


環境環境環境環境基本基本基本基本計画とは計画とは計画とは計画とは

丹波篠山市環境基本計画（以下、計画）は、環境基本条

例に基づいて策定されます。この条例にある「環境基本計

画策定の目的」は「環境の保全と創造に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するため」であり、丹波篠山市が行う

具体的施策等を定めたものです。

計画の改訂の趣旨計画の改訂の趣旨計画の改訂の趣旨計画の改訂の趣旨

第1次計画の期間が令和元年度で終了することを受け、第1次計画期間中に発生した東日本大震

災を契機とした「暮らし方の見直し」や「人口減少」などの社会的背景を踏まえ、丹波篠山市がこ

れからも持続可能なまちであるために、改めて「環境政策の立場から考えるべきこと、実行するべ

きことは何か」を定めるために第2次計画を策定します。

計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ

本計画の上位には丹波篠山市総合計

画（以下、総合計画）があります。こ

の両者の関係は、総合計画の中にある

環境分野の計画が環境基本計画であり、

総合計画に掲げる他の様々な施策と連

動・補完的に推進していきます。

計画計画計画計画で取り扱う環境で取り扱う環境で取り扱う環境で取り扱う環境課題課題課題課題

のののの範囲範囲範囲範囲

計画では、日々の暮らしにある「生

活環境」、大きな視点では「地球環

境」など、広い範囲を指し示す「環

境」の中でも、丹波篠山市により関係

のある次の範囲の「環境」を対象とし

ています。

・環境教育・環境学習

・自然環境

・農業環境

・森づくり

・生活環境

・省エネ・新エネ

・気候変動



環境施策の理念環境施策の理念環境施策の理念環境施策の理念

重点分野重点分野重点分野重点分野

環境を「守る」、まちづくりに「活かす」
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計画の構成と期間計画の構成と期間計画の構成と期間計画の構成と期間

計画は、基本編と実践編と資料編の3部で構成されます。

基本編は、計画期間中に変更することのない基本的な考え方を示したもの。実践編は、基本編に基

づいて具体的な施策内容や施策上の目標を示したもの。資料編は、計画を策定するために行ったアン

ケート調査の結果などの記録集です。

計画の期間は、基本編、実践編ともに令和2(2020)年度から令和7(2025)年度までの6年間とし

ます。

なお、実践編は、毎年、施策の達成度や改善点について評価を行い、次年度以降に実施する施策に

反映します。

第1次計画で積極的に取り組んできた環境を「守る」ことに加え、環境をまちづくりに「活かす」

ことによって、丹波篠山市を持続可能なまちとすることを目指します。

計画で取り扱う環境課題の解決に向けて具体的な施策を検討するために、丹波篠山市ならではの5

つの重点分野を定めます。



「目指すまちの姿「目指すまちの姿「目指すまちの姿「目指すまちの姿」」」」とととと達成達成達成達成に向けた取り組みのイメージに向けた取り組みのイメージに向けた取り組みのイメージに向けた取り組みのイメージ

行政・市民・事業者・NPOなどの多様な主体が協働して、「環境を『守る』、まちづくりに『活

かす』」という環境施策の理念の下に環境課題の解決に向けて取り組み、5つの重点分野ごとに定め

た「目指すまちの姿」の達成を目指します。



重点分野別の施策の方針と成果指標重点分野別の施策の方針と成果指標重点分野別の施策の方針と成果指標重点分野別の施策の方針と成果指標

(施策の方針）

・環境をよくする人財を育成します

・学校などと共に環境教育・環境学習を促進します

・各主体が連携・協働できる仕組みをつくります

指標の内容 現況 目標

環境保全活動の実施主体数 年間 20 件 年間 30 件

ふるさとの川再生事業の実施箇所数 年間 2 箇所

年間 3 箇所

(累計 18 箇所)

広葉樹林化面積 年間 10 ha

年間 10 ha

(累計 60 ha)

指標の内容 現況 目標

多面的機能支払交付金事業に取り組む集落数 199 集落 203 集落

化学肥料・農薬の低減技術を導入した水稲栽培面積 データなし

作付面積の

50 ％以上

森林整備面積（間伐） 年間 257 ha 年間 325 ha

里山スクール修了者数

年間 19 人

(累計 115 人)

年間 20 人

(累計 255 人)

指標の内容 現況 目標

家庭系ごみ発生量 ※2

年間総量 9,151 t 8,053 t

一人一日あたり 602 g 530 g

プラスチックごみ（プラ容器包装・ペットボトル）

の資源化率

61.7 % 70.0 %

水洗化率 95.20 % 96.16 %

(施策の方針）

・豊かな生態系を保全します

・子どもも大人も安全に楽しく遊べる場づくり

を進めます

・自然環境と調和した丹波篠山らしい「魅せた

い風景」を保全・創出・活用します

(施策の方針）

・農都として持続可能な農業を推進します

・丹波篠山の自然が農林業の中で新しい価値を

うむよう取り組みます

・「ふるさとの森」の適切な管理を推進します

(施策の方針）

・ごみを減らします

・資源の有効活用に努めます

・源流のまちとして水資源の保全に努めます

・みんなが住みやすいまちづくりを進めます

(施策の方針）

・低炭素社会の実現に向けて取り組みます

・エネルギーの地産地消を促進し、持続可能な

まちを構築します

指標の内容 現況 目標

市内の太陽光発電設置件数（50kW未満） 累計 1,703 件 累計 2,180 件

市役所関連施設の温室効果ガス排出量

21,326,861

kg-CO2 ※3

19,194,174

kg-CO2

電気自動車の導入台数 年間 13 台 年間 15 台

薪ストーブ・ペレットストーブの導入台数 年間 7 台 年間 15 台

マイバッグの啓発活動 バイオマスストーブの普及啓発

遊べる水路づくり

林業の担い手の育成

指標の内容 現況 目標

生き物が好きな子どもの割合 69.2 % 80.0 %

自然の中で遊んだことのある子どもの割合 81.2 % ※1 100.0 %

環境保全活動を実施する市民プラザ登録団体数 14 団体 20 団体

環境をよくする人財の育成

【重点分野①】人財づくり分野

【重点分野②】自然・景観分野 【重点分野③】農業・林業分野

【重点分野⑤】気候変動対策分野【重点分野④】生活・暮らし分野

※3 平成29(2017)年度の値

現況値は平成30(2018)年度

目標値は令和7(2025)年度

※2 PTA等による集団回収によるものは除く

※1 令和元(2019)年度の値



重点分野別の施策一覧重点分野別の施策一覧重点分野別の施策一覧重点分野別の施策一覧



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

計画により目指すまちの姿の早期実現に向けて、特に戦略的に取り組むべき施策をリーディングプ

ロジェクトとして位置づけ、全庁的な推進体制のもとで優先的に取り組むとともに、点検・評価に

よって成果の着実な積み重ねを図ります。

リーディングプロジェクトの関連図（イメージ）



リーディングプロジェクト① リーディングプロジェクト②

リーディングプロジェクト③ リーディングプロジェクト④

「丹波篠山・共創プラットフォーム（仮称）」

による協働プロジェクトの推進

市民と連携した「水路・川づくり隊（仮称）」

の結成と自然再生・魅力向上事業プロジェクト

市民みんなができる「お得＆カッコいい」

ごみ減量

自然の恵みをフル活用！かしこくエネルギーを

つかうプロジェクト

取り組み内容取り組み内容

取り組み内容 取り組み内容

各主体の「協働の場」として、挑戦してみた

い環境活動、1人ではできないけどみんなでや

ればできそうな環境活動、環境を通じてまちを

よりよくするアイデアなどをみんなが持ち寄れ

る「丹波篠山・共創プラットフォーム（仮

称）」を設置し、「協働プロジェクト」の形成

を推進していきます。

生き物の生息や景観面で良好な水路や川の環

境を維持・再生していくことを目的として、

「水路・川づくり隊」の設立支援制度を設けま

す。単なる水路・川の維持管理作業受託にとど

まることなく、手仕事としてできる落差の解消、

淵や魚巣の設置、簡易魚道の設置などにも取り

組み、地域と連携しながら自然環境の再生と魅

力の向上を図っていきます。

ごみ減量の取り組みを継続的なものとするた

めには、我慢をしない取り組みとする必要があ

ります。ごみ減量の取り組みは3R、4Rなど、

取り組みの頭文字「R」を用いたキーワードが

用いられることがありますが、丹波篠山市では、

市民みんなが無理をせず簡単にできるごみ減量

の取り組みを、丹波篠山市オリジナルの

「3R×3」として提唱し、広げていきます。

気候変動対策では、丹波篠山市全体で「どの

くらいの温室効果ガスを排出しているのか？」

を見える化することが必要不可欠です。市民み

んなが「お得に」「カッコよく」取り組めるこ

と、事業者が「がまん」せずに取り組めること、

市が優先すべきことなどの対策を進めます。

具体的な取り組み例具体的な取り組み例

具体的な取り組み例 具体的な取り組み例

・丹波篠山市オリジナル「3R×3」として、

具体的な取り組み方法を紹介

・市内の小売店等に「3R

×3」の協力を求め、市、

事業者、市民が一体とな

った取り組みの推進

・取り組み事例の紹介

・市内の温室効果ガス排出量を算定し、市、

市民、事業者の各主体において低炭素の取り

組みを推進

・再生可能エネルギーの積

極導入、電力提供の協定

によるエネルギーの地産

地消

・環境課題の持ち寄り

・協働プロジェクト創出のための「丹波篠山・

共創プラットフォーム（仮称）」の設置

・協働プロジェクト提案会の開催

・協働プロジェクトの実施支援

・協働プロジェクトの振り返り・評価

・協働プロジェクト改善・実施

・自然再生が必要な水辺の情報収集

・水路や川の機能を維持しつつ、自然を再生さ

せる「水路・川づくり隊

（仮称）」（有償ボラン

ティア）の結成

・水路・川づくり隊と連携

しながら自然再生を実施



協働を基本とした実施体制協働を基本とした実施体制協働を基本とした実施体制協働を基本とした実施体制

行政が環境課題を一方的に提示して協力できる個人や組織を募る従来のやり方よりも、何を課題と

捉えて取り組むのか、誰とどう解決にあたるのかという課題設定や目標設定からみんなで考える「協

働の場」を設置し、「協働プロジェクト」の成立と実践を推進していきます。

「協働プロジェクト」と各機関の関係イメージ

進捗管理の方法進捗管理の方法進捗管理の方法進捗管理の方法

協働プロジェクトメンバー

協働プロジェクトの取り組みについて、

プロジェクトメンバー自身が「振り返り」

新しい挑戦を生み出していきます。

庁内推進会議

当該年度の評価と次年度事業への改善点

を得ることを目的に、行政として環境施策

全般を対象に「自己診断」を行います。

環境審議会

業務改善に最適な「PDCAサイクル」を

用いて評価します。さらに、目指すまちの

姿に近づくために、ロジックモデルと合わ

せて次年度の改善点も提案していきます。

社会的インパクト評価を取り入れた「PDCAサイクル」イメージ




