
第第第第１１１１次推進次推進次推進次推進プランプランプランプラン（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２３２３２３２３～Ｈ～Ｈ～Ｈ～Ｈ２７２７２７２７））））

関連事業等関連事業等関連事業等関連事業等 ①①①①「「「「緑緑緑緑のののの計画計画計画計画のののの基本施策基本施策基本施策基本施策」」」」のののの推進推進推進推進をををを図図図図るるるる上上上上でのでのでのでの検討検討検討検討のののの視点視点視点視点 ②②②②検討検討検討検討におけるキーワードにおけるキーワードにおけるキーワードにおけるキーワード ③③③③実施検討実施検討実施検討実施検討プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト（（（（案案案案）））） 事業効果事業効果事業効果事業効果のイメージのイメージのイメージのイメージ

ⅠⅠⅠⅠ　　　　周辺周辺周辺周辺のののの山々山々山々山々とととと山山山山すそのすそのすそのすその緑緑緑緑のののの保全保全保全保全，，，，マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント（（（（基本方針基本方針基本方針基本方針１１１１））））
　　　　基本施策基本施策基本施策基本施策 　　　　具体施策具体施策具体施策具体施策
　１．自然環境や景観の保全  （１） 地域制緑地の保全 ○○○○ 　古都保存事業，緑地保全事業 ○良好な自然環境・自然景観の保全 ○自然環境・自然景観保全

 （２） 地域制緑地の利活用の推進 ○○○○ 　「歴史的風土特別保存地区」における施設整備・維持管理　他 ○適切な維持管理,市民・事業者等の協働による維持管理 ○地域まちづくり推進

 （３） 里地・里山の保全・再生 △△△△ 　三山森林景観保全・再生ガイドライン，合併記念の森創設事業　他 ○地域特性や景観的な視点とボランィアとの連携 ○緑のボランティア活動

　２．農林業の振興  （４） 市域産木材の活用の推進 ○○○○ 　木材需要活性化対策対策（京の杣木人）事業　他 ○適切な森林整備,市域産木材の需要拡大 ○地域活性化・創造

 （５） 農林業の担い手の育成 △△△△ 　担い手育成支援事業 ○農林業の振興を図る地域密着型の人材育成 ○地域連携人材育成

 （６） 農林地の持つ多面的機能の活用 ○○○○ 　農地・水・環境保全向上対策事業 ○地域特性及び緑の多面的機能を生かした農林業の振興

ⅡⅡⅡⅡ　　　　市街地市街地市街地市街地のののの緑緑緑緑のののの保全保全保全保全，，，，創出創出創出創出，，，，活用活用活用活用（（（（基本方針基本方針基本方針基本方針２２２２））））
　　　　基本施策基本施策基本施策基本施策 　　　　具体施策具体施策具体施策具体施策
　３．農地の保全と活用  （７） 生産緑地地区制度の維持 ○○○○ 生産緑地振興対策 ○市民協働による優良農地の保全 ○市街地緑地保全

 （８） 農地の有効活用 △△△△ 農とふれあう総合体験型市民農園整備事業

　４．社寺境内地等の民有緑地の保全  （９） 巨樹名木の保全 △△△△ 保存樹等指定に伴う市街地の緑地保全事業　 ○世界遺産周辺等の良好な歴史的景観の保全・再生 ○歴史的景観保全再生

（10）景観重要樹木の指定 △△△△ 景観重要樹木の指定に向けた調査・検討 ○適切な維持管理,市民・事業者等の協働による維持管理 ○地域まちづくり推進

（11）記念物の指定・登録による保護 ○○○○ 条例関連実態調査 ○地域ぐるみの支援による民有緑地の保全・再生 ○市街地緑地保全

(12)緑地・庭園等の保全 ○○○○ 緑地・庭園等の保全に係る情報提供

　５．公園等の整備 (13)街区公園等の身近な公園の整備 △△△△ 街区公園等の身近な公園整備 ○適切な維持管理,市民・事業者等の協働による維持管理 ○地域活性化・創造

（14）借地型公園の整備 ○○○○ 借地型公園の整備 ○民間活力による公園整備 ○地域まちづくり推進

（15）公園の再整備の推進 ◎◎◎◎ 公園の再整備の推進 ○今後の社会情勢及び地域特性に応じた公園整備 ○市街地緑地保全

（16）大規模公園，その他特色ある公園等の整備 △△△△ 大規模公園，その他特色のある公園等の整備

（17）公園の維持管理の充実 ○○○○ 公園の維持管理

（18）公園の多様な利活用の促進 ○○○○ 公園自然観察会，青空健康づくりプログラム　他

　６．道路の緑の整備 （19）新設・再整備道路における緑の整備 ◎◎◎◎ 道路整備事業，土地区画整理事業　他 ○新設・再生する道路における街路樹整備の推進 ○緑視環境向上

（20）駅前広場や交差点等における地域の顔となる緑の形成 ○○○○ 京都駅南口駅前広場整備事業 ○景観や季節感に配慮した街路樹整備 ○地域まちづくり推進

（21）景観や季節感に配慮した街路樹の維持管理 ◎◎◎◎ 紅葉高木の二段階剪定，桜景観創造プロジェクト　 ○適切な維持管理,市民・事業者等の協働による維持管理

（22）街路樹の良好な生育の確保 ○○○○ 街路樹等の維持管理業務

　７．その他公共公益施設の緑化の推進 （23）学校緑化の推進 ◎◎◎◎ 花と緑のグリーンベルト事業，緑のカーテン推進事業　他 ○地域と連携した緑化の推進 ○市街地緑地保全

（24）公共公益施設の緑化の義務化 ○○○○ 上京区総合庁舎整備事業，新京都市動物園整備事業　他 ○地域まちづくり推進

　８．民有地緑化の推進 （25）緑化助成の推進 △△△△ 京のまちなか緑化助成事業　他 ○地域ぐるみの支援による民有地緑化の促進 ○まちなか緑化推進

（26）市民・事業者との協働による民有地緑化の推進 ○○○○ 地球温暖化対策条例に基づく市街地緑化の推進　他 ○地域まちづくり推進

ⅢⅢⅢⅢ　　　　水水水水とととと緑緑緑緑のネットワークづくりのネットワークづくりのネットワークづくりのネットワークづくり（（（（基本方針基本方針基本方針基本方針３３３３））））
　　　　基本施策基本施策基本施策基本施策 　　　　具体施策具体施策具体施策具体施策
　９．道路の緑のネットワーク （27）道路の緑の充実・ネットワークの形成 ○○○○ 道路の森づくり事業 ○地域特性や景観,季節感に配慮した街路樹整備 ○緑視環境向上

１０．水辺の保全,創出,活用 （28）多自然川づくり △△△△ 都市基盤河川改修事業 ○自然環境や生態系に配慮した河川整備 ○生物多様性保全・再生

（29）親水性のある川づくり △△△△ 都市基盤河川改修事業 ○地域特性や景観的な視点とボランィアとの連携 ○地域まちづくり推進

（30）水のネットワークの形成 ○○○○ 京の川の再生・保全

１１．地表面被覆の改善 （31）市街地における雨水浸透の推進 ○○○○ 市営住宅改善・整備事業 ○循環型・低炭素社会の推進 ○まちなか緑化推進

ⅣⅣⅣⅣ　　　　市民市民市民市民・・・・事業者事業者事業者事業者とのとのとのとの協働協働協働協働によるによるによるによる緑豊緑豊緑豊緑豊かなまちづくりかなまちづくりかなまちづくりかなまちづくり（（（（基本方針基本方針基本方針基本方針４４４４））））
　　　　基本施策基本施策基本施策基本施策 　　　　具体施策具体施策具体施策具体施策
１２．地球環境に資する取組の推進 （32）森林バイオマスの活用の推進 ○○○○ バイオマス活用の推進，森の力活性・利用対策 ○循環型・低炭素社会の推進 ○生物多様性保全・再生

（33）緑のリサイクルの推進 ○○○○ バイオマス活用の推進，街路樹・公園樹等の剪定枝の堆肥化等 ○生物多様性の保全及び持続可能な ○まちなか緑化推進

（34）地球温暖化対策推進のための基金制度等の活用 ○○○○ 京都市環境ファンドの実施 　 利用に資する取組の推進 ○地域まちづくり推進

（35）生物多様性の保全及び持続可能な利用に資する取組の推進 ○○○○ いのちの森のモニタリング活動との連携及び支援　他

１３．緑の文化の継承 （36）庭園文化の普及・継承 ○○○○ 日本庭園の伝統的技術・技能研修会　他 ○地域の特色生かした緑の文化の発信 ○地域まちづくり推進

（37）国内外に向けた緑に関する情報発信，文化交流 △△△△ 全国都市緑化フェアへの出展，庭園情報の発信 ○世界遺産等の文化資産の継承 ○歴史的景観保全再生

（38）世界遺産等の観光名所に係る緑の情報発信 ○○○○ 二条城お城まつりの一部事業，緑の散策ツアー　他 ○地域活性化・創造

（39）木造建築物の建設の推進 ○○○○ 上京区総合庁舎整備事業，新京都市動物園整備事業　他

（40）京野菜の振興 ○○○○ 京の旬野菜奨励事業

１４．緑化推進啓発活動の展開 （41）緑地協定の締結の推進 ○○○○ 緑地協定の締結の推進 ○地域住民参加型緑化啓発の推進 ○地域まちづくり推進

（42）オープンガーデンの促進 ○○○○ 「京の夏の旅」，「京の冬の旅」における庭園等の特別公開の実施 ○地域特性に応じた緑化計画の検討 ○緑のボランティア育成

（43）花と緑豊かな空間づくり ◎◎◎◎ 御池通スポンサー花壇，記念植樹奨励事業　他 ○地域活性化・創造

（44）区の花と木の選定 △△△△ 区の花と木の選定 ○まちなか緑化推進

（45）情報媒体の活用等による緑化啓発 △△△△ 都市緑化推進に係るパンフレットの作成

（46）緑化イベント・講習会の開催 ○○○○ 緑化関連学習会等，緑と暮ら草花セミナー

（47）環境教育や自然体験学習の推進 ○○○○ 「京都市環境教育スタンダード」の作成と活用　他

１５．顕彰制度の充実 （48）緑化コンクールや緑化推進功労者表彰の実施 ○○○○ 京都市都市緑化推進功労者表彰 ○顕彰制度の拡充（表彰対象の拡大等） ○地域まちづくり推進

１６．推進体制の整備 （49）緑化・公園管理基金の拡充 ○○○○ 緑化・公園管理基金の充実 ○推進体制の充実 ○緑の基金拡充

（50）公園緑地審議会（仮称）の設置・運営 ○○○○ 京都市都市緑化審議会の設置・運営 ○安定した事業財源の確保

１７．人材の育成 （51）緑のボランティアリーダーの育成 △△△△ 緑の学校の開催 ○市民協働による緑化の取組の推進 ○緑のボランティア育成

（52）ボランティアとの連携や活動に対する支援 ◎◎◎◎ 街路樹サポーター制度，緑のボランティアセンターの発足・運営　他 ○地域まちづくり推進

【【【【凡例凡例凡例凡例】】】】

「「「「京都市緑京都市緑京都市緑京都市緑のののの基本計画基本計画基本計画基本計画」」」」のののの具体施策具体施策具体施策具体施策のののの進捗状況評価進捗状況評価進捗状況評価進捗状況評価 記号記号記号記号

　事業の実施により特に施策の進捗が図られたもの ◎◎◎◎

　事業の実施により施策の進捗が図られたもの ○○○○

　事業を実施したが，施策の進捗に課題があるもの △△△△

具体施策具体施策具体施策具体施策のののの
進捗状況評価進捗状況評価進捗状況評価進捗状況評価

京都市緑京都市緑京都市緑京都市緑のののの基本計画基本計画基本計画基本計画（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２２２２２２２２～Ｈ～Ｈ～Ｈ～Ｈ３７３７３７３７））））
第第第第２２２２次推進次推進次推進次推進プランプランプランプラン（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２８２８２８２８～Ｈ～Ｈ～Ｈ～Ｈ３２３２３２３２））））

「「「「第第第第２２２２次京次京次京次京のみどりのみどりのみどりのみどり推進推進推進推進プランプランプランプラン」」」」のののの主要施策主要施策主要施策主要施策をををを具体化具体化具体化具体化するするするする推進推進推進推進プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの検討検討検討検討（（（（案案案案））））

具体施策具体施策具体施策具体施策のののの
進捗状況評価進捗状況評価進捗状況評価進捗状況評価

具体施策具体施策具体施策具体施策のののの
進捗状況評価進捗状況評価進捗状況評価進捗状況評価

具体施策具体施策具体施策具体施策のののの
進捗状況評価進捗状況評価進捗状況評価進捗状況評価

①京のまちなか緑化助成の重点化支援

・緑被・緑視環境の向上

・地域の安心・安全との連携 など
②まちかど緑化おもてなしプロジェクト

まちなかまちなかまちなかまちなか緑化推進緑化推進緑化推進緑化推進プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

①健康増進等を図る街区公園等の

身近な公園整備

②国家戦略特区による公園への保育施設

設置検討など子育て支援環境の整備 など

多世代共生多世代共生多世代共生多世代共生によるによるによるによる地域活力創造地域活力創造地域活力創造地域活力創造プロジェプロジェプロジェプロジェ

①梅小路公園の再整備

②円山公園の再整備

③東山自然緑地の再整備

④宝が池公園新景観創造事業の推進

大規模公園整備推進大規模公園整備推進大規模公園整備推進大規模公園整備推進プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

①上賀茂本山の森づくり事業の推進

②小倉山再生プロジェクトの推進

自然景観保全再生自然景観保全再生自然景観保全再生自然景観保全再生プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

①花降る里けいほくプロジェクトの推進

②大見公園の観光トレイルコースの整備

北部北部北部北部・・・・山間地域再生推進山間地域再生推進山間地域再生推進山間地域再生推進プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

①世界遺産周辺の樹木保全等

②保存樹の保全

③区民の誇りの木の利活用 など

歴史的景観保全再生歴史的景観保全再生歴史的景観保全再生歴史的景観保全再生プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

○京都市三山森林景観の保全・再

○新たな賑わいや観光名所の創出
による魅力ある公園づくりの推進

○新たな自然景観の創造 など

資料４

ＨＨＨＨ３２３２３２３２年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける

都市緑化都市緑化都市緑化都市緑化のののの主要施策主要施策主要施策主要施策のののの具体化具体化具体化具体化

○緑被・緑視環境の向上を図ると

とともに，地域ぐるみの支援に

よる民有地の緑化の促進

○モデル地区（市街地中心部：

田の字エリア）等における緑化

の推進

１． 市民との共汗による質の高い公共空間

（道路・公園等）づくり

①愛護協力会等のボランティア活動の活性化

②市民との共汗による街路樹の維持管理

③ＩＣＴを活用した質の高い公共施設の管理

２． 住民主体の緑化活動を支える「緑の

担い手」の育成・支援
①「緑のデザインマニュアル」の作成及び運用

②収集事例による緑化啓発（広報活動）
③取組に対する顕彰制度の導入

市民共汗型緑化活動推進市民共汗型緑化活動推進市民共汗型緑化活動推進市民共汗型緑化活動推進プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

○京北地域の活性化

○大見公園の利活用 など

○歴史的景観の保全再生

○地域コミュニティの再生 など

○健康長寿のまちづくり
○こどもたちが健やかで心豊かに

第第第第１１１１次推進次推進次推進次推進プランにプランにプランにプランに係係係係るるるる

実施状況結果実施状況結果実施状況結果実施状況結果

第第第第１１１１次推進次推進次推進次推進プランにおけるプランにおけるプランにおけるプランにおける

実施課題実施課題実施課題実施課題のののの解決解決解決解決

第第第第２２２２次推進次推進次推進次推進プランにおけるプランにおけるプランにおけるプランにおける

成果目標成果目標成果目標成果目標のののの視点視点視点視点（（（（本市全体本市全体本市全体本市全体のののの政策課題等政策課題等政策課題等政策課題等））））

①道路の森づくり事業

②花の道づくり事業 など

○緑視環境の向上による花と
緑あふれるまちづくりの創造

緑視環境向上緑視環境向上緑視環境向上緑視環境向上プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

①「かまどベンチ」等の防災兼用施設の整備
②街路樹，公園施設の整備推進 など

緑緑緑緑によるによるによるによる防災防災防災防災・・・・減災害減災害減災害減災害プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

○災害時における防災機能の向上

○減災機能の効果促進 など

○市民ぐるみによる緑の地域
まちづくり（コミュニティの再生，
まちなみ景観の向上，安心・
安全のまちの推進など）の中
心的な担い手づくりに繋がる。

○地域まちづくり活動の活性化
地域緑化に関する意識の高揚

○地域ニーズの的確な把握 など


