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第２次丹波市
環境基本計画とは

“今の子ども達が親となって子どもを持つと考えられる時代”を見据え、
丹波市の環境の保全と創造を推進する計画です
丹波市では、平成29年度（2017年度）に「第２次丹波市環境基本計画」を策定し、平成29年度（2017年度）から令和８年度（2026年度）
までの10カ年計画として、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してきました。
計画策定から５年が経過し、計画期間の中間年度を迎えたことから、社会経済情勢の変化や科学技術の進展、これらに伴う環境問題に
適切に対応するため、中間見直しを行いました。

本計画は、市民、民間団体、自治会、自治協議会、事業者、行政だけでなく、観光等の来訪者、不在地主など、本市に関わりを持つ主体の
すべてを対象とします。

市民・事業者・市の相互的な連携・協働で
計画を推進します

対象とする環境の範囲は５つです

本計画の推進にあたっては、計画策定主体である市の取組だけでなく、市民の日
常生活や市民団体などの活動、事業者の事業活動における環境に配慮した取組の
展開が必要です。
環境保全及び創造のために、市民、事業者、市が一体となって、それぞれの立場か
ら参画と協働の取組を行うことにより、計画の推進を図ります。

●水資源
●水辺環境
●森林環境
●自然景観
●身近な自然（里地里山）
●生物多様性など

●大気環境
●騒音･振動
●悪臭
●土壌・地下水
●有害化学物質
●放射能汚染など

●５Ｒ（ごみになるもの
　を断る・ごみの発生抑
　制・再使用・修理・再生
　利用）
●廃棄物処理
●不法投棄
●環境美化など

●歴史文化環境
●環境教育・環境学習
●環境保全活動
●環境交流など

●エネルギー有効活用
●地球温暖化防止
●気候変動による影響
　への適応など

市民

事業者 市連携・協働

自然環境 生活環境 資源環境 地域環境 地球環境

地域循環共生圏の構築
地域資源を最大限に活用しながら地域の特性に応じ
て資源を補完し支え合う「地域循環共生圏」の実現を目
指し、環境・エネルギー政策を契機とする取組を推進し
ます。

豊かな自然と美しく懐かしい田園風景など、先人が
築いてきた環境を守り、丹波市らしい環境を創造す
るため、また、丹波市が加古川と由良川の源流に位
置し、丹波市の環境問題は下流域にも影響を与
えることに加えて、丹波市の個性である“源流
のまち”を次世代へ継承する必要も踏まえた
将来像を設定しています。

丹波の森と農を活かし、
人と自然が共生する

源流のまち

目指すべき将来像

共通目標

森林の多面的機能を高める森林整備や環境に配慮した農作物
づくりなどを通して、より安全で豊かな自然環境を保全する
とともに、さまざまな生きものが暮らせるよう環境整備を行
います。また、森林整備によって生じる間伐材の利用を推進し、
新しい環境調和型産業の育成を通して、人・自然・産業・暮らし
が循環する“循環型社会”の実現を目標とします。

1基本
目標 “里地里山”の

　保全・再生と循環利用

高度成長期に始まる大量生産・大量消費型の社会システムや
ライフスタイルがさまざまな地球規模の環境問題を生じさせ
ていることを踏まえ、日常生活や事業活動等で資源を大切に
し、地球環境を保全するライフスタイルや社会システムの確
立を目標とします。

2基本
目標 資源を大切にする

　ライフスタイルの定着

市民の安全で安心な暮らしや本市の豊かな自然資源を「未来」
へ引き継ぐため、市民・事業者との連携・協働により、省エネル
ギー化の推進を継続するとともに、気候変動の影響への適切
な備えや対応が進んだ「脱炭素社会」に向けた持続可能な都市
の実現を目標とします。

3基本
目標 地球温暖化の防止

身近な環境や景観を安全で適正に保ち、市民はもとより、来訪
者が気持ちよく訪れることのできる環境、景観を目指してい
きます。
大気、水質、悪臭など公害の監視や未然防止のほか、景観を向
上させていくことにより、移住・定住の促進が実現していくこ
とを目標とします。

4基本
目標 快適で安心して暮らせる

　環境の保全

人と人とのつながりを大切にし、豊かな環境資源を次世代に
継承していくため、ボランティアの育成支援や環境学習の機
会提供などを通して環境に関わる人の輪を大きくし、“市民総
がかり”で取組を進めていくことを目標とします。

5基本
目標 人の輪で育む環境づくり
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“里地里山”の
保全・再生と循環利用1基本

目標

目指す将来のすがた

市内の広い面積を占める森林の
管理に携わる人が増え、森林の
持つ多面的機能や防災力の向上
が図られています。

環境に対する市民の意識の高ま
りから、有機農業や環境創造型
農業が普及し、安全・安心な農産
物の生産が増えています。

丹波市産材を使用した住宅が増え、
森林整備や管理で発生する間伐材
が活用されています。

■林業振興と森林の持つ多面的な機能を維持するための森林管理をバランスよく
行い、生物多様性が高く、防災面にも配慮した森づくりを行います。

■適正な土地利用の推進、森林・緑地保全の観点から開発行為を適正に誘導するこ
とにより、緑豊かな地域環境を活かした開発に向けた指導を行います。

1 里地里山の保全・再生 森林整備面積

260ha/年（R2）

270ha/年（R8）

■住宅の新築や増改築等に際して、積極的に丹波市産材の利用を促進します。
■森林環境譲与税を活用し、奥地や急峻地等の条件不利地の未整備林の整備をする
とともに、スギやヒノキの人工林について、間伐の着実な実施に加えて、「伐って、
使って、植える」という資源の循環利用を進めます。

2 里地里山を活かした循環型社会の実現 使用木材量(個人物件のみ)

365.1㎥（R2）

400.0㎥（R8）

■農林業や生態系等に影響を及ぼす有害鳥獣や外来生物の有効的な捕獲を実施し、
生態系の保全を図るとともに、危険な外来生物等について情報を提供します。

■兵庫県特定鳥獣保護管理計画に基づき、人と野生鳥獣の調和のとれた共存を目指
します。

4 有害鳥獣や外来生物の防除 有害鳥獣による農業被害数

713件（R2）

560件（R8）

資源を大切にする
ライフスタイルの定着2基本

目標

■ごみの減量には、ごみ発生を抑制すること、すぐに捨てずに再利用できるものは
再利用すること、資源として再利用すること、の３つが大切です。本市では、この
３つに、不要なものはもらわないこと、修理して使うこと、の２つの取組を追加し
た５つの取組について、市民や事業者などと協働して推進していきます。

■ごみ減量につながる意識啓発、正しい分別・排出方法の普及に努めます。

1 ５Ｒの推進 ごみのリサイクル（資源化率）

■家庭系ごみのさらなる減量・資源化に向けて、食品ロスの発生を予防する取組や
生ごみの減量を推進するとともに、地域における集団回収など資源化の取組を支
援します。

■増加傾向にある事業系ごみの減量・資源化に向けて、拡大生産者責任の考え方に
基づく事業者の容器包装削減や店頭回収、食品ロス削減などの取組を支援します。

2 ごみの減量化 一人一日当たりごみ発生量

■林業事業体への安全衛生教育等を通した支援や、ＮＰＯ、森林ボランティア等の
団体の育成、支援を行います。

■農業分野では、新規就農者への支援や多様な担い手の確保を行います。
■自然豊かな水辺環境を守り育てるため、市民参加による維持管理に努めます。

5 自然環境の保全・育成につながる人づくり 認定農業者数

97人（R2）

106人（R8）

■農地では環境に配慮した農業生産活動を広めます。
■「生物多様性丹波市戦略（仮称）」を策定し、生物多様性の重要性について市民・事
業者の理解向上に努めるとともに、生物多様性確保に向けた取組を行います。

■外来種からの影響を受けやすい在来種（動植物）を保護します。

3 生物多様性の保全 有機JAS認証農家

29戸（R2）

40戸（R8）

目指す将来のすがた

市民一人ひとりに５Ｒの意識が定着し、
適正なごみの分別が行われ、使えるもの
や再生利用されるものも増えて、ごみと
して出されるものは減ってきています。

フードドライブやフードバンクの活用等
により、食品ロスが削減されています。

15.3％（R2）

19.0％（R8）

776g/日（R2）

732g/日（R6）
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5 自然環境の保全・育成につながる人づくり 認定農業者数

97人（R2）

106人（R8）

■農地では環境に配慮した農業生産活動を広めます。
■「生物多様性丹波市戦略（仮称）」を策定し、生物多様性の重要性について市民・事
業者の理解向上に努めるとともに、生物多様性確保に向けた取組を行います。

■外来種からの影響を受けやすい在来種（動植物）を保護します。
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目指す将来のすがた
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適正なごみの分別が行われ、使えるもの
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して出されるものは減ってきています。
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により、食品ロスが削減されています。

15.3％（R2）

19.0％（R8）

776g/日（R2）

732g/日（R6）
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地球温暖化の防止3基本
目標

■令和32年（2050年）までの脱炭素社会の実現を目指し、家庭や事業所からの二酸
化炭素排出量の削減、市役所における率先的な取組を進めます。

■市民や事業所に向けて、二酸化炭素排出削減につながるライフスタイル・ビジネ
ススタイルの普及啓発を進めます。

1 脱炭素社会への移行 温室効果ガス排出量

■森林整備や管理で発生する間伐材の多くが林内に放置され、活用されていないこ
とから、森林整備で生じる用途のない間伐材を「バイオマス燃料」として薪ストー
ブやボイラー等に活用することを推進します。

■事業所における省エネルギー化の取組に関する普及啓発・支援を進めます。

2 新・省エネルギーの活用 薪ストーブ・薪ボイラー
購入補助台数（累計）

■水害や土砂災害に関するリスクの増大、熱中症の予防など、気候変動の影響によ
る被害の回避や軽減をするための適応策を強化します。

■地球温暖化や気候変動の影響に関する最新の情報等を収集し、市民にわかりやす
く提供します。

■集中豪雨や大型台風等の極端な気象現象の頻発等に伴う水害や土砂災害に備え
る対策を推進します。

3 気候変動に備える 防災訓練を行っている
自主防災組織数

目指す将来のすがた
市内では電気自動車が普及し、
自動車としての役割のほか、住
宅用蓄電池としても活用されて
います。公共交通の利用者が増
え、二酸化炭素排出量の運輸部
門の割合が減少しています。

暮らし方・働き方の変化に
より、市民・事業者がライフ
スタイルやビジネススタイ
ルを変えていくことで省エ
ネルギーが進んでいます。

環境に配慮した事業者が増
え、地球温暖化防止の意識が
定着しています。従業員への
環境教育も定着しています。

家庭では薪ストーブや薪
ボイラーが普及し、木質
バイオマスエネルギーが
利用されています。

18,737t-CO₂/年（R2）

16,447t-CO₂/年（R6）

74台（R2）

135台（R6）

13組織（R2）

104組織（R8）

快適で安心して暮らせる
環境の保全4基本

目標

目指す将来のすがた

多くの市民や事業者が率先して地域の美化活
動や環境を守る活動に参加し、とても美しい気
持ちの良い風景・自然環境が広がっています。

豊かな自然環境の丹波市へ田舎暮らしを求める
移住者が増え、空き家が有効活用されています。

■公害に関する苦情に適切に対処するとともに、不法投棄に対しては、環境パトロー
ルや監視カメラの設置、警察との連携により、未然防止、拡大抑制を行います。

■水循環を流域全体でとらえ、市民・事業者に雨水浸透や節水等の取組の重要性につ
いて啓発を図ります。

1 公害の未然防止と拡大抑制 不法投棄件数

26件/年（R2）

20件以下/年（R8）

■河川環境を保全していくために、浄化槽整備区域内の浄化槽整備や適正管理、下水
道への接続率を向上させるための取組などを進めます。

■河川環境整備事業の実施や地域が取り組む河川愛護活動への支援を行います。

2 河川環境の保全 下水道接続率

97.9％（R2）

98.5％（R8）

■老朽化して管理不全な状態になった空き家は、景観面だけではなく、安全、衛生、防
犯等生活環境全般に影響を与えることから、適正管理や利活用に対する支援を行
います。

■景観保全の取組を行うことにより、市民が健康で快適に暮らせることを目指します。

3 景観保全の推進 特定空家等認定解除件数

5件/年（R2）

5件/年（R8）

■空き家の流通を促進するため、「住まいるバンク」を通じて、移住・定住希望者への
紹介を行います。

4 自然環境等を活かした移住・定住の促進 住まいるバンク成約件数

50戸/年（R2）

50戸/年（R8）
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人の輪で育む環境づくり5基本
目標

目指す将来のすがた

市民一人ひとりが環境問題を自
らの問題として関心を持ち、子
どもから大人まで環境について
の情報を得たり、学んでいます。

環境教育や美化活動にかか
わる人々が増えて、地域の
コミュニティも活性化して
います。

自然環境や生態系について
研究が進み、環境保全団体等
が保護活動を行っています。

子ども達は周りの大人たちに導
かれながら山や川に入って自然

を学んでいます。

■地域団体やＮＰＯなどの環境保全活動を行う団体や団体間のネットワーク化を
支援するとともに、地域コミュニティの活性化を図ります。

■環境に関係するイベントや環境に配慮したライフスタイルの普及につながる
キャンペーン等、インターネット・ＳＮＳなどを活用しながら展開し、環境問題へ
の関心喚起、環境意識の醸成を図ります。

1 市民の自主的な取組の推進 丹波市クリーン作戦参加者数

13,025人（R1）

12,000人（R8）

■市民一人ひとりが環境問題に関心を持ち、日常生活や事業活動の中で具体的に行
動できるよう、幅広い世代が環境について学ぶことができる環境を整えます。

■次代を担う子どもや子育て世代がともに環境について学び、考えることができる
場や機会を創出します。

■オンラインの活用も視野に入れた環境セミナー・出前講座の開催などにより、地
域における環境学習を推進します。

2 環境学習の推進 氷上回廊水分れフィールド
ミュージアムの入館者数

3,984人/年（R2）

30,000人/年（R8）

■生物多様性ホームページの“氷上回廊”を環境の保全や創造のシンボルとして情
報発信するなど環境情報の発信に努めます。

■市内の環境に関する情報、市民が取り組める環境行動、市の取組、環境活動団体の
活動に関する情報などの環境情報を、市の広報、インターネット・ＳＮＳなど、さ
まざまな媒体を活用して効果的に発信します。

■市では資源の有効利用や温室効果ガスの削減などを図るため、環境に配慮した物
品を優先的に購入します。

3 市の率先した取組の推進 丹波市産農産物
（野菜主要15品目）の使用割合

22.0％（R2）

30.0％（R8）

第２次丹波市環境基本計画
《改定版》 お問合せ先

丹波市生活環境部環境課
■TEL：0795-82-1001（代表）　■FAX：0795-82-5448
■E-mail：kankyou@city.tamba.lg.jp　■URL：https://www.city.tamba.lg.jp

〒 669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀１番地
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