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 4  4  施策の基本方向 施策の基本方向
一人ひとりの安心・安全が守られるとともに、尊厳と人権が尊重され、だれもが自分らしく生きるこ
とのできる社会づくりは、山城地域においても最も基本となる条件です。こうした社会づくりのために
は、災害への対応等、まず安心して生活できる条件づくりとともに、同和問題や女性、子ども、高齢者、
障害のある人、外国人、患者等に対する人権問題など、様々な人権問題について、解決に向けた人権教
育・啓発等の施策を推進するとともに、インターネット上での人権侵害や街頭で公然と行われる差別的
な言動等の新たな課題に対応した取組を進めます。

さらに、ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントなど
性別をはじめとする人権侵害の状況が改善され、男女の人権が等しく尊重され、性別による固定的な役
割分担にとらわれず、あらゆる場に女性も男性もその個性と能力を発揮し、いきいきと活躍できる男女
共同参画社会の実現に向けた取組を推進します。
また、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現し、安心でいきいきと生活するために
は、様々な働き方を選べる社会の構築や意識改革とともに、地域での取組が重要です。住民、NPO等地
域団体、企業等と連携し、団塊の世代をはじめとする高齢者や学生、若者等幅広い世代の地域参画を通
して、男性と女性が子育てを分担できるような社会を推進します。

また、多様な地域特性を持つ山城地域においては、15 の市町村が、地域の実情や住民ニーズにきめ細
かに対応した施策を推進しており、京都府に求められる役割も異なることから、地域づくりのパート
ナーとして機能を分担し、相乗効果が発揮できるような施策に取り組むこととします。

さらに、山城地域には、これまでから住民、NPO等地域団体のほか、大学、企業、各種団体、行政等
の協働により、地域の特性や豊かな歴史的資源をいかしながらの地域づくり、子育て支援や地域福祉、
障害者・高齢者福祉、環境保全の取組、「さわやかボランティア・ロード事業」や「山城うるおい水辺
パートナーシップ事業」による道路・河川の管理等、幅広い分野できめ細かな地域活動が展開されてき
ました。
今後も地域の課題解決に向け、多様な主体が連携・協働する社会を築いていくため、「地域力再生プ
ロジェクト支援事業交付金」等による支援、京都府山城NPOパートナーシップセンターを拠点とした
交流の場「協働サロン」のさらなる充実、NPO等地域団体相互のネットワークづくりによる効果的な取
組の支援や、企業、学生等とNPO等地域団体とのマッチングを図るなど、山城の地域力を高める取組
を推進します。

なお、山城の地域力を高めるためには、人づくりへの取組が欠かせません。ふるさと意識を醸成し、
誇りを持って暮らし続けることのできる地域を住民自らがつくるために、地域づくりへの関心を高め、
様々な地域づくり活動への参画を促進するとともに、人材交流を進め、地域に根ざして活動するリー
ダーの育成を引き続き支援します。さらに各地域のリーダーが山城地域全体の要として力を発揮するこ
とができるよう、各地域をつなぐ取組を支援します。

以上は、あらゆる施策を推進していく土台になる部分であることから、これらを基盤として以下の 5
つの基本方向による施策を推進していくこととします。
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（1）府民の暮らしを支える安心・安全の確保

●近年多発する集中豪雨を見据えた総合的な治水対策
天ヶ瀬ダム再開発事業など、山城地域を貫流する宇治川・木津川・桂川の治水対策を促進します。
山城地域の特徴として、天井川が多いこと、低地や山裾にまで住宅地が広がっている状況があり、近
年の豪雨災害を見据えて河川の氾

はん

濫や土砂崩れを防止するため、古川等の改修や天井川対策、砂防施設
の整備等を推進します。
また、桂川右岸の低平な市街地における局地的豪雨への対応として、いろは呑龍トンネルの整備を着
実に推進するとともに、市町村と連携し、公共空間を活用した流出抑制対策を推進します。

●道路の防災対策、耐震化等の推進
道路の安心・安全を確保するため、落石対策や道路斜面崩壊の防止等の道路防災対策を進めます。
また、大地震等の大規模災害に備え、本庁と連携して、防災拠点施設の耐震化を推進します。

●農地・農業用施設の防災対策や災害に強い山づくりの推進
巨椋池干拓地等の低平な農地においては、上流部の急速な市
街化に伴い、洪水時に浸水被害が発生し農作物の生育に支障を
きたす箇所もあり、被害の解消を図るため、農業用排水路の速
やかな改修整備を推進します。また、老朽化した農業用ため池
については、住民の安心・安全の向上を図るため点検を実施し、
緊急度の高いものから改修整備を推進します。
さらに、山地災害に対して治山事業の推進を図るとともに、関
係者の知恵と工夫で、災害をできる限り減らす「山づくり」を
モデル地区で構築し、この取組の山間集落への普及を図ります。

●行政・住民連携による地域防災力の向上
事前の関係機関との体制整備や住民参加型の防災訓練の実施
により、災害発生時の迅速な対応に備えるとともに、住民が自
ら適切な避難行動を起こすことができるよう、市町村と連携し
て地域の防災リーダーを養成し、それぞれの地域に応じた防災
体制の整備を支援します。

災害関連河川の整備推進（志津川）京都府南部豪雨災害（志津川）

住民協働で進める安心・安全な
山づくり（炭山モデル）

総合防災訓練（城陽市）
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●公共施設の適正な維持管理の推進
公共施設の適正な維持管理のため、総合管理計画を策定し、道路、河川、砂防、公園等の各インフラ
を「メンテナンスサイクル」に基づいて適切に管理します。

●健康危機に強いやましろ地域づくり
新型インフルエンザ等の健康危機の発生時には、感染拡大を
可能な限り抑制し、住民の生命及び健康を守り、住民生活及び
経済に及ぼす影響を最小限に食い止めるために、関係機関が連
携して対策を進め、「健康危機に強いやましろ地域づくり」をめ
ざします。

（2）地域の活性化と交流を進める交通基盤など社会基盤整備の推進

●交流と活力を生み出す広域交通網の整備
活力ある地域づくりには、社会基盤の整備が不可欠ですが、
道路網では、平成 25 年 4 月に京都第二外環状道路（にそと）が
開通したことにより、乙訓・山城西部地域と府北部地域との連
携交流がこれまで以上に進んでいます。また、新名神高速道路
「城陽～八幡間」の平成 28 年度完成により、京奈和自動車道が
全国の高速道路ネットワークにつながり、久御山ジャンクショ
ンでつながる京滋バイパス、第二京阪道路とあわせて交通の結
節点となり、山城中南部地域の発展、特に関西文化学術研究都
市のポテンシャルのさらなる向上が期待されます。
さらに、新名神高速道路「大津～城陽間」及び「八幡～高槻
間」の平成 35 年度全線完成により、山城地域の真ん中を国土軸が貫くこととなり、全国でも有数の交
通至便な地域になることから、産業の集積化が期待されており、それを踏まえたまちづくりを進めます。
新名神高速道路の交流連携効果を木津川右岸地域にも波及させるためには、この地域を南北につなぐ
宇治木津線の整備が必要であり、関係機関と協議・調整を進めます。
鉄道網では、平成 25 年 12 月に京都第二外環状道路（にそと）と直結した阪急西山天王山駅が開業し
交通結節機能が強化されましたが、さらに、JR奈良線の高速化・複線化第二期事業のメリットをいかし
たまちづくりを進めることが必要です。

●  高速道路へのアクセス道路及び JR奈良線の高速化・複線化に合わせた道路、関西文化
学術研究都市の関連道路の整備
山城地域の京都府が管理する道路で、規定どおり道路幅等の改良ができている割合は約 6割程度と
なっており、整備を必要とする道路がまだ数多くありますが、限られた財源で整備を進めるためには、
整備箇所の重点化が必要です。
高速道路は、全国とネットワークすることにより地域活性化の効果を発揮すると同時に、一般道路の
交通量を高速道路へ転換させ、一般道路の渋滞等を軽減する効果もあります。このため、高速道路への
アクセスをスムーズにする道路の整備を高速道路の開通に合わせて重点的に行います。

新型インフルエンザ対応訓練

京都第二外環状道路（にそと）と
阪急西山天王山駅
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また、マイカー交通から公共交通機関への転換も一般道路の渋
滞等の軽減につながるほか、地球温暖化対策としても進める必要
があるため、公共交通である JR奈良線の高速化・複線化第二期
事業に合わせた鉄道駅周辺の道路整備を重点的に進めます。
さらに、関西文化学術研究都市のまちづくりの促進と発展のた
めに、関西国際空港や大阪とのアクセス時間を短縮する国道 163
号精華拡幅の整備を促進するとともに、クラスター間の相互連携
を強化する山手幹線の整備を引き続き推進します。加えて、木津
中央地区へのアクセス道路となるとともに、国道 24 号と国道 163
号との重複区間の渋滞を軽減する東中央線の整備推進や、木津東
バイパスの整備を促進します。

●木津川右岸地域の社会基盤整備等の推進
山城中部地域から相楽地域に至る木津川右岸地域は、道路や鉄道などの社会基盤の整備が十分とはい
えず、過疎・高齢化が課題となっていますが、農山村の美しい景観をはじめ「お茶の文化」や「祈りの
文化」などの地域資源が豊富な地域であることから、新名神高速道路の開通を見据えた宇治木津線や JR
奈良線の高速化・複線化等の交通基盤の整備を進め、交流人口の増加につなげるとともに、自然に恵ま
れた地域ならではの豊かなライフスタイルの提案等も行いながら、定住化促進や雇用対策といった人口
減少対策を進めます。

●安心・安全なまちづくり
犯罪のない安心・安全なまちづくりは地域社会における喫緊の課題であり、行政、地域、学校、企業、
NPO等地域団体等が連携し、一人ひとりの防犯意識を高めていくことが必要です。そのため、地域ごと
に防犯関係団体のネットワーク化を促すことにより地域住民による息の長い防犯活動を支援し、犯罪の
ない安心・安全なまちづくりの気運を醸成します。
また、地域住民と防犯情報を共有することにより、地域の防犯力を向上させ、新たな犯罪の発生を抑
止します。さらに、通学路での事故を防止するため、学校・地域・警察・市町村と連携して安全対策を
推進します。

●生活道路の渋滞対策や交通安全対策等
山城地域には狭あい箇所や渋滞箇所等も多いことから、だれもが安心して暮らせる地域づくりをめざ
して、狭あい箇所や交差点等の改良による交通円滑化・渋滞対策や自転車・歩行者の安全対策をはじめ、
歩道の段差解消等のバリアフリー対策を促進します。
さらに、地球環境の保全や安心社会の実現のため、公共交通機関への利用転換の促進や鉄道駅等のバ
リアフリー化、バス交通体系の整備充実等を促進します。

●住民協働の推進
道路の整備を進めるに当たっては、地域住民の意見等を踏まえる必要があることから、住民を交えた
計画づくりを推進します。
また、道路の維持管理については、住民の生活環境に密接に関わることから、住民とのパートナー
シップをアダプト制度を活用しながらさらに深めます。

東中央線の整備推進（木津川市内）
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（3）「お茶の京都」等による、農林業や中小企業など
 地域を支える産業振興と新たな観光、地域交流の推進

●「お茶の京都」づくりの推進
山城地域は、茶生産地として最も長い 800 年の歴史を有し、
お茶による文化・産業を形成してきた地域であり、優れた茶畑
等の景観創出、「宇治茶かおり回廊」の整備、京都府茶業研究
所の機能強化や、地域の皆さんが主体となった「お茶」を観た
り、感じたり、味わう「場」づくりを応援することにより、文
化・産業・観光の振興を積極的に進めるとともに、山城地域が
有する価値ある資産を世界に発信していくため、宇治茶の世界
文化遺産登録をめざし、生産振興、消費拡大、地域活性化等を
目的とした「お茶の京都」づくりを推進します。

○「宇治茶の郷
さと

づくり」の推進　―生産振興と消費拡大―
800 年の歴史を持つ日本を代表するブランドにふさわしい良質な宇治茶の生産体制の強化を図る
ため、京都府茶業研究所の機能強化を行い、研究開発を進めるとともに、優良品種への改植や急 峻

しゆん

な茶園等の改良整備、伝統的製法の技術継承、「宇治茶GAP」や新技術の普及・定着、担い手やリー
ダー等の人材育成を進めます。
また、山城地域に住んでいる人や訪れる人が、地域に息づく様々な宇治茶に関する資源（茶園、
施設、歴史、文化、人など）や取組等を、「集い」「つなぎ」「磨く」ことを通じて、宇治茶に感動
し、体験できる「宇治茶の郷

さと

づくり」により宇治茶ファンの拡大をめざします。

○宇治茶の世界文化遺産登録の推進
宇治茶は日本文化や伝統産業と深く結びついた世界に誇るブランドであり、ユ
ネスコの世界文化遺産登録に向けた取組を進めることにより、宇治茶の価値を世
界に発信します。

○  「お茶の京都」魅力の発見・発信の推進等
（地域資源をいかした「やましろ観光」の推進）
山城地域のお茶にまつわる観光資源を掘り起こし、宇治茶の魅力を満載した拠
点や体験プランを盛り込んだ「お茶の京都」の魅力が満喫できる「やましろ観
光」を展開します。

○「宇治茶かおり回廊」整備の推進
宇治茶ファンの一層の拡大を図るため、国内外から山城地域を訪れる人々が、
美しい茶畑やお茶の拠点をわかりやすく巡り、その魅力に触れることができるよ
う、「宇治茶かおり回廊」の整備を進めます。

●「やましろ観光」・「京都・西の観光」の推進
山城地域には、平等院や石清水八幡宮をはじめ多くの歴史的文化遺産、食文化や優れた景観があり、
また、ものづくり企業や研究機関が集積するなど、様々な物語性やテーマ性を持つ豊富な観光資源に恵
まれています。これら資源の魅力を高め、テーマや地域ごとに市町村、関係団体等との広域連携を推進

茶畑景観（和束町）
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し、複数の観光施設等を旅行する長時間滞在型観光への誘導等や、
増加する個人旅行客や外国人旅行客の誘客を進める「やましろ観
光」を展開します。

乙訓地域においては、高速道路バス停と鉄道駅が直結した施設等
をいかした新たな広域観光の可能性を引き出すとともに、有名寺社
や西山の竹林、大山崎山荘等の文化施設、激辛食等のユニークな商
店街、世界に冠たるものづくり企業の集積等、あらゆるニーズに応
えられる多彩な観光資源を効果的に活用し、観光客をはじめ多様な
人々が行き交う京都の西の玄関口として誇れる乙訓地域を実現します。

●地域経済の活性化、中小企業への支援
山城地域は、高度な技術力を有するものづくり企業が多数存在するとともに、住民の方々の暮らしを
支えている多数の商店街など、多様な中小企業が活動する地域であり、府内全事業所の約 2割を占める
産業の集積地です。また、新名神高速道路の整備や JR奈良線の高速化・複線化などの交通ネットワー
クも飛躍的に整備されることとなっています。
そのため、こうした優位性や整備の時期をとらえて、地域の中小企業の新たな発展に向け、京都版の
エコノミック・ガーデニングの視点から、企業訪問、相談、
技術支援、資金支援等を総合的に進めるとともに、各地域の
コミュニティの拠点である商店街において、それぞれの地域
の特性に応じた施策を進めます。
また、利便性の高まる山城地域の特徴を PRすることによ
り、製造業だけでなく、物流関連企業などの企業誘致を積極
的に進め、地域中小企業を支援します。
さらに、平成 35 年度の新名神高速道路全線開通により、沿
線の東部丘陵地の東西南北からの交通利便性が極めて高くな
ることを踏まえ、こうした地理的優位性をいかして、段階的
な整備を推進します。

●雇用対策の推進
すべての年代において、将来に希望が持てる雇用環境の確立をめざし、元気な企業づくりや新たな企
業の誘致・定着による雇用創出を図るとともに、ハローワーク、市町村、京都ジョブパーク等と連携し
ながら地域実情に応じた雇用対策を推進します。

●京都山城ならではの農産物づくりと担い手対策の推進
山城地域は、ナスやトマト、軟弱野菜等の園芸作物を中心とし
た都市近郊型の産地形成が図られてきましたが、近年、担い手の
高齢化や後継者不足により産地規模が縮小してきています。こう
した中、大消費地を控えた山城ならではの安心・安全で新鮮な「京
やましろ新鮮野菜（地域戦略ブランド）」等の農産物づくりや競争
力のある京都ならではの「ブランド京野菜」づくりと、それらを
支える農の担い手対策を推進し、競争力ある園芸産地づくりを進
めます。

中小企業支援の一環として
セミナー等実施

「京やましろ新鮮野菜」
ロゴマーク付き包装で販売

京都第二外環状道路（にそと）と
阪急西山天王山駅
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また、地域での話し合いに基づく「京力農場プラン」の策定支援やプロジェクトチームの設置による
ほ場整備を促進し、経営規模の拡大を支援します。
さらに、地域のネットワーク等を活用した6次産業化による新たな農業ビジネスの展開を支援します。

●乙訓地域の地産地消の推進
大消費地である利点をいかした地産地消のさらなる推進を図るとともに、地域内のスーパーマーケッ
トのインショップや食品工場への出荷、地元企業の社員食堂や病院・社会福祉施設への供給等の販路拡
大を図ります。

●京都農村再生運動、モデルフォレスト運動等の推進
山城地域の農山村は、人口の減少や農林業者の高齢化・

後継者不足から集落機能が低下し、耕作放棄地や放置さ
れた森林が増えており、その再生を推進するため、野生
鳥獣対策や地域の再生を図る「命の里」づくり、農村ビ
ジネスの導入や空き家への移住促進等の取組を進めま
す。
また、森林が将来にわたり環境保全林や木材供給源と
しての多面的な役割を果たすようモデルフォレスト運動
のさらなる拡大や地域産木材を地域の公共施設や住宅等
に活用する地産地消型林業を推進します。
竹材や全国でも名高いタケノコを生産する竹林につい
ては、ブランド資源や特産物産地、さらには景観観光資
源として大切に保全していきます。
一方、放置竹林が大きく広がり、山城地域全体で生物多様性の低下や環境悪化等の原因となっており、
その拡大防止は地域の大きな課題となっています。そのため、NPO等地域団体等との協働による竹林整
備活動や竹作業専門家の養成を進めるとともに、乙訓地域においては「乙訓『若竹』産業創造プロジェ
クト」に基づく竹資源の利用促進に取り組みます。

●都市と農村が共存する地域の構築
人口増加と人口減少に直面する都市と農村が隣接する特徴ある地域構造をいかし、大学や研究機関の
集積を都市発の科学技術による農業の ICT化等地域活性化に活用するとともに、農村における農家民宿
の開設や週末居住を促進し、都市と農村が共存する地域を構築します。

（4）少子・高齢化への戦略的対応と生涯健康づくり

●少子化への戦略的対応
山城地域における人口の減少を食い止めるため、安心して出産や子育てができる環境づくりの取組
と、若い世代がこの地域から流出しないよう、「職住近接」や妊娠・出産・子育て期に働きやすい雇用
の場の創出等とともに、地域の魅力を高める取組を戦略的に行います。
また、厳しい状況に対応して、将来の山城地域の姿を見据えた行政や地域社会のあり方について検討
します。

田舎暮らしに向けた空き家訪問
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●  子どもや障害のある人などだれもが安心して生活できる環境づくり
子どもや高齢者、障害のある人をはじめ、だれもがお互いに
人格と個性を尊重しながら生きがいを持って自分らしい生活が
送れる山城地域をめざします。
そのため、安心して子どもを産み育てることができるよう、保
育所の受け入れ体制の強化や多様な保育ニーズに対応するため
の保育サービスの充実を図るとともに、家庭支援総合センター、
南部家庭支援センターや医療機関、学校等の関係機関の連携に
よる児童虐待防止や子育て支援団体の活動支援による「地域の
子育て力」の向上を図ります。

また、障害の有無に関わらずだれもが互いに人格と個性を尊重しあう共生社会を実現し、人権尊重の
社会づくりを推進するため「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会
づくり条例」や「京都府福祉のまちづくり条例」等に基づき、山城地域の障害者自立支援協議会と協調
して、様々な地域課題の克服のための活動の強化を図るとともに、市町村や関係機関と連携し、だれも
が安心して生活できるユニバーサルデザインのまちづくりを推進します。
さらに、経済的な理由等で生活に困窮している人への就労支援や住居確保支援を行うとともに、自殺
予防を効果的に進めるために相談体制の充実等によるこころのケアに取り組みます。

●高齢者がいきいきと安心して暮らせる地域づくり
山城地域においては、今後、高齢者のますますの増加が見
込まれることから、豊富な経験やネットワークをいかしなが
ら地域社会に参画できるような支援を行うとともに、保健・
医療・介護・福祉のサービスを一体的に提供できる地域包括
ケアシステムの充実を図り、高齢者が住み慣れた地域（日常
生活圏域）で、いきいきと安心して暮らし続けることができ
る地域づくりをめざします。
また、今後増加する認知症高齢者に適切に対応するため、
認知症の早期発見・早期対応ができる体制づくりをはじめと
する総合的な施策に取り組みます。

●生涯を通じた健康づくり
少子・高齢化や疾病構造の変化が進む中、子どもから高齢者まですべての世代が、希望や生きがいを
持ち、健康で心豊かに生活できる社会を確立することで、「健康長寿のやましろ」をめざします。
そのために、主な死亡原因である「がん、脳血管疾患、心疾患、糖尿病等」を減少させるための生活
習慣病対策を推進します。あわせて、山城地域の健康寿命を延ばすことを目標に、乳幼児期・小児期・
青年期・壮年期・高齢期といったライフステージとライフスタイルに応じた健康課題に対し、様々な専
門職や関係機関と連携・協働して取り組み、「生涯を通じた健康づくり」を推進します。

母子ふれあいひろば風景
（NPO法人主催）

認知症初期対応型カフェ（長岡京市内）
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（5）地域文化の継承・発展と環境保全、郷土を愛し、
 世界にはばたく子どもの育成

●豊かな歴史文化の保全・継承と新しい文化芸術やスポーツによる交流の推進
山城地域は、古墳時代から平城京・恭仁京・長岡京、
そして平安京と展開した永い歴史の中で、豊かな文化を
蓄積し、魅力ある地域社会として発展を遂げています。
古代の遺跡や数多くの古墳、恭仁京や長岡京の都跡、神
社仏閣、山

やま

背
しろ

古道、大和街道、西国街道、信楽街道、伊
賀街道等の旧街道筋、茶問屋街等の街並みや茶畑景観、
さらに祭りや伝統行催事等の豊富な歴史的文化遺産に
恵まれた地域でもあります。
このため、これらをいかし、次世代に確実に引き継い
でいくために、市町村、住民と協働し、それらの保全・
継承を図るとともに、歴史的文化遺産等を活用したにぎ
わいのある地域づくりを促進します。
また、鎌倉時代以来 800 年という永い歴史の中でつち
かわれてきたお茶の文化や、多くの神社仏閣によりはぐ
くまれてきた「祈りの文化」等の地域の伝承文化の継承
を図ります。
さらに、山城地域には、日常的にスポーツに親しむこ
とができる施設が数多くあることから、地域密着型のス
ポーツ振興を図るとともに、交流を通じた地域振興につ
なげるため、市町村とともに地域資源をいかしたスポー
ツ観光の聖地づくりを進めます。

●東京オリンピック・パラリンピックに向けた「やましろ文化交流圏」づくり
2020 年（平成 32 年）の東京オリンピック・パラリンピックに合わせて開催される「京都文化フェア

（仮称）」に向けて、市町村や関係団体との連携を深めることにより、多くの人々が山城地域ではぐくま
れた様々な文化に親しみながら交流する「やましろ文化交流圏」づくりをめざします。

●持続可能な社会の実現
地球温暖化等の環境問題は、国境を越えて拡大し深刻な状況になっています。このため、環境問題の
克服なくして社会・経済の存続や発展はないという危機感が世界の人々に広く共有され、世界的に持続
可能な社会・経済のしくみづくりへと時代は大きく転換しようとしています。
山城地域では、京都府環境基本計画、京都府循環型社会形成計画、京都エコ・エネルギー戦略等に基
づき、京都の知恵と文化をいかし、自然と共生する都市と美しい地域を創造するため、ライフスタイル
の見直しや再生可能エネルギーの普及、エネルギー管理システムの普及、モデルフォレストを推進する
ほか、府民生活や産業活動の中に廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用（3R）の考え方やしくみを浸透
させて、廃棄物の発生量や最終処分量の抑制等を進めるとともに、監視パトロールを強化・継続し、不
適正処分の抑止を図ります。
さらに、関西文化学術研究都市においては、ハード、ソフト両面から「持続可能な都市」のモデルを
構築することなどにより、低炭素型社会や循環型社会の実現に向けて取り組みます。

平等院鳳凰堂（宇治市）

浄瑠璃寺（木津川市加茂町）
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●多様な自然環境の保全と竹林、森林の整備
山城地域は、淀川三川合流域、竹林や茶畑、里山、田園等の多様な自然環境に恵まれた地域で、野生
動植物の貴重な生息・生育地となっており、これら緑豊かな自然環境や優れた景観を、自然との共生を
図りながら次代に伝えていくことが大切です。
このような中、森林を守りCO₂ を削減するために、NPO等地域団体や企業等の参画を得て、地域全
体で取り組むモデルフォレスト運動を推進します。

●住民協働の推進
河川及び公園等の整備を進めるに当たっては、地域住民の意見等を踏まえる必要があることから、住
民を交えた計画づくりを推進します。
また、河川環境の保全や維持管理については、住民の生活環境に密接に関わることから、住民との
パートナーシップをアダプト制度を活用しながらさらに深めます。

●社会総がかりで子どもを育てる環境づくり
子どもが地域に誇りを持ち、心身ともに健全な成長を遂げ、人や社会とつながり、共に生きる心をは
ぐくむため、地域の子育てに関わる各関係機関や団体等のネットワークをいかし、社会総がかりで子ど
もを育てる環境づくりを進めるとともに、山城地域に立地する関西文化学術研究都市の研究施設や大
学、ものづくり企業、ボランティア等との連携を強化し、伝統文化や地域産業などの山城の地域資源を
いかした教育を推進します。


