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1997年 ➣

2010年 ➣

2004年 ➣

COP3開催，京都議定書採択

地球温暖化対策条例制定（日本初）

地球温暖化対策計画策定
削減目標 1990年度比 2010年までに10％削減

2011年 ➣

条例の全部改正 GHG1990年度比15%削減し，目標達成！

削減目標 1990年度比 2020年までに25％削減
2030年までに40％削減

東日本大震災発生
「エネルギー政策推進のための戦略」策定

COP21開催，パリ協定採択

新たな目標達成に向け 新計画策定

目標（2010年度比 2020年度までに）

エネルギー消費量 15％以上削減， 再生可能エネルギー導入量 3倍以上

2017年 ➣

2009年 ➣ 環境モデル都市として国から選定 京エコロジーセンター
（COP3開催記念館）

環境にやさしい活動の輪を
広げる拠点施設

(2002年4月に開館)

「原子力に依存しない，持続可能で安心安全な
電力供給体制の実現」の必要性を一貫して主張

2015年 ➣

計画改定（家庭・業務部門の施策強化，「プロジェクト“０”への道」，「適応策」を追加など）
「持続可能な都市文明の構築を目指す京都宣言」発信
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京都市の地球温暖化対策の歩み

2019年 ➣ IPCC総会京都開催記念シンポジウム開催，
「1.5℃を目指す京都アピール」発信，市長が2050年CO2正味ゼロを表明



京都市地球温暖化対策条例の概要

特
徴

目
標
等

主
な
義
務
規
定

○ 特定事業者への義務
・ 事業者排出量削減計画書の作成・提出，EMSの導入 など

○ 特定建築物（延床面積2000㎡以上の新築又は増築）に係る義務
・ CASBEE京都（建築物評価基準）による評価と公表，

地域産木材の利用，再生可能エネルギーの導入
○ 特定排出機器（照明，エアコン，冷蔵庫など）の販売事業者への義務

・ 省エネラベルの表示 など
○ 特定緑化建築物（敷地面積1000㎡以上の新築又は改築）に係る義務

・ 建築物及び敷地の緑化
○ 自動車販売事業者への義務

・ 新車購入者への自動車環境情報の説明，エコカー販売実績の報告 など

○ 2004年に全国初の地球温暖化対策に特化した条例として制定
○ 削減目標，市や事業者・市民など各主体の責務，事業者への義務規定を掲げる
○ 京都府条例との同時改正により，目標及び主な義務規定を共通化
○ 社会経済情勢の変化等を踏まえ，適宜見直し・改正し，進化する条例

○ ⾧期の目指す姿として，条例前文で80％以上の削減を掲げる
○ 削減目標として，温室効果ガス排出量を1990年度比で「2030年度40％削減」

当面の目標として「2020年度25％削減」
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※再掲を除く。

具体的取組（98）
※再掲を除く。

具体的施策（36）

推進方針（19）

京都市地球温暖化対策計画＜2011～2020＞の概要
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2020年度までに市域温室効果ガス排出量を1990年度比25%削減削減目標

６つの
社会像
６つの
社会像

■ 計画の体系
低炭素社会の実現に向け，市民や事業者が広く共感でき，

それに向けた政策を進めるため，６つの社会像を提示し，
各社会像の実現に向けて，19の推進方針，36の具体的施策，
98の具体的取組を掲げている。

■ 計画の位置付け
・ 条例第９条に基づく計画
・ 「はばたけ未来へ!京プラン」の分野別計画
・ 「京都市環境基本計画」の分野別計画
・ 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に

基づく地方公共団体実行計画（区域施策編）

■ 計画の期間
・2011年度から2020年度までの10年間
（策定:2011年3月

改定:2014年3月，2017年3月）



乗換検索システム「歩くまち京都アプリ」
「バス・鉄道の達人」の運用

歩いて楽しいまち，
公共交通の利便性向上

市バス・地下鉄の利便性向上

● 市バスの自立経営の堅持，更なる利便性の向上へ
・ １日当たりのお客様数

31万1千人（H21） →36万8千人（H29）
・ １日当たりのお客様数（地下鉄）

32万7千人（H21） →38万7千人（H29）
● 駅ナカビジネス年間収入額

56百万円（H19）→10億60百万円（H29）

１日当たりのお客様数 10年間で12万人増
（63万人 ⇒ 75万人）

● 歩道の拡幅
最大2倍に拡幅。車道を4→2車線に減少。

● 停車スペースの設置
沿道に停車スペースを15箇所設置

● バス停の集約とテラス型バス停の設置
16 → 4箇所に集約

「国際交通安全学会賞」，「日本都市計画学会賞」，
「土木学会賞」，「全国街路事業コンクール会⾧賞」
を相次いで受賞

人と公共交通優先の「歩くまち・京都」

四条通の歩道拡幅
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市民主導での普及（市民協働発電制度）創エネ・省エネ設備の導入支援

再生可能エネルギーの導入拡大

②出資

耐震化や省エネリフォームの支援と窓口を
一本化し，創エネ・省エネ設備※の設置助成
※太陽光発電システム，蓄電システム，太陽熱利用

システム，家庭用燃料電池システム，HEMS

事業者主導での普及（屋根貸し制度）

市有施設の屋根を
事業者に有償で提供

事業者等は売電収入

市民は出資して発電事業に参画
出資者には地域の特産物等で還元

９箇所で
３８９kW

28箇所で
９０４kW

合わせて

約３５０世帯分
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太陽光発電設備の助成件数
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地域ぐるみでエコ活動に取り組む「エコ学区」

地域ぐるみでエコ活動に取り組んでいる学区を「エコ学区」とし，
「エコ学区サポートセンター」を設置してエコ活動を支援!

エコ学区
地域ぐるみでエコの

視点を取り入れた活動を
自主的に実施

・地元企業
・ＮＰＯ
・ボランティア
・大学

京都市
・エコ学区サポート

センター設置
・学習会
・省エネ診断等
・活動支援物品支給

連
携

支
援

72012（平成24）年度:26学区 ➡ 2016（平成28）年度:全学区（222学区）

使用済みてんぷら油からお祭に
使う行燈のロウソクを作成!

１軒１軒を小さな「節電所」
として節電の取組を啓発!

子育て世代のお母さんが
リメイク教室を開催!

京都市立の全小学校での
実施スタート!

■ 2005年度から京都青年会議所と，京都市
環境家計簿プロジェクトチーム（京都市，
気候ネットワーク等）の共同事業として
スタート。

■ 地球温暖化問題の理解を深めることにより，
こどもの視点から各家庭のライフスタイルを
見直すことが目的。

■ 小学校の授業で学習会を実施。学習会の進行
補助役は市民ボランティアを募集。

■ 冊子「こどもエコライフチャレンジ」を使い，
夏休み又は冬休みに家族でエコライフを実践。
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こどもエコライフチャレン
ジは国を越えてマレーシア

でも2012年から実施！ マレーシアの子供たちが門川市⾧を訪問!

家族ぐるみで省エネに取り組むこどもエコライフチャレンジ
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成果 温室効果ガス排出量とエネルギー消費量

1990(基準) 2017 増減

産業部門 194.6 82.2 ▲57.8%

運輸部門 197.3 154.4 ▲21.7%

家庭部門 144.7 184.4 ＋27.4%

業務部門 169.7 216.1 ＋27.3%

市域の温室効果ガス排出量
東日本大震災に伴う電源構成の変化に伴い2011～
2012年度にかけて大幅増加も，以降は減少傾向
2017年度：基準（1990）年度比▲9.3%

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

（万トン-CO2）

1990(基準) 2017 増減

産業部門 26,815 9,973 ▲62.8%

運輸部門 28,751 21,678 ▲24.6%

家庭部門 20,019 22,365 ＋11.7%

業務部門 21,762 22,647 ＋4.1%

エネルギー消費量
GHG削減目標の基準である1990年度比で▲20.7%
ピーク時の1997年度比で▲25.9%

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
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太陽光
10.4倍

太陽熱
バイオマス等

1.7倍

再エネ市内生産量は4.3倍に

注 ごみ発電，商用水力は除く

TJ

目標は８０７ＴＪ
発電出力２２４ｋＷ

成果 再生可能エネルギーの普及拡大

10



３０.０％

0%

10%

20%

30%

40%

1994 2009 2017

28.3%

21.8%22.3%

28.8%

15%

20%

25%

30% 自動車 鉄道・バス

交通手段分担率

2000

人と公共交通優先の「歩くまち・京都」

マイカーで京都を訪れる人の割合
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自動車 鉄道，バス

成果 自動車分担率の低減
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（万トン）

市民ぐるみでごみ半減！
ピーク

目標

【市民１人１日当たりの家庭ごみ量】
京 都 市 ：３９９グラム（2018年度）

政令指定都市平均：５５５グラム（2017年度）

（年度）
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ごみ処理費用も１５４億円削減
367億円（2002年ピーク時）→ 213億円（2017年）
ごみ処理施設（クリーンセンター）数も削減 ５→３施設

家庭ごみ量

成果 ごみの削減
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「日本経済新聞社」実施の「持続可能な開発目標(SDGs)の観点における評価」

● 全国815市区を対象に，持続可能性（サステナビリティ）の観点から74指標により調査

順位 市区名 総合計

１
京都市

Kyoto City 70.37

２ 北九州市 70.13

３ 宇都宮市 68.82

４ 豊田市 68.57

５ 岡山市 68.53

「SDGs先進度」総合ランキング（1～5位）

福祉 教育 子育て支援 環境 防災

成果 SDGs
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持続可能なまちづくりの先進度 首位は京都市

～ 脱炭素社会実現に向けた道筋 プロジェクト“０”(ゼロ) への道 ～
地球温暖化対策計画の概要 （平成29年3月改定）

★ イノベーション

★ ライフスタイルや
社会の仕組みの転換

★ 担い手の育成

「パリ協定」発効（2016年11月）を受け，2017年3月に改定した
京都市地球温暖化対策計画に掲げる長期的未来を見据えた戦略

パリ協定 目標

人為的排出量実質ゼロ

プロジェクトⅠ
2020年度削減目標達成に向け着実に実施する施策

現在

長期的未来

プロジェクトⅡ
中期的未来（2030～2040年)を見据えた施策

プロジェクトⅢ
長期的未来(２０50年以降）を
見据えた施策
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持続可能な都市文明の構築を目指す京都宣言
都市に人口が集中（陸地の2％に世界人口の半数）
⇒ 温室効果ガスの大排出源（世界の75%）

「地球環境京都会議2017（KYOTO+20）」において，
環境と調和した持続可能な都市文明の構築を目指す

京都宣言を発信（平成29年12月）

気候変動対策における
都市の果たすべき役割の重要性増大

○ 自然との共生 ○ 循環型社会の構築
○ 価値観やライフスタイルの転換 ○ 都市によるエネルギー自治
○ 持続可能社会構築の「担い手」育成 ○ 環境負荷低減と利便性向上の両立
○ 技術革新，気候変動適応策
○ 持続可能社会の実現に向けた取組が社会問題の平和的解決に貢献

京都宣言に掲げる2050年の世界の都市のあるべき姿
京都宣言動画

15

１．５℃を目指す京都アピール
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第49回IPCC総会の京都市開催を記念し，2019年5月に開催したシンポジウム
「脱炭素社会の実現に向けて～世界の動向と京都の挑戦～」で，京都市⾧が
「2050年までの二酸化炭素排出量正味ゼロを目指す覚悟」
を表明。

また，環境大臣をはじめとする関係者が，世界の平均気温の上昇を1.5℃以下
に抑えるべく，2050年ごろまでの二酸化炭素排出量「正味ゼロ」に
向け，あらゆる方策を追求し具体的な行動を進めていくことを決意し，世界に
訴える「1.5℃を目指す京都アピール」を発表。

全文は
こちら →



実現に向けた研究～2050年脱炭素シナリオ～
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気候ネットワーク主催「脱炭素セミナー～パリ協定の実現に向けた京都市2050年脱炭素シナリオ～」
（ 2019年2月26日）の資料（株式会社E-konzal作成）を元に作成

＜2050年推計の主な設定＞
対象:エネルギー起源CO2
人口:140万人（現在より約7万人減）
経済:実質GDPは年率1.9％で成⾧
電力:多様な再エネや蓄電池の活用に

より，再エネ100％

2050年CO2正味ゼロは
技術的に可能!
⇒ 政策でどのように実現

していくか。

＜産業技術総合研究所の
研究者の評価＞

・設定した省エネ対策は手堅い
・上積みも可能ではないか

＜主な結果＞
エネルギー消費量:2015年比61％減
CO2排出量:総量:約95％減

・ 家庭部門:ゼロ
・ 業務部門:ゼロ
・ 産業部門:91～92％減
・ 運輸部門:90％減

CO2排出量を正味ゼロ・・・化石燃料は使えない!

2050年CO2排出量正味ゼロとは？

使えない
火力発電の電力
都市ガス
プロパンガス
灯油
ガソリン
軽油

使える
再生可能エネルギー由来の電力
バイオマス由来のガス

「正味ゼロ」
↓

森林吸収，CCSなどの
CO2マイナス要素を

含めてゼロに。
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再生可能エネルギーで全部賄える？

京都市内の総エネルギー消費量

約8万 TJ

京都市内全域に
太陽光発電設備を敷き詰めたら…

約14万 TJ

再生可能エネルギーの導入も有限。
太陽光:山を切り開いて設置するわけにも…
水力:十分な流量を確保できる適地が少ない。
風力:バードストライクの影響も懸念。
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二酸化炭素排出量ゼロに向けて・・・

徹底した
省エネ

使用する
エネルギーの

再エネ比率向上

20



［2050年CO2排出量正味ゼロへの３つの決意］
 「未来に対する責任」を果たす
 「京都の役割」を果たす
 「覚悟」を持って取り組む

2050年CO2排出量正味ゼロへの挑戦

社会・経済システムの大転換，
これまでの延⾧線上ではない取組が必要

＜主要課題＞
・再生可能エネルギーの飛躍的な導入拡大
・建築物，人・モノの移動の省エネ化
・持続可能なライフスタイルへの転換

地球温暖化対策条例の見直しと2021年度以降の
新たな地球温暖化対策計画の策定に向けた取組の推進
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① 徹底した省エネ

使うエネルギーを「減らす」ことで，再エネ転換への実現性を高める。

減らす 置換る

すまいの省エネ

１軒１軒を小さな「節電所」
として節電の取組を啓発・支援

エコ学区
省エネ診断，省エネ設備更新等助成

＜事業者向け＞

省エネでコスト削減，業務改善，人材育成，新たな収益

＜家庭向け＞

ことを可能に

22



② 再生可能エネルギーの普及拡大

再エネ設備導入の拡大

「増やす」取組「選ぶ（使う）」行動

選ぶ 増やす

需要をアピール

サービス供給

RE100
好 循 環

エネルギーの中で再エネを 再エネ生産量を

10月9日発足:京都市はアンバサダー就任

再エネグループ購入
など需要家の裾野拡大・再エネ価格の低廉化へ

未利用エネルギーを
最大限に活用
支えるイノベーション
を推進
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③ イノベーション

「２０５０年ＣＯ２排出量正味ゼロ」という高い目標の達成に向けて，
これまでの延⾧にとどまらない大変革が必要

エネルギー分野での新たなイノベーションの促進に果敢に挑戦

●公共交通の環境負荷
2050年ゼロ正味ゼロに必須の課題
脱化石燃料化に向けた研究

●植物由来の新素材
CNF（セルロースナノファイバー）
鉄の５倍の強度，重量は５分の１

●省エネ効果が顕著な
SiC（シリコンカーバイド）
量産化成功，社会実装を目指す。

24



④ 担い手の育成

10月5日オープン!

環境保全活動の輪を広げるための施設
来館者150万人突破！

COP3記念開設

地球環境をグローバル
な視点で学習できる
「みらい地球儀」

環境学習施設

世界最先端の環境技術が学べる
京都市南部クリーンセンター環境学習施設

環境学習
● 京都市環境教育スタンダード

小中学校の全教育課程を通じ環境教育

● こどもエコライフチャレンジ
全市立小学校児童が家族ぐるみで省エネ
ボランティアに支えられ，延べ約11万人受講
マレーシア イスカンダル開発地域へも展開!

2005年
開始!
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１ 「未来に対する責任」を果たす

２ 「京都の役割」を果たす

３ 「覚悟」を持って取り組む

「なぜ，2℃ではなく，1.5℃を目指さなかったのか?」
「なぜ，今世紀後半ではなく，2050年を目指さなかったのか?」

「京都議定書」誕生の地
「パリ協定」を支える「IPCC京都ガイドライン」採択の地
「１．５℃を目指す京都アピール」
千年を超えて「自然との共生」に基づく生活文化を大切に持続してきたまち

「手堅い目標」でよいか?これまでの延⾧だけでは届かない。
行政だけでできるものではない。京都だけでできるものではない。

2050年
へ!CO2排出量正味

京都の気候変動への挑戦 ～地球の気温上昇1.5℃ 以下に～

ゼロ

３
つ
の
決
意
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