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第２章 

うるおいのあるまちをつくろう 

～自然を生かし、自然と共生するまちづくり～    

にゃ～クル 

（ 名前の由来：リサイクル ） 



１. 環境の保全  
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生物多様性の保全    

●希少な野生生物への生育・生息環境に

配慮した健全な生態系の維持 

●地域・学校等における環境教育・環境

学習の推進 

 
自然環境の保全や自然とのふれあいを大切にする人が増

え、生物多様性の保全に対する関心が高まりつつあります。 

   
自然や生き物の豊かな個性とつながりを大切にし、人間を

含め多くの生物が調和しながら暮らす健全な生態系を維持

していくことが必要です。        
森林の保全    

●里山保全活動の推進 

●無秩序な伐採や開発の規制、環境に配

慮した森林整備等の推進 

●天然記念物「平松のウツクシマツ自生

地」の計画的な保全活動の推進 
 

本市は豊かな自然を有しており、天然記念物「平松のウツク

シマツ自生地」等の特徴的な自然資源があり、地域とともに

積極的な保全活動を推進しています。    
市民に身近な里山保全については、地域の活動団体と連携

した保全活動とともに、事業者による無秩序な伐採や開発

の規制を合わせて進める必要があります。       

 

みんなで進める身近なＳＤＧｓの取組例 

●森林や川の自然を守るため、ごみを減らしましょう。 

●清掃活動等に参加し、美しいまちをつくりましょう。 

●森林（里山）や川等、身近な自然にふれあい、学びましょ

う。   

施策 1 

施策２ 

ボランティア団体による清掃活動 
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河川の環境保全    

●琵琶湖と関連水系保全のためのネット

ワークづくりの推進 

●河川の生態や水質等の情報提供や保全

活動への支援 

 
湖南市環境保全協議会を中心に河川保全の啓発活動を進

め、地域の環境団体と連携し、学校等で環境学習を実施して

います。また、地域では河川愛護の清掃活動を行っており、

環境保全の取組が推進されています。    
市の中央を流れる野洲川は、湖南市の恵まれた自然環境の

象徴として市民に親しまれています。今後も、市民ととも

に、琵琶湖流域を意識しながら、きれいな川を継続して保全

していくことが求められています。     
環境にやさしいまちづくりの 

推進体制づくり    
●市民・事業者・環境関連団体等が連携し

た推進体制による取組の推進 
 

湖南市環境基本計画の重点プロジェクトや、まちづくり協

議会・環境関連団体を通した市民主体の活動により、環境自

治の意識が根づきつつあります。    
湖南市環境審議会を環境保全の先導役と位置づけ、環境保

全に必要な施策を、総合的かつ計画的に取り組むことが求

められています。         
目標指標名 

基準値 
（令和元年度） 

目標値 
（令和７年度） 

市内小中学校環境学習の延べ参加人数 8,137 人 8,500 人 

【 施策に関連する個別計画 】湖南市環境基本計画、天然記念物平松のウツクシマツ自生地保存活用計画    

施策３ 

施策４ 

人や動物、すべての生き物に 
気づかって、山や川等の 

自然を大切にしよう 



１. 環境の保全  
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環境の美化・ 

不法投棄の防止    
●市民・行政・事業者の協働による山林

等の巡回・監視や啓発活動による不法

投棄の防止 

●市民・各種団体・企業等のごみの自主

回収活動への支援 

●地域の河川愛護活動等の環境美化活動

への支援 

 
日頃から市民一人ひとりの美化意識の啓発を進めるととも

に、市民が主体的に環境の美化活動にかかわれるよう、河川

愛護活動事業への支援をしています。また、森林パトロール

員や鳥獣保護員の協力のもと山林への不法投棄を防止して

います。 

   
市民・行政・事業者の協働によるごみのポイ捨てや不法投棄

をさせない環境づくりの強化とともに市民が主体的に美化

活動にかかわれるよう支援が必要です。        
自然とふれあう 
学習環境づくり    

●市民協働による自然体験やレクリエ

ーションの機会づくりや学習環境の

整備 

●学習ボランティア・団体等の育成支援 

●生活環境保全林における散策道の適

正管理 
 

本市の良好な自然環境を生かしながら、住みよいうるおい

のあるまちづくりを推進するため、森や川の勉強会等の子

どもが参加できる取組を行っています。    
生活環境の変化により自然と親しむ機会が少なくなってい

るため、森林や川といった自然環境を学習やレクリエーシ

ョンの場として活用するための環境整備とともに、自然に

ふれる機会を拡充していく必要があります。        

施策５ 

施策６ 
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                                        １.やまのこの活動風景 ２.環境学習（河川の水質検査） 

３.三雲の弘法杉 ４.トレイルラン*コース ５.ツリークライミング 

１ ２ 

３ ４ ５ 



２. 循環型社会の形成  
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省資源・リサイクルの推進    

●市民・行政・事業者の協働による３Ｒ

の推進 

●資源の有効活用とリサイクル率向上 

 
従来の単にごみを燃やして埋めるという処理中心の考え方

をあらため、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の

取組を推進し、循環型社会*の形成をめざしています。 

   
市民・事業者・行政が相互に役割を分担し、一体となった省

資源・リサイクル活動が求められています。        
ごみ処理体制の整備    

●ごみ処理施設の計画的な維持管理 

●県と連携した指導のもと民間の産業

廃棄物処理施設の維持管理および改

善の促進 
 

甲賀広域行政組合衛生センターでは可燃ごみの処理、リサ

イクルプラザでは一般家庭の不燃ごみ・粗大ごみの破砕処

理、缶類・ペットボトルの中間処理を行っています。    
衛生センターのごみ処理施設を安定稼働させるためには、

適正な保全管理と設備の改修整備が必要です。また、産業廃

棄物等の民間による中間処理施設とその周辺住民との問題

への対応が必要です。      

 

みんなで進める身近なＳＤＧｓの取組例 

●不要になったものでも、リサイクルできないか考えてみま

しょう。 

●省エネルギーを心がけるなど環境にやさしい暮らしをし

ましょう。 

●屋上緑化や緑のカーテンに取り組みましょう。   

施策 1 

施策２ 

緑のカーテン 
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環境にやさしい暮らしの実践     

●環境学習の充実 

●環境ボランティアの育成・支援 

 
学校教育や社会教育、リサイクルプラザを活用した環境学

習を行っています。    
環境について考え、実践する人材やボランティアグループ

の育成を推進する必要があります。         
地球温暖化対策の推進     

●自然エネルギーの活用や省エネルギー

の普及促進 

●屋上緑化や緑のカーテンの普及率の向上 

●事業所への高効率型機器の導入促進 

●温室効果ガス排出抑制のための公共交

通機関等の利用促進 

 
湖南市環境基本計画に基づき、低炭素まちづくりをめざし

ており、屋上緑化や緑のカーテンの普及運動を進めていま

す。また、省エネルギー型のライフスタイル、ワークスタイ

ルへの転換を図るとともに、環境への負荷のない自然エネ

ルギーの利用等を推進しています。   
省エネルギー活動の推進と新エネルギーの普及が求められ

ています。        
目標指標名 基準値 

目標値 
（令和７年度） 

リサイクル率 12.6％※ 15.4％ 

※基準値は平成 30 年度（2018 年度）一般廃棄物処理事業等実態調査の値 

【 施策に関連する個別計画 】湖南市環境基本計画、一般廃棄物処理基本計画  

施策３ 

施策４ 

ごみを減らしたり、再利用して 
環境にやさしいまちにしよう 



３. エネルギー・経済の循環による活性化の推進  
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地域自然資源を活用した 

エネルギーと経済の循環による
地域活性化の推進    

●地域の自然エネルギーを活用した取組

の推進 

●自家消費型屋根借り太陽光発電への参画 

●家庭での自然エネルギー活用に寄与す

る取組の推進 

●エネルギーの地産地消の推進 

 
湖南市地域自然エネルギー地域活性化戦略プランのもと、

ＳＤＧｓの理念に基づき官民連携による自治体地域新電力

会社こなんウルトラパワー株式会社を核として、公共施設

や民間施設および一般家庭への電力供給等の取組によりエ

ネルギーと経済の地域内循環を促進しています。 

   
再生可能エネルギー*固定価格買取制度の買取価格が低減

するなか、自然エネルギーの活用をさらに広げていくため

には、市民や事業者、行政等が一丸となった取組が必要で

す。      
地域資源とのかかわりを 

見つめ直し、誰もが参画できる 
まちづくりの推進    

●市民・事業者の交流促進による利益の

地域循環の推進 

●農福連携の取組推進によるイモ製品

の開発等６次産業化*の推進 

●ソーラーシェアリング*の活用の推進 

●林福連携推進による木質バイオマス

燃料の供給の推進 

 
市民・福祉事業者・大学等との連携による木質バイオマス、

イモエネルギーの取組等、誰もが参画できる取組によるさ

りげない支えあいのまちづくりを推進しています。    
森林の整備と合わせた木質バイオマス燃料づくりや農福連

携、林福連携の手法による地域自然エネルギーを活用した

取組の推進が必要です。     
 

みんなで進める身近なＳＤＧｓの取組例 

●講座や啓発活動に参加するなど、自然エネルギーについて学びましょう。 

●日常生活において、電気の使用等、無駄のないようこまめに節約しましょう。   

施策 1 

施策２ 
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強靱と脱炭素を両立した 

持続可能なまちづくりの推進    
●地域主導による自立分散型エネルギー

の導入促進 

●エネルギーを主眼に置いた効率的な公

共施設の維持管理の推進 

●災害時のエネルギー供給の保持      

 
小売電力事業の利益を活用し、エネルギー事業者への調査

支援の実施や、公共施設の省エネルギー診断等を行い、省エ

ネルギーサービス事業も展開しています。    
災害によりエネルギーの供給が途絶え、不自由な生活を強

いられることを防ぐため、強靱性を備えるために、自然エネ

ルギーを活用した地域分散型電源の推進が求められていま

す。                      
目標指標名 

基準値 
（令和元年度） 

目標値 
（令和７年度） 

地域自然エネルギー関連取組の関係人口 1,390 人 3,000 人 

【 施策に関連する個別計画 】湖南市地域自然エネルギー地域活性化戦略プラン 

施策３ 

太陽光等の自然によってつくられた 
エネルギーをみんなの家やまちの 

施設の電気に使っていこう 

１.さつまいも空中栽培 ２.ソーラーシェアリング* 

１ ２ 



４. 上下水道の整備  
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上水道施設の整備と管理    
●長期的な水需要の変動に合わせた施設

規模の最適化 

●水源の適正な維持管理、監視システム

の充実 

●水道施設の計画的な維持管理 

●包括業務委託等による経営効率化の推進 

 
水源の大半は県に依存しており、自己水源としては一部で

地下水、川の表流水等を利用しています。24 時間体制によ

る水源の監視システムでの安全な水の安定供給と財政の健

全化に努めています。 

   
長期的な視点で上水道財政の健全運営に努めながら、市民

に安全な水を安定供給する上水道体制の整備が必要です。        
下水道施設の整備と管理    

●未整備地域への計画的な下水道整備 

●下水道施設の計画的な維持管理 

●広報活動の充実による水洗化普及促

進 

●包括業務委託等による経営効率化の

推進 
 

市民の快適な居住環境と河川等の公共用水域の水質保全の

ため、健全な財政運営に努めながら、下水道施設の計画的

な維持管理とともに水洗化の普及促進を行っています。    
長期的な視点で下水道財政の健全運営に努め、未整備地域

の実情を考慮しながら計画的かつ効率的に下水道の新設お

よび維持管理を行う必要があります。      

 

みんなで進める身近なＳＤＧｓの取組例 

●日頃から節水に努め、水を大切にしましょう。 

●川や湖を汚さないようにしましょう。 

  

施策 1 

施策２ 

給水車 



 

● 97 ● 

                                    
目標指標名 

基準値 
（令和元年度） 

目標値 
（令和７年度） 

配水池施設耐震化率 83％ 92％ 

下水道処理人口普及率 98％ 99％ 

【 施策に関連する個別計画 】湖南市水道ビジョン、水道事業施設更新計画、下水道ストックマネジメン

ト基本計画  

安心して飲める安全な水を 
みんなの家に届けよう 

湖南市マンホール 

甲西町マンホール 

石部町マンホール 



５. 身近な公園・緑地の整備  
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身近な公園と緑地の整備    
●地域等との連携による魅力ある公園整

備 

●遊具施設の安全管理等公園施設の計画

的な維持管理 

●市街地や住宅地における都市緑化の推進 

●災害時の利活用における適切な施設整備 

●指定管理者制度の導入や地元への委託

等整備管理体制の充実 

 
子どもからお年寄りまで多くの市民が快適に憩える身近な

公園として、遊具施設等の安全点検や施設修繕とともに老

朽化した公園については、市民が利用しやすい形態に再整

備しています。 

   
誰もが安心して利用でき、自由にくつろぐことのできる場

となるよう、地域が主体となった維持管理を行うなど、今後

も市民や事業者と連携した取組が必要です。         
レクリエーションの場の充実    

●市民交流やふれあいの場づくりの充実 

●公園サポーター制度*による市民参画

の推進 
 

都市公園の一角を利用した地域による花植え等の活動や恵

まれた自然を生かし、市民が身近に自然にふれることので

きるレクリエーションの場づくりを推進しています。    
今後の余暇時間の活用や健康への意識の高まりに対応する

ため、新たなレクリエーションや憩いの場づくりが必要で

す。    

 

みんなで進める身近なＳＤＧｓの取組例 

●憩いと交流の場として公園を利用しましょう。 

●公園を大切にし、清掃活動等に参加しましょう。 

  

施策 1 

施策２ 

野洲川親水公園 
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目標指標名 

基準値 
（令和元年度） 

目標値 
（令和７年度） 

一人当たりの都市公園面積 9.19 ㎡ 10.00 ㎡ 

【 施策に関連する個別計画 】湖南市公園施設長寿命化計画 

みんなが楽しく過ごせる 
公園をつくろう 

生活環境施設・公園分布図 


