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１  計画区域の設定  

 計画区域は、土地利用計画に定める学研木津北地区内の「里山の維持再生ゾーン」（図

３）に設定しました。 

 その大きな理由は、UR 都市機構による事業中止が決定されたこと、豊かな文化や自然 

環境があり、それらを保全しようと市内外から多くの方々が活動されている現状を踏まえ

たものです。 

 計画区域は、本市のほぼ中央で、ＪＲ木津駅から北東約２㎞に位置し、木津川や集落、

ニュータウン、森林及び耕作地等が隣接し、多様な環境の接点となっていることから、誰

もが里地里山の文化や自然環境を楽しみ、保全活動に参加しやすい場所と言えます。 

 

 

 

 

 

図 3 計画区域の位置図 出典：土地利用計画 

環境調和型研究開発ゾーン 

里山の維持再生ゾーン 

計画区域：面積約 140ha 
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２  計画区域の概要  

２-１ 自然環境 

①地形・地質 

計画区域の地形の特徴は、図４に示すとおり東側部分が鹿背山地区の尾根筋となってい

ます。北側部分は小さな尾根や谷が複雑に入り組む急峻な形状であり、南側部分は比較的

緩かな傾斜地で、農地等が棚田状に広がっています。 

 

北側部分の地質は、図５に示すとおり硬い岩盤（花崗岩）ですが、表層は風化し、部分

的に真砂土化しています。一方、南側部分の地質は、湧水湿地を形成しやすい大阪層群で

構成されています。 

 

 

出典：ＵＲ都市機構提供資料 図 4 計画区域地形

図 

図 5 計画区域地質

図 

出典：ＵＲ都市機構提供資料 
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②植物 

ア）植生 

平成 24 年における植生図を航空写真及び現地踏査（夏・秋）から、図６のとおり作成

しました。また、既存文献である平成５年（図７）及び平成 15 年（図８）の植生図と比

較しました。   

 その結果、計画区域の西側から中央部にかけて、モウソウチク林の広がりと、アカマツ

林内でコナラが成長する傾向にあり、アカマツ林が減少しています。このように、アカマ

ツの減少とコナラや常緑樹の成長によって、コバノミツバツツジやモチツツジ等、明るい

林の中で花を咲かせる樹木が目立たなくなっています。 

 さらに、近年ではナラ枯れ*と呼ばれる被害により、コナラやクヌギ等のブナ科樹木が

枯死しています。これは、里山林の樹木が利用されなくなり大木化したことが要因と考え

られています。 

図 6 平成 24 年度植生図 

第２章 計画区域の設定と概要 

ナラ枯れ*：カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌により、コナラ等が集団的に枯損する被害 
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図 7 平成 5年植生図 
図 8 平成 15年植生図 

出典：平成 20年度木津地区モニタリング調査報告書/平成 21年 11月、ＵＲ都市機構提供資料 

コバノミツバツツジ モチツツジ 
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イ）生育植物 

計画区域では、生育している植物が 103 科 381 種（表３）確認されました。 

（ただし、コケの仲間は除く。） 

 貴重種は、京都府のレッドデータブックに絶滅寸前種と記載されているムヨウラン、準

絶滅危惧種と記載されているミズユキノシタ、イチヤクソウ、ギンラン及びコクランの合

計 5 種を確認しました。 

表 3 植物種数 

分類 科 種 

シダ植物 15 39 

種子植物 

裸子植物 3 4 

被子植物 
双子葉植物 

離弁花類 46 154 

合弁花類 25 102 

単子葉植物 14 82 

合 計 103 381 

 

 

ギンラン 

コクラン 

ムヨウラン 
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③動物 

ア）哺乳類、爬虫類、両生類 

◆哺乳類 

 計画区域では、哺乳類が７種（表４）確認されました。平成 23 年冬から平成 24 年  

春にかけて、山道等を歩いて足跡、糞、鳴き声及び匂い等の生息の痕跡から確認されまし

た。その中には、農作物等に被害を与える外来種のアライグマの生息も確認されました。

また、イタチは発見しましたが、チョウセンイタチかニホンイタチか区別できませんでし

た。 

 

目名 科名 種名 環境省 RL 京都府 RED 

ウサギ ウサギ ニホンノウサギ   

ネ コ 

又は 

食 肉 

イヌ 
ホンドキツネ   

ホンドタヌキ   

アライグマ アライグマ  要注目種－外来種 

イタチ イタチの一種   

鯨偶蹄 
イノシシ イノシシ   

シカ ニホンジカ   

合 計 ６ ７   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4 哺乳類（フィールドサイン） 

REDはレッドデータブック 

VU は絶滅危惧Ⅱ類、NT は準絶滅危惧 

ニホンジカ ニホンノウサギの糞 
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◆爬虫類 

計画区域では、カメやヘビ等の爬虫類が 12 種（表５）確認されました。調査時期は平

成 24 年初春から晩秋で、観察場所はカスミサンショウウオの生息地までの道端やカスミ

サンショウウオの生息地です。観察できた爬虫類の中で、ニホンイシガメが環境省の準絶

滅危惧種としてレッドリストに、クサガメが京都府のレッドデータブックに要注目種とし

て記載されています。その他に 7 種が京都府のレッドデータブックに要注目種として記

載されています。 

表 5 爬虫類 

目名 科名 種名 環境省 RL 京都府 RED 

カメ 
イシガメ 

クサガメ  要注目種 

イシガメ 準絶滅危惧種(NT)  

ヌマガメ ミシシッピアカミミガメ   

トカゲ 

ヤモリ ニホンヤモリ   

トカゲ ニホントカゲ  要注目種 

カナヘビ ニホンカナヘビ   

ナミヘビ 

シマヘビ  要注目種 

アオダイショウ  要注目種 

シロマダラ  要注目種 

ヒバカリ  要注目種 

ヤマカガシ  要注目種 

クサリヘビ マムシ  要注目種 

合 計 ７ 12   

 

 

 

RLはレッドリスト、REDはレッドデータブック 

左ニホンイシガメ 右クサガメ マムシ 
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◆両生類 

計画区域では、カエルやサンショウウオ等の両生類が 9 種（表６）確認されました。 

平成 24 年の初春から晩秋にかけてカスミサンショウウオの卵塊や幼生を観察し、周辺の

湿地も含め、その他の両生類を調査しました。観察できたのは、環境省レッドリストに絶

滅危惧Ⅱ類に記載されているカスミサンショウウオ、準絶滅危惧種に記載されているイモ

リとトノサマガエルでした。京都府のレッドデータブックでは、絶滅寸前種がカスミサン

ショウウオ、要注目種がイモリ、ニホンアカガエル、トノサマガエル、ヌマガエル、シュ

レーゲルアオガエル及びモリアオガエルの６種です。 

表 6  両生類 

目名 科名 種名 環境省 RL 京都府 RED 

サンショウウオ 
サンショウウオ カスミサンショウウオ  絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅寸前種 

イモリ アカハライモリ 準絶滅危惧種(NT) 要注目種 

カエル 

アマガエル ニホンアマガエル   

アカガエル 

ニホンアカガエル  要注目種 

トノサマガエル 準絶滅危惧種(NT) 要注目種 

ヌマガエル  要注目種 

ウシガエル  要注目種－外来種  

アオガエル 
シュレーゲルアオガエル   要注目種 

モリアオガエル  要注目種 

合 計 ５ ９   

 

カスミサンショウウオ             シュレーゲルアオガエル 

 

 

 

RLはレッドリスト、REDはレッドデータブック 

VU は絶滅危惧Ⅱ類、NT は準絶滅危惧 
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イ）鳥類 

計画区域では、ＵＲ都市機構の調査で、オオタカの生息が確認されていましたので、平

成 23 年冬と平成 24 年夏にオオタカの営巣やハンティング及びディスプレイ等の生息状

況を調査しました。その際には、他の猛禽類も生息状況を調査しました。 

 調査結果は、猛禽類として環境省のレッドリストに記載されている 6 種、京都府のレ 

ッドデータブックに記載されている 7 種を含め、合計 8 種（表７）確認されました。鳥 

類としては 14 目 34 科 71 種で、貴重種はサンショウクイ、アオバト、ジュウイチ、ク  

サシギ、フクロウ及びサンコチュウ等、京都府のレッドデータブックに記載されている

20 種、環境省のレッドリストに記載されている 7 種でした。  

 

 

目名 科名 種名 環境省 RL 京都府 RED 
奈良県での 

渡り区分 

タカ タカ 

ミサゴ 準絶滅危惧種(NT) 絶滅危惧種 漂鳥 

ハチクマ 準絶滅危惧種(NT) 絶滅危惧種 夏鳥 

トビ   留鳥 

オオタカ 準絶滅危惧種(NT) 絶滅危惧種 留鳥 

ハイタカ 準絶滅危惧種(NT) 準絶滅危惧種 冬鳥 

ノスリ  準絶滅危惧種 冬(一部留鳥) 

サシバ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧種 夏鳥 

ハヤブサ  ハヤブサ ハヤブサ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅危惧種 留鳥 

 ２ ８    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7  猛禽類 

オオタカ 

RLはレッドリスト、REDはレッドデータブック 

VU は絶滅危惧Ⅱ類、NT は準絶滅危惧 
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ウ）昆虫 

 計画区域では、セミ類５種（クマゼミ、アブラゼミ、ミンミンゼミ、ニイニイゼミ、ヒ

グラシ）、クワガタムシ５種（コクワガタ、スジクワガタ、ヒラタクワガタ、ミヤマクワ

ガタ、ノコギリクワガタ）、コガネムシ類４種（アカマダラコガネ、カブトムシ、コガネ

ムシ、カナブン）、ホタル３種（オバボタル、ゲンジボタル、ヘイケボタル）が確認され

ました。環境省のレッドリストに、情報不足とされているアカマダラコガネがハチクマの

巣跡で確認されています。 

 また、ゲンジボタルとヘイケボタルは、京都府のレッドデータブックで要注目種に記載

されています。 

 

 

 

 ◆トンボ類  

計画区域では、トンボ類が 10 科 38 種確認されました。貴重種は、環境省のレッドリ

ストで準絶滅危惧種に、京都府のレッドデータブックでも準絶滅危惧種として記載されて

いるキイロサナエ、京都府のレッドデータブックで準絶滅危惧種として記載されているム

カシヤンマやオツネントンボの合計 3 種でした。 

 

 ムカシヤンマ 

ノコギリクワガタ ミヤマクワガタ コクワガタ 
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◆チョウ類  

計画区域では、チョウ類が 5 科 47 種確認されました。

貴重種は、京都府のレッドデータブックで準絶滅危惧種に

記載されているオオヒカゲでした。オオヒカゲは、地区内

で数回確認されており、比較的個体数は多いものと考えら

れます。 

 

④菌類 

 計画区域では、キノコ類などの菌類も生育しています。菌類は、分解に寄与する等、生

態系にはなくてはならない存在です。 

 全国的にアカマツ林が著しく減少しており、アカマツ林を生活の場としているマツタケ

は、環境省のレッドリスト及び京都府のレッドデータブックに準絶滅危惧種として記載さ

れています。計画区域においても、アカマツ林が減少しており、アカマツ林の復元は植物

の多様性の保護だけでなく、アカマツ林で生活する菌類等の多様性も保全することに繋が

ります。 

 

⑤自然環境の特色 

 クヌギ、コナラ等の樹林、果樹園、水田、畑、湿地、渓流及び水路等が複雑に入り組ん

だ環境を形成していることから、鳥類、両生類、トンボ類及びチョウ類等の種類が多いと

考えられます。特に、食物連鎖の頂点に位置するオオタカやサシバ等の猛禽類が 8 種も  

確認されたことは、計画区域に多様生態系が形成されていることの証と言えます。 

 また、大阪層群や風化花崗岩に特徴的な湧水性湿地には、貴重種であるカスミサンショ

ウウオや多種のカエルが生息しています。しかし、水路や湿地の手入れ不足から、カスミ

サンショウウオの生息環境が悪化しており、改善する必要があります。 

 

⑥里地里山管理の歴史 

 木津町史では、江戸時代、鹿背山地区とその南部の山々は「惣山」と呼ばれ、緑が生い

茂る地域でした。当時、その山々は住民の立ち入りが禁止された「留山」であったことか

ら、土砂流出等の災害をもたらしていました。そのため、安全・安心な生活を確保するこ

とを目的として、麓に住む住民が主体的に下草刈等をおこない、良好な里地里山・森林の

維持管理を行っていました。  

オオヒカゲ 
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２-２ 歴史文化・地場産業 

①歴史文化 

計画区域の山頂には、室町・戦国期の山城跡である鹿背山城跡（図９・10）がありま

す。東西約 350m、南北約 300m と近畿有数の規模を誇り、南山城では最大級です。興

福寺や大和一国を支配していた松永久秀が使用したともいわれ、南山城・大和北地域の歴

史・文化を考えるうえで極めて重要な遺跡と考えられています。このことから、市内外の

ボランティアの人々によって、城郭の保全や散策道等の整備が進められており、全国から

多くの方が訪問されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：木津町史 本文篇／平成 3年 

図 9  鹿背山城跡全体図 

西念寺 

図 10  鹿背山城鳥瞰図 
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②地場産業 

ア）鹿背山柿  

鹿背山地区で生産される富有柿は、地区の特産品とし、鹿背山柿と命名されています。

ｆ柿生産者が柿の栽培に取り組んでいますが、後継者不足等が課題となっていることか

ら、市内外からの会員による「鹿背山の柿を育てるネットワーク」を組織し、地場産業と

しての高品質で安心・安全な柿作りに取り組まれている団体もあります。 

 

 

イ）鹿背山焼 

 鹿背山地区では、質的にも優れ、豊富な種類の陶土が産出したことから、瓦や陶磁器等

の鹿背山焼の生産が、江戸時代から行われていました。 

 また、文献では、この地区の陶土が、明治時代初期に伏見人形や京焼の原料として、大

量に供給されていたことが記述されています。 

（参考文献 深町加津枝他著『大都市近郊に位置する京都府木津川市鹿背山地区における 1880年代以

降の里山景観の変遷』（2010年）、印南敏秀著『南山城の瓦づくり』（1986年）、春田明著『一條家

領鹿背山焼き 附・近世銅板染付史』（1993年））  
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鹿背山富有柿 柿の出荷風景 

四君子文水注 

しくんしもんみずさし 

吹墨手桜紅葉鉢 

ふきずみてさくらもみじばち 




