� くらし部会� 8 � 2 6�

5 � 5 � � 5幹事会�

4 市民環境会議中間案発表会記者会見� 1 � � 1その他�

� 市民環境会議中間案発表会� 1 � � 1�

� 市民提案書提出式� 1 � � 1�

� 津山市視察研修� 1 � � 1�

79 � 79 6 25 48計�

開催数� 内訳�会名�

環境問題学習・共通認識醸成期間�部会を中心とした計画検討期間� 庁内調整・計画書作成期間�

平成13年度� 平成14年度� 平成15年度�

ふ
く
ち
や
ま
市
民
環
境
会
議
委
員
の
発
足�

庁
内
調
整
委
員
会
設
置�

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や�

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の�

実
施
に
よ
る
現
状
認
識�

問
題
・
課
題
へ
の
抽
出�

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
考
察�

ビ
ジ
ョ
ン
の
検
討�

市
民
環
境
会
議
中
間
案
発
表
会�

参
加
者
と
の
意
見
交
換�

市
民
提
案
書
作
成�

部
会
毎
の
ビ
ジ
ョ
ン
や�

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
再
検
討�

部
会
間
の
調
整�

総
合
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定�

担
当
課
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
・
庁
内
調
整�

環
境
基
本
計
画
策
定�

ふくちやま市民環境会議関係の会議等の開催数

ふくちやま市民環境会議設置要綱

（設　置）
第1条　将来にわたり持続可能なまちづくりを推進するための施策の基本的な方向を定める、福知山市環境基本計画
（以下「基本計画」という。）の策定にあたり、市民、市民団体、事業者及び行政が協働して基本計画案を立案するた
めの組織として、ふくちやま市民環境会議（以下「市民会議」という。）を設置する。

（委　員）
第2条　市民会議は、概ね30名の委員をもって組織する。
2 委員は福知山市内に在住、通勤または通学している者の内から市長が委嘱する。

（任　期）
第3条　委員の任期は委嘱の日から福知山市長に基本計画案が提出される日までとする。

（幹　事）
第4条　市民会議に幹事を若干名置く。
2 幹事は事務局に協力し市民会議の運営にあたる。

（会　議）
第5条　市民会議の会議は必要に応じて事務局が招集し、会議を進行する。

（委員出席手当）
第6条　事務局が招集した会議に出席した委員には、1回につき1,000円の出席手当を支払う。

（事務局）
第7条　市民会議の事務局を環境推進室に置き、庶務を処理する。

（その他）
第8条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は事務局が別に定める。

（附則）
この要綱は、平成14年1月11日から施行する。
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公 募 ･ 所 属 �氏　名�
公募�浅田　進也�
公募�芦田　　操�

NPOゆらねっと�芦田　育美�
公募�芦田　則男�
公募�足立　一子�
公募�有田　秀樹�
公募�大槻　　出�

ボーイスカウト福知山第1団�大槻　亮介�
公募�荻野　　豊�

（社）長田野工業センター�北山　宗弘�
公募�北山ゆかり�

めだかの学校�塩見日出勝�
福知山友の会�土田　　要�

学校教育振興会環境部会�中島　淑厚�
公募�久野惣治朗�

ボーイスカウト福知山第1団�日和　　隆�
公募�藤原　輝子�

部　会�
自然�
まち�
くらし�
自然�
くらし�
自然�
くらし�
自然�
くらし�
くらし�
自然�
自然�
自然�
自然�
まち�
自然�
くらし�

○幹事�
�
�
�
○�
�
�
○�
�
�
�
�
�
�
�
�
○�
�
○�

公募�堀　さかえ�
公募�堀　　昌彦�
公募�本堂　祐美�

環境カウンセラー�松尾　祥弘�
公募�水谷　幸子�

ガイアクリエーション�道下　雅昭�
公募�宮本　直樹�
公募�山口　隆史�
公募�横川　知子�
公募�吉田　龍彦�

京都丹波地球村�吉見　謙治�
エスペック（株）福知山工場�土田真奈見�

福知山商工会議所�桐村信太郎�
公募�和田　道春�

サポーター（委員以外で参画されたみなさん）�
�岡村　廣二�

環境と資源を守る会�大槻　清子�

まち�
くらし�
くらし�
くらし�
自然�
まち�
自然�
自然�
まち�
まち�
自然�
まち�
まち�
自然�

くらし�
くらし�

�
�
�
�
○�
�
�
○�
○�
�
○�
○�
�
�

�
�

ふくちやま市民会議委員等

コーディネーター
（特定非営利活動法人　環境市民） 所属�氏名�

総務部財政課�谷口　　学�
市民人権部人権推進室�小野木正章�

市民人権部人権ふれあいセンター下六部会館�田中　法男�
市民人権部健康推進課�杉本　昭仁�
建設部都市計画課�足立　素子�

市民人権部生活交通課�高木　佐幸�
ガス水道部水道課�足立　真也�
下水道部管理課�芦田　竜也�
経済部農林課�井上　陽一�

教育委員会昭和幼稚園�

部会�
まち�
まち�
くらし�
まち�
自然�
くらし�
自然�
くらし�
くらし�
自然�大西真知子�

総務部職員課（京都府派遣）� �外賀　眞二�

庁内調整委員

総括�　本　育生�
担　　当�氏　名�

自然部会�井上　和彦�
くらし部会�永橋　為介�
くらし部会�風岡　宗人�
まち部会�下村委津子�
まち部会�藤岡　美栄�



環境用語集
【ア行】

ISO14001
国際標準化機構（ISO）による企業・法人・団体の環境
マネジメントと監査に関する国際規格。企業・法人・
団体の活動に伴う環境影響を継続的に改善していくた
めの活動を管理・監査するシステム。企業によっては、
取引先の条件としてISO14001の取得を課しているとこ
ろもある。日本では企業だけでなく、自治体で取得す
るところが増加している。

アイドリングストップ
自動車の運転に際し、荷物の積み降しや駐停車時に自
動車のエンジンを切ることにより、大気汚染物質や二
酸化炭素の排出を抑制すること。

NPO（Non-profit Organization：非営利組織）
営利を目的とする株式会社などと異なり、社会的使命
の追及を目的とし、自発的に継続して活動を行う組織。
一般的には、法による特定非営利活動法人格を取得し
た団体に限定せず、より広く、社会的使命の達成を目
的とする任意団体も含まれる。

オゾン層破壊
成層圏の中で、地上約25から30kmの辺りに3mmほど
の層を成しているオゾン（O3）層が、人間が作って放
出した、フロン、ハロン、トリクロロエタン等の化学
物質の働きによって分解される現象。オゾン層が破壊
されることで、有害な紫外線が地表に届き、皮膚ガン
や白内障などの原因、遺伝子への影響による生態系の
破壊につながる。

温室効果ガス
地球温暖化の原因とされ、太陽の日射を受けて暖めら
れた地表面が放つ赤外線を吸収し、その一部を再放射
することで気温上昇を起こす原因となる気体。地球温
暖化対策の国際的な目標や手法を定めた京都議定書で
は二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素
（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフル
オロカーボン（PFC）、六フッ化硫黄（SF6）の6物質
が削減目標の対象となっている。⇒参照「京都議定書」
「地球温暖化」

【カ行】

拡大生産者責任（EPR）
製品を製造する人や販売する人自身が、ごみになった
後まで一定の責任を負うこと。例えば、リサイクル・
処理しやすいように設計や材質を工夫したり、材質等
を表示したりすること、ごみになったものの特性に応
じて、その引き取り・リサイクルを実施することなど。

合併処理浄化槽
生活排水（台所や風呂場などの汚水）とし尿を微生物
によって浄化する装置。し尿だけを浄化する単独処理
浄化槽では、生活排水が浄化されないまま川へ流れ出
すため、川の汚染につながるが、合併処理浄化槽はし
尿だけでなく生活排水も浄化するので、川や海の汚染
を防ぐことができる。

環境家計簿
省エネやごみ排出量の削減につなげるため、家庭での
光熱水の消費量、ごみの排出量などを定期的に記入し、
その変化をチェックする家計簿のような記録帳。

環境基準
人の健康の保護や生活環境の保全のうえで維持される
ことが望ましいとされる、環境中の物質の濃度や音の
大きさの基準。環境基本法により、大気、水、土壌、
騒音、ダイオキシンについて定められている。

京都議定書
1997年に京都で開催された「気候変動枠組み条約第3
回締約国会議（COP3）」で採択された議定書。地球温
暖化防止のための温室効果ガス削減に向けた目標値や
手法などについて定めている。日本は、1990年を基準
として2008年から12年の間に、温室効果ガス6％削減
することを約束している。

グリーン購入
自治体、企業、団体が、自ら購入する商品、サービス
を、品質や価格だけでなく環境への影響の少ないもの
を選択することによって、市場のグリーン化（環境へ
の影響が少ない）を達成しようとする活動。グリーン
コンシューマー活動の団体版と言える。1996年にグリ
ーン購入ネットワークが創られ、運動が広がっている。

グリーンコンシューマー
環境を大切にして商品やサービスを選択する消費者。
あらゆる買い物について少しでも環境への影響を少な
いものを選ぶことで、エコロジーな生活を実現してい
くとともに、「商品の選択」という消費者の力でメーカ
ーや流通業などの環境への取り組みを促し、社会全体
のエコロジー化をすすめることを目的としている。日
本では1991年に京都で「買い物ガイド」を作成する活
動からスタートし、各地で民間団体や自治体による活
動が増加している。

光化学オキシダント（光化学スモッグ）
太陽光線（ 紫外線） によって複雑な光化学反応を起こ
して作られるオゾンなどの酸化性物質の集合体で、そ
の影響は、眼や気道の粘膜刺激など健康被害のほか、
植物の葉の組織破壊など広範囲にわたる。
また、光化学オキシダントのスモッグを「光化学スモ
ッグ」と呼称し、一般には同義に用いられている。

コジェネレーション（熱電併給システム）
ひとつのプラント（設備）から2種類以上のエネルギ
ーを同時に発生させるシステム。具体的には、石油系
燃料、天然ガス、バイオマスなどを用い、発電を行う
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とともに、そのとき発生する排熱を利用し、熱エネル
ギーとして冷暖房や給湯などに利用するシステムを言
う。日本では一つの建物（群）内で行うタイプが多い
が、ヨーロッパでは地域的な広がりを持つシステムも
普及している。

【サ行】

里山
薪炭を得るためや、山菜、きのこ等の食材を採取する
ために、人間が持続的に利用してきた人里周辺の山。
原生的な自然林とは異なるが、本州においては広葉樹
を中心とした多様な動植物が生息する豊かな自然空間
を形作っていた。ただ、1950年代後半以降石油エネル
ギーへの急速な移行とライフスタイルの転換がおこり、
人間の利用が滞り、かえって荒れた自然になってしま
っているところが多い。近年、その価値が見直され里
山の再生活動が各地で行われるようになってきている。

自然エネルギー
太陽光、水力、風力、地熱、海洋温度差など自然活動
から取り出すエネルギーのこと。

自然生態系
植物、動物、微生物とそれらを取り巻く大気、水、土
壌などの無機的な環境とを総合した系（ システム）。

持続可能
1987年、国連の「環境と開発に関する世界委員会」報
告書の中で提唱された「持続可能な発展（sustainable
development）」という概念に基づく言葉。将来世代の
必要（ニーズ）を損なわないように現代世代の必要
（ニーズ）を満たすことと考えられている。環境と経済
と社会の発展を調和させて人々が幸せに暮らしていけ
るようにし、地球を将来世代に引き継いでいけるよう
な社会にすること。

市民参画
従来、行政が行ってきたことについて、市民が主体的
に関わり、行政と協働で取り組むこと。行政が市民の
意見を聞いてそれを反映させる「市民参加」とは区別
し、立案、計画、意志決定の各段階で、市民が主体性
を持って関わる場合に用いる。

市民農園
一般に、都市住民などの農業者以外の人がレクリエー
ションや自家用野菜の生産などを目的として、小面積
の農地を利用して野菜や花を育てるための農園。近年、
環境学習の場としても期待されている。

循環型社会
「循環型社会形成基本法」では、省資源と環境への影響
を可能な限り低減するために、製品などが、廃棄物と
して処分されることを抑えられ、適正なリサイクルが
なされ、またリサイクルできない製品等からの環境に
対する悪影響が少ないように処分される社会、と定義
つけられている。これに加えてエネルギー、さらに水
の循環を視野に入れることが必要と言われている。

新エネルギー
石油、石炭に代わる環境への負荷の少ない新しい形態
のエネルギーで、「新エネルギー導入大綱（平成6年12
月16日、総合エネルギー対策推進閣僚会議決定）では、
重点導入を図るべき新エネルギーとして、次の3形態
があげられている。
①自然エネルギーの利用を中心とした再生可能エネル
ギー（ 太陽光発電、太陽熱利用システムなど）
②廃棄物や廃熱の利用を中心としたリサイクル型エネ
ルギー（廃棄物発電など）
③従来型エネルギーの新利用形態（ 熱電供給システム、
燃料電池など）

生物化学的酸素要求量
⇒BODを参照

生物指標
限られた環境条件の下でしか生きられない生物を用い、
その生物の存否で環境の度合いを測る指標。例えば、
きれいな水にしか棲めないサワガニ、オニヤンマなど
は清流の生物指標となる。

【タ行】

ダイオキシン
非常に強力な毒性を持つ物質で、環境ホルモンの一つ。
一般に、ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン
（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）、コプラ
ナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）をまとめ
てダイオキシン類と呼んでいる。日本では、ごみの焼
却炉からの排出が8から9割を占めると言われている。

地球温暖化
人間による化石燃料の大量消費により大気中の二酸化
炭素など温室効果ガスの濃度が増加し、地球の平均気
温（現在約15℃）が高くなる現象。気温が上昇するだ
けでなく降雨量も大きく変化し、気候の変化も激しく
なることから、正式には「気候変動（climate change）」
と呼ぶ。生態系に壊滅的な打撃を与える恐れがあると
ともに、異常気象による災害、干ばつや多雨などによ
る食料生産の悪化、利用できる淡水の減少、海水面の
上昇、マラリアなど伝染症の流行地域の拡大など、人
間の生存と生活にも非常に大きな悪影響を及ぼすと予
測されている。⇒参照「温室効果ガス」

地球環境問題
人間の行為によって地球規模で起こる数々の環境問題
の総称。①地球温暖化、②オゾン層破壊、③熱帯林の
減少、④開発途上国の公害、⑤酸性雨、砂漠化、⑥野
生生物種の減少、⑦海洋汚染、(有害廃棄物の越境移
動が含まれる。主な特徴は、①汚染源が多様、②先進
国と発展途上国との南北問題が背景にあること、③諸
問題が密接に関係していることなどが挙げられる。
例えば、フロンガスはオゾン層を破壊する一方で地球
温暖化を促進する温室効果ガスでもあり、熱帯雨林の
減少は、二酸化炭素の吸収源の減少を通じて地球温暖
化を加速する一方、野生生物を減少させる最大の要因



でもある。これらの問題は、現在の、特に先進国での
大量生産、大量消費、大量廃棄といった経済社会活動
や個人のライフスタイルのあり方、さらには、人類の
これまでの技術文明のあり方を問うような内容を含ん
でいる。⇒参照「地球温暖化」「オゾン層破壊」

地産地消
「地元生産－地元消費」を略した言葉で、地元で生産さ
れたものを地元で消費するという意味で使われる。こ
れによって、地域での循環型社会の構築を促し、また
地域の農林水産業の活性化と食物の安全性の確保も目
指している。

低公害車
従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、窒素酸化
物（NOx）、粒子状物質（SPM）、二酸化炭素（CO2）
といった大気汚染物質や地球温暖化物質の排出が少な
い、または全く排出しない自動車。

デポジット制度
正式には「デポジット・リファンド制度」で、預かり
金払い戻し制度のこと。ビール瓶のように販売価格に
容器の預かり金が上乗せされており、空き容器を返却
すると預かり金が払い戻しされる。容器の再利用を促
進し、ごみ量の削減につながる方法である。

【ナ行】

二酸化硫黄（SO2）
主に石油等の化石燃料に含まれる硫黄（S）が燃焼する
ことにより大気中に排出される気体で、呼吸器に対し
て悪影響を及ぼす。硫黄酸化物（SOx）の1種で、発生
源は自動車や工場・事業場などが主。

二酸化窒素（NO2）
主として物が燃焼することにより発生し、呼吸器に対
して悪影響を与える。窒素酸化物（NOx）の1種で、
発生源は自動車や工場・事業場などが主。

燃料電池
水の電気分解とは逆の化学反応を直接用いて電力を発
生させる発電装置。天然ガス、メタノール、石油・石
炭ガスなどをエネルギー源とし、燃料を燃焼させる必
要がなく、発電効率も高いのが特徴。大規模発電のほ
か、家庭用などの小規模発電、自動車の動力源として
も開発が進められ実用化されつつある。

【ハ行】

パートナーシップ
違う立場に立つ人々が、対等な関係のもとに、それぞ
れの特性に応じた力を出し合って相乗的な効果をあげ
ること。環境問題の解決やまちづくりには、市民・市
民団体・事業者・行政のパートナーシップが不可欠だ
と言われている。

ばい煙
物を燃やしたときに出る煙や工場から排出される煙の

総称。硫黄酸化物、ばいじん、窒素酸化物などの有害
物質がある。

バイオマス
動植物を由来とする資源。木材や農作物、畜産物を収
穫したり加工したりする際に出る間伐材やおがくず、
糞尿、菜種油、残りかす、建築廃材などの生物系廃棄
物を原料としてエネルギーを生み出すことができる。
化石燃料に由来しないため、大気中の二酸化炭素を増
大させないことになり、地球温暖化防止策の一つにな
ること、同時に農林業の活性化や廃棄物問題の解決策
となり得ることなどの特徴を持っている。

光害
照らすべき範囲から漏れた光によって良好な照明環境
が阻害されている状況、またはそれによる悪影響。エ
ネルギーの必要以上の浪費とともに、安眠妨害や天体
観測の妨害、農作物への生育不良、野生動植物への影
響などの悪影響が懸念されている。

PRTR（Pollutant Release and Transfer Resister：環境
汚染物質排出･移動登録制度）
人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質を管
理するため、その環境中への排出量及び廃棄物に含ま
れて事業所の外に移動する量を事業者が自ら把握し、
行政に報告を行う。そして、行政は事業者からの報告
や統計資料等を用いた推計に基づき、対象化学物質の
環境中への排出量や廃棄物に含まれて移動する量を把
握し、集計し、公表する仕組み。

BOD（Biochemical Oxygen Demand：生物化学的酸素
要求量）
水質汚濁の汚染指標の1 つで、水中の微生物が一定時
間内（20℃で5日間）に有機物を酸化・分解するため
に消費する酸素の量を示す数値。この数値が高ければ
高いほど水中の有機物の量が多いことを示す。河川の
汚濁をはかる代表的な指標。ただ河川の汚濁には、
BODでは現われない化学物質によるものもあるので、
これだけを指標にするのは危険。

ppm（parts per million）
濃度単位を示す記号の1種で、試料中の物質を100 万分
の1で表示する単位。水質汚濁では1リットルの水中に
1mg の汚濁物質が存在する場合の濃度を、大気汚染で
は1m3の大気中に1cm3の汚染物質が存在する濃度を示
す。なお、ppb（parts per billion）は10億分の1を表
す。

PCB（Polychlorinated biphenyl：ボリ塩化ビフェニル）
有機塩素系の非常に安定な化合物で、熱に強く、酸や
アルカリに侵されず、絶縁性に優れ水に溶けないとい
う性質を持っており、トランスやコンデンサーなど電
機製品の絶縁体から熱媒体、ペンキ、インク、プラス
チック加工用とあらゆる分野に使われていた。

ビオトープ（bio-tope）
生物を意味する“Bio”と場所を意味する“Tope”を
合成したドイツ語で、一定のまとまりのある野生生物
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の生息空間を意味する。日本では、池を中心とする新
たに造りだした自然的空間をビオトープと呼ぶことが
多いが、池は必ずしも必要ではない。また、本来的に
は、自然の空間や長い時間にわたって人間が関与し、
野生生物の生息空間になっている里山、里地、社寺林
などがビオトープである。

フィールドワーク
椅子に座って講義を聴く「座学」ではなく、現場に出
かけて行ってその状況を調べたり、現場の人の話を聞
くなどして、その実態を体感して学ぶ調査研究の手法。

浮遊粒子状物質（SPM ）
大気中に浮遊する粒径が10μm（ミクロン：1μmは、
1mmの1,000分の1）以下の粒子状物質で、呼吸器に対
して悪影響を与える。発生源としては、工場、事業場
等産業活動に係るものだけでなく、自動車の運行に伴
って発生するもの、風による土壌粒子の舞い上がり等
の自然現象によるものもある。

フリーマーケット
ごみの減量化や資源の有効利用に役立てることを目的
に、公園、駐車場等を会場に住民が不用な品物を持ち
寄り、安い値段で販売すること。フリーマーケットの
元の意味は「蚤の市」。アメリカではガレージセールと
言われる。

プロジェクト
「課題」を解決するための具体策。この計画では、市民、
市民団体、事業者の取り組みや活動、行政の施策や事
業、さらにこれらのパートナーシップで行う取り組み
を指す。

フロンガス
正式には｢クロロフルオロカーボン（CFC）｣といい、
エアコンや冷蔵庫の冷媒、電子部品の洗浄、発泡スチ
ロールの発泡材、スプレーなどに使われてきたガス。
成層圏のオゾン層を破壊する原因物質で、特にオゾン
層を破壊する作用の強いフロン11、12、113、114、115
については、条約議定書で特定フロンに指定されてい
る。
この特定フロンは、1995年末までに生産は全廃されが、
それ以前に製造された冷蔵庫やエアコンなどに現在も
使用されており、これらの使用機器の廃棄時等におい
て、大気中への排出を抑制する必要がある。また、オ
ゾン層への影響の少ない代替フロンガスが開発され使
用されているが、代替フロンガスも強い温室効果を持
つため、別の気体の開発と実用化も進められている。
⇒参照「オゾン層破壊」

【マ行】

マイクロ太陽電池
小型で携帯可能なサイズの太陽電池を指す。

水循環
水は降雨、蒸発、浸透などにより環境中を循環し、大
気中の水蒸気、内陸水（川や湖）、地下水、海水などの

形で存在し、循環している。自然の地表面や緑地が減
少したり、地下水を大量に採取したりすると、水の循
環の仕方や水の存在状態が変わり、湿地の消失、地盤
の沈下や平常時の河川流量の減少による水質の悪化な
どの支障が生じる。

【ラ行】

ライフスタイル
生活様式。現在は資源とエネルギーを浪費するライフ
スタイルであるとされている。環境問題の解決や持続
可能な社会づくりのためには、経済システムとともに
ライフスタイルの根本的な変革が必要だとの認識が国
際的になされている。

リサイクルプラザ
ビン、缶、粗大ごみなどの資源ごみのリサイクルを行
うとともに、再生品の展示・販売や普及・啓発、環境
学習などを行うリサイクル活動の拠点となる施設のこ
と。

リターナブル容器
使用後に洗浄し、中身を入れ替えることで繰り返し使
える容器。逆に1 回使用したらごみとして捨てられ容
器、資源回収されても原材料として作り直してしまう
容器のことを「ワンウェイ容器」と言う。

リユーズ
同じ物を再び使用すること。ごみ減量の手法に関して
は、一般に環境への影響の少ない順に「リデュース
（排出抑制）」、「リユーズ（再使用）」、「リサイクル（再
資源化）」という「3R」が用いられる。リユーズはリサ
イクルよりも環境への影響が少ないと考えられている。

緑道
都市公園の一つ。災害時における避難路の確保、市街
地における都市生活の安全性及び快適性の確保等を図
ることを目的として設けられる、植樹帯、歩行者路及
び自転車路を主体とする緑地で、幅員10から20mを標
準として、公園、駅前広場等を相互に結ぶよう配置す
る。

レッドデータリスト
生物種の保護に役立つことを目的とした、絶滅の恐れ
のある動植物をその危険度とともに表示した目録。世
界規模だけではなく、国内、地域でも作られている。

【ワ行】

ワークショップ
もともとの意味は手作業で協力しあってものを生産す
る工房。意味が転じて、多様な経験や価値観を持つ
個々人が、知識や経験の有無に関係なく、対等な人間
関係のもとに、創造的な雰囲気の中でより生産的な合
意形成を図る方式を言う。
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