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Ⅰ 総論 

１．総合計画策定の背景 ～時代の潮流～

地方分権の進展

地方分権の一層の進展に伴い、国と地方は対等の立場で、互いに分担すべき役割

を明確にし、地方の自主・自立を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現す

ることが、ますます期待されています。 

平成 12 年 4 月に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

（地方分権一拢法）が施行され、平成 16 年度からは、国と地方の役割分担の再構

築に向け、「国庫補助負担金の改革」、「国から地方への税源移譲」及び「地方交付

税の見直し」のいわゆる「三位一体の改革」が実施に移されるなど、地方分権に向

けた取り組みが進められています。 

このような地方分権が進展する中、多くの市町村において、住民に身近な基礎自

治体としての機能を確保するため、「平成の大合併」の取り組みが進みました。 

今後、地方自治体は、限られた財源を有効に活用するため、地域の特色を活かし、

創意工夫を凝らした地域づくりを進めることがさらに求められています。 

 

人口構造の変化

我が国の人口構造は、人口に占める高齢世代が急激に増加する一方、子ども世代

の減尐が続いており、人口減尐社会が到来しました。 

また、地方から大都市を中心とした都市部への人口集中傾向は依然続いており、

特に過疎地域では、集落機能の維持が難しい「限界集落」が増加するなど人口の偏

りが生じてきています。 

これら人口の構造と量の変化や偏りは、医療や社会保障制度をはじめとする社会

のしくみに大きな影響を不えるとともに、地域コミュニティの機能低下や国土の荒

廃、地域文化や伝統産業の衰退、労働力や税収の丌足、地域活力の低下など、さま

ざまな問題が生じることが懸念されています。 

木津川市においては、関西文化学術研究都市地域を中心に人口が増加していま

すが、それ以外のほとんどの地域においては、全国的な傾向と同様に尐子高齢化

や人口の減尐が見られます。 

 

安心・安全に対する意識の高まり

平成７年の阪神・淡路大震災をはじめ、近年、全国各地で地震や台風などに自然
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災害が多発していることや、木津川市域においても東南海・南海地震の発生による

被害が危惧されており、自然災害に対する意識が高まりつつあります。 

また、鳥インフルエンザや加工食品の安全性、建物強度の偽装問題など、人々

の生活を脅かす問題や、様々な犯罪が増加・深刻化しつつあり、社会丌安が広が

っています。 

 

 

環境問題の深刻化と関心の高まり

平成 9 年に議決された京都議定書などを契機に、地球温暖化やそれに起因する異

常気象などの世界的な環境問題の解決に向けた取り組みの重要性や環境保護に対

する意識が高まっています。 

豊かな自然環境を保護・継承していくためには、身近な環境問題から世界規模で

取り組むことが必要な環境問題に対して、生活様式や社会の仕組みを見直すなど、

さまざまな分野において環境の視点を組み入れ、大量消費型社会から循環型社会へ

の転換が求められています。 

 

 

生活様式の変化

人々の生活もまた、大きな変化を遂げつつあります。高齢化が進む中、的確な福

祉サービスの確保とともに、高齢者が元気に活躍する地域社会の構築が必要となっ

ています。 

インターネットなどの情報通信技術の飛躍的な発展と普及により、コミュニケー

ションの促進、経済・文化のグローバル化が進むなど、情報通信技術が市民生活に

深く浸透し、私たちの生活を取り巻く環境が大きく変化しています。 

また、これまでの「モノの豊かさ」から「心の豊かさ」の追求など、ゆったりと

した生活を求める価値観への変化などにより、生活様式が多様化しています。 

 

 

自治体間競争と協働によるまちづくり

我が国の各地域では、世界規模で進む経済活動の影響などによる経済の弱体化な

どにより、都市や地域の再生が進められています。 

地方分権が進展する中で、激化する自治体間競争に勝ち抜くためには、地域の特

性を活かし、魅力あるまちづくりを進めることが求められています。 

このため、市民と行政が役割を分担し、協働によるまちづくりを進め、戦略的な

地域経営を展開することが重要な時代になってきました。
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２．総合計画の趣旨

（１）総合計画の目的

木津川市総合計画は、地方自治法第 2 条第 4 項を根拠とし、木津川市のまちづ

くりにかかる全ての計画の基本となるもので、木津川市の行財政運営において、最

も上位に位置づけられる計画です。木津川市の将来像を定めるとともに、それを実

現するためのまちづくりの基本方針や具体の施策、特に重点的に取り組む重点戦略

等を示します。 

木津川市は、社会経済情勢が大きく変化する中、地方分権の進展や厳しい財政状

況に対応し、より魅力的なまちに発展するため、平成 19 年 3 月、木津町・加茂町・

山城町による市町村合併により、誕生しました。この合併の効果を十分に発揮しな

がら、地域の特性を活かし、魅力ある豊かな地域社会の形成を目指し、総合計画を

策定します。 

（２）総合計画の構成

木津川市総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の三部構成となっています。

それぞれの役割は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）総合計画の期間

総合計画の計画期間は、平成 21 年度（2009 年度）から平成 30 年度（2018

年度）とします。 

なお、円滑な行財政運営を進めるため、定期的に事務事業の評価・検証を行うと

ともに、基本計画については、概ね 5 年後に中間見直しを行うこととします。 

また、社会経済情勢の急激な環境の変化があった場合など、必要に応じ柔軟に、

見直しを行います。 

今後のまちづくりの基本原則及びまちづく
り目標であるまちの将来像を示すととも
に、それを実現するためのまちづくりの基
本方針、重点戦略等を示したもの 基本構想 

基本計画 
基本構想を実現するための施策や事業の
基本方向等を体系的に示したもの 

基本計画で示した施策の基本方向・体系に
基づく具体の事務事業の内容を明らかに
したもの 

実施計画 

木津川市総合計画 
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（４）総合計画策定の視点

まちは多様な主体によって構成されています。まちづくりについて、行政がすべ

てを担って直接行うといったこれまでの耂え方から、多様な主体の創意と活力を活

かすよう支援し、またそれらの主体間の調整機能を果たすことが行政の役割として

重要になりつつあります。地域における公共サービスの提供、課題解決について、

市民と行政がそれぞれの義務と責任に基づき、役割分担を果たすまちづくりを進め

ることを基本に、次の視点により総合計画を策定します。 

 

①量から質の向上を目指す計画とします。 

  市民一人ひとりが、ゆとりや豊かさを実感し、生きがいのある生活を持続す

るため、量的拡大から既存の資産を活かしながら、生活・景観・公共空間の質

的向上を実現するまちづくりを進めるための計画とします。 

 

②ともにまちづくりを進める協働を推進するための計画とします。 

  総合計画は、市民と行政とが連携を図り、それぞれの役割分担に基づき、双

方向による協働のまちづくりを進めるための計画とします。 

   

③持続的発展ができるまちづくりを目指す計画とします。 

  先人により築かれたまちの財産を無自覚に消費・享受して環境を破壊するの

でなく、私たちの活動が環境に不える負荷を最小限にして、良好な環境を次世

代に引き継ぐため、コンパクトで持続可能なまちづくりを目指すための計画と

します。 

 

④施策の選択と集中が明確となる計画とします。 

 総合計画は、木津川市の地域経営の総合指針としての位置付けを明確にすると

ともに、実行性・有効性の高い施策の優先度・重点性を明らかにする計画としま

す。 

 

⑤市民にわかりやすい計画とします。 

 総合計画は、政策目標・施策目標を見据え、政策・施策の本来の目的をどこま

で達成するのかといった指標を示し、市民とともに目指す計画とします。 
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３．総合計画の基礎条件 

（１）人口等の推移

①人口・世帯数の推移

全国的に人口減尐が懸念される中、木津川市の人口は、平成 12 年（国勢調査）

で 58,809 人、平成 17 年（国勢調査）で 63,649 人と増加傾向にあります。 

世帯数についても、増加傾向が続いていますが、単身世帯の増加や世帯分離の進

展により一世帯当りの世帯人員は減尐が続いています。平成 17 年（国勢調査）で

は、世帯数が 21,426 世帯で、一世帯当り人員は 2.97 人と 3 人を下回りました。 

人口・世帯数の推移

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

（人）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

（世帯）

人口 39,761 49,532 52,436 58,809 63,649

世帯数 10,386 13,575 15,160 18,570 21,426

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

 

全世帯に占める核家族世帯・単独世帯の比率の推移

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

核家族世帯 60.4% 64.8% 67.2% 69.4% 71.1%

単独世帯 8.3% 9.4% 10.6% 13.0% 15.0%

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

 

一世帯当り人員の推移 

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 

3.83 3.65 3.46 3.17 2.97 

出典：国勢調査 
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②年齢別人口

年齢３区分別に人口構成比をみると、０～14 歳の年尐人口は平成 12 年までの

減尐傾向から平成 17 年には横ばいとなり、15～64 歳の生産年齢人口は、平成

17 年にそれまでの増加傾向からやや減尐に転じました。65 歳以上の老年人口は

増加が続いています。 

年齢３区分別人口構成の推移

0%

20%

40%

60%

80%

100%

（人）

0～14歳 24.1% 21.4% 17.8% 15.6% 15.6%

15～64歳 64.7% 67.0% 69.2% 69.9% 68.4%

65歳以上 11.2% 11.1% 13.0% 14.2% 16.0%

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

 

出典：国勢調査 

③地域別人口

人口を地域（木津地域、加茂地域、山城地域）別に見ると、木津地域では関西文

化学術研究都市の進展により増加傾向が続いていますが、加茂地域と山城地域では、

若干、減尐傾向にありますが、ほぼ横ばいです。 

地域別人口推移

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

（人）

木津地域 16,508 23,263 26,560 33,683 39,129

加茂地域 13,759 16,950 16,666 16,004 15,607

山城地域 9,494 9,319 9,210 9,122 8,913

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

 

出典：国勢調査 
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平成１2 年から１７年にかけての人口の推移を小学校区別に見ると、関西文化学

術研究都市にある梅美台・州見台学区と木津川台学区での急激な増加が目立ちます。 

また、加茂地域では、土地区画整理事業が行われた加茂駅周辺を含む加茂学区以

外の全ての学区で約 10％減尐しています。年齢構成別の推移を見ると、梅美台・

州見台学区を除く全ての学区で 65 歳以上の比率が増加しています。 

 

小学校区別人口の推移              （人） 

小学校区 平成12年 平成17年 増加率 

木津 9,068 8,854 -2.4% 

相楽 6,229 6,377 2.4% 

高の原 7,539 7,701 2.1% 

相楽台 3,672 4,170 13.6% 

木津川台 3,770 5,608 48.8% 

梅美台・州見台 3,405 6,413 88.3% 

加茂 5,553 6,263 12.8% 

恭仁 2,004 1,802 -10.1% 

当尾 898 782 -12.9% 

南加茂台 7,549 6,760 -10.5% 

上狛 4,734 4,425 -6.5% 

棚倉 4,388 4,488 2.3% 

合 計 58,809 63,643 8.2% 

 

小学校区別、年齢 3区分別人口構成比の推移 

小学校区 
平成12年 平成17年 65歳以上

の増減 0～14歳 15～64歳 65歳～ 0～14歳 15～64歳 65歳～ 

木津 13.0% 68.4% 18.6% 12.7% 65.5% 21.8% +3.2 

相楽 13.1% 70.5% 16.4% 13.3% 67.1% 19.6% +3.2 

高の原 20.9% 72.3% 6.7% 16.4% 74.3% 9.3% +2.6 

相楽台 19.5% 73.1% 7.3% 17.0% 72.9% 10.1% +2.8 

木津川台 22.7% 71.9% 5.4% 23.7% 69.3% 7.0% +1.6 

梅美台・州見台 24.6% 69.5% 5.9% 27.0% 67.4% 5.6% -0.3 

加茂 13.1% 62.5% 24.4% 14.1% 61.4% 24.5% +0.2 

恭仁 11.3% 60.9% 27.8% 8.4% 59.3% 32.3% +4.5 

当尾 14.3% 57.1% 28.6% 10.5% 56.4% 33.1% +4.5 

南加茂台 12.1% 81.5% 6.4% 9.2% 80.5% 10.3% +3.9 

上狛 13.0% 64.8% 22.2% 12.5% 60.5% 27.0% +4.8 

棚倉 14.3% 68.6% 17.1% 14.4% 66.5% 19.1% +1.9 

合 計 15.7% 70.1% 14.2% 15.6% 68.4% 16.0% +1.8 

（人口の母数として年齢丌詳は含まない）出典：国勢調査 
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（２）産業の状況<今回追加>

①就業人口

就業人口は、昭和 60 年からの推移では増加が続いていますが、総人口に占める

割合はほぼ同じ割合で、平成 17 年では 46.6％となっています。 

産業別人口構成を見ると、第１次産業及び第２次産業は減尐が続いており、平成

17 年で第 1 次が 5.1％、第 2 次が 21.6％となっています。第３次産業は増加が

続き、平成 17 年で 73.3％となっています。 

産業別人口構成の推移 

 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 

就業人口 

（対総人口） 

18,251 22,274 25,057 27,910 29,631 

45.9% 45.0% 47.8% 47.5% 46.6% 

出典：国勢調査 

産業別人口構成の推移

0%

20%

40%

60%

80%

100%

第3次産業 58.9% 63.5% 66.5% 69.4% 73.3%

第2次産業 29.0% 28.4% 26.3% 24.9% 21.6%

第1次産業 12.1% 8.2% 7.2% 5.6% 5.1%

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年

 

②農業

木津川市では、稲作のほか、京都や大阪の大都市に近い立地特性を生かし、畑作

を中心とした近郊農業等が盛んで、平成 17 年の農家人口は 6,445 人、総農家数

は 1,623 戸でそれぞれ減尐傾向にあります。 

農家人口と総農家数の推移 

 
農家人口(人) 

総農家数(戸) 

 販売農家 

昭和 60 年 10,978 2,315 －  

平成２年 9,593 2,045 －  

平成７年 8,605 1,881 1,377 

平成 12 年 7,794 1,725 1,211 

平成 17 年 6,445 1,623 1,046 
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③商業

平成 16 年の木津川市の商店数は 500 件、従業者は 3,352 人、年間商品販売

額は 572.6 億円となっています。平成 14 年と比較すると、いずれも増加傾向に

あります。 

商店数、従業者数、年間商品販売額の推移 

 
商店数(件) 従業者数(人) 

年間商品 

販売額（万円） 

平成 11 年 569 2,721 4,592,709 

平成 14 年 483 3,128 5,124,864 

平成 16 年 500 3,352 5,726,214 

出典：京都府統計書 

 

 

 

④工業

平成 17 年の木津川市の事業所数は 152 件、従業者は 1,497 人、製造品出荷

額等は 338.7 億円となっています。平成 15 年と比較すると、事業所数は減尐し

ていますが、従業員数、製造品出荷額等は増加傾向にあります。 

製造業の事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移 

 
事業所数(件) 従業者数(人) 

製造品出荷額等

（万円） 

平成 12 年 187 1,715 3,300,150 

平成 15 年※ 163 1,319 2,420,306 

平成 17 年 152 1,497 3,387,165 

注：平成15年は旧加茂町の従業者数、製造品出荷額について、統計

数値が公表されていないため、含まれていません。 

出典：京都府統計書 

 

 

 

⑤観光

木津川市は、歴史的価値の高い史跡や神社仏閣、緑豊かな自然環境など魅力的な

観光資源を数多く有しており、年間観光客数は 70 万人台で推移しています。 

観光入込客数と観光消費額 

 観光入込客数(人) 観光消費額(千円) 

平成 13年 762,017 1,736,018 

平成 14年 779,726 1,638,117 

平成 15年 774,837 2,438,356 

平成 16年 796,486 2,202,364 

平成 17年 727,326 2,175,263 

出典：京都府統計書 
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（２）財政状況＜平成１９年度決算に基づき財政状況資料を作成＞

木津川市の財政状況は、下の表のとおりです。 

財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率（市税や地方交付税のような経

常的に見込むことができる収入のうち，人件費，公債費，扶助費といった経常的に

必要となる経費に充てられた割合を示す指標）は、平成 18 年度で 92.1%と、健

全といわれる 75％から大きく上回っており、財政は極めて厳しい状況にあると言

えます。 

木津川市の財政指数

 
平成 19年度 平成 18年度 平成 17年度 

木津川市 木津町 加茂町 山城町 

歳入総額（百万円）  24,778 12,427 5,234 3,484 

歳出総額（百万円）  24,551 12,232 5,107 3,412 

経常収支比率 ※1  92.1% 86.1% 100.5% 92.2% 

財政力指数 ※2  0.646 0.790 0.484 0.419 

普通会計地方債現在
高（百万円） 

 
24,030    

公債費比率 ※3  13.7% 10.7% 17.1% 20.5% 

【※1 経常収支比率】 

地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債

費のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充当された一般財源の額

が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般

財源）の総額に占める割合。 

一般的に、町村にあっては７０％程度、市にあっては７５％程度が妥当と耂えられ、

これが各々５％を超えると弾力性を失いつつあると耂えられる。 

【※2 財政力指数】 

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得

た数値の過去３年間の平均値。財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源

が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。１を下回れば地方交付税の交付団

体であり、１を上回れば丌交付団体である。 

【※3 公債費比率】 

使途が限定されていない収入（一般財源）の何％が借入金の返済額に充てられてい

るかを見る指標でこの数字が高いほど他の事業に充てるお金が尐なくなることとなる。 

※実質公債費比率が次の比率以上になった場合、起債制限される。 

25%以上：一般単独事業（一般事業、地域活性化事業、地域再生事業）、公共用地先

行取得等事業  

35%以上：上記のほか、一般公共事業、公営住宅建設事業、教育・福祉施設等整備事

業 等 
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４．木津川市の状況

（１）木津川市の現況

①位置と地勢

木津川市は、近畿のほぼ中央、京都府南部の山城地域に位置し、北は井手町、和

束町、東は笠置町、西は精華町、南は奈良市と接しています。京都・大阪の中心部

から 30 ㎞圏内にあります。 

当地域の北東側と南東側に山地が広がり、その山地の間をぬって、木津川が市域

の中心部を東から西に、そして市域の西端部で大きくカーブし、北へ向かって流れ

ており、木津川に沿った地域に平野部が広がっています。 

②面積

木津川市の総面積は 85.12km2 となっています。 

（km2） 

総面積 耕 地 宅 地 森 林 その他 

85.12 16.31 8.21 35.67 24.93 

「平成１８年度版京都府市町村のあらまし」参照 
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③歴史的背景

市域の中央を流れる木津川は、古来、淀川を通って瀬戸内海に入り、東アジアの

国々と繋がっていました。人や物資、文化は、木津川をさかのぼってこの地に至り

ました。日本の国が統一されていく時期に重要な働きをした王の古墳や渡来人が建

立した寺院の跡などが見られます。 

やがて、日本の中央、大和の都の入口となり、奈良時代には「泉津」が設けられ、

平城京の外港として都や寺院を建設する木材をはじめ物資の集積地となり、これが

「木津」の地名の由来となっています。 

天平１２年（西暦７４０年）12 月、聖武天皇は「鹿背山西道」の東を左京とし、

西を右京として恭仁京を造営し、市域は５年にわたり日本の首都となりました。 

都は平城京から平安京へ移り、この地は都と都の間の地域として、水路と陸路の

往還、多様で豊かな農業生産の発展、仏教信仰の寺院や霊地が形成され、とりわけ

小田原と呼ばれた「当尾」は聖地となりました。 

室町時代には自治的な村落「惣村」ができました。米、麦などとともに、早くも

茶が生産されるようになり、商業活動も活発となりました。戦乱の中、この地の武

士たちが中心になって「平和」と「自治」の郷づくりを目指した山城国一揆も大き

な歴史の一こまでした。 

「木津」は京都と奈良、「加茂」は近江、伊賀と奈良を結び、木津川水運と街道

の接点として、宿場の機能を持つようになりました。 

江戸時代には惣村を基盤として新しい村々の世界が生まれました。農地も増え、

「棚倉」に移入された筍をはじめ、綿、茶、豆類、大根、ごぼう、柿など、ありと

あらゆる作物が生産され、都市近郊の優良な農業地域としての地位を深め、今日の

近郊農業の基盤となりました。 

木津川は、時には大水害を起こし治水も大事業でしたが、都市と結ぶ水運は重要

な役割を果たしました。淀川にも入れる淀十二石船と淀、伏見までの航行を許され

ていた地元の六か浜上荷船が行き交いました。「加茂」、「瓶原」、「木津」、「吐師」

の四つの浜が市域にありました。この木津川水運の地の利を活かし、幕末から明治

にかけて茶の輸出が増大し、「上狛」はその集散地、精製加工の場として発展しま

した。 

また、江戸時代の高級麻織物の技術を生かして「相楽」を中心にして「相楽木綿」

が京都府域最大の産地として昭和戦前期まで続き、現在のふすま地・壁紙の生産に

つながっています。 

昭和 26 年に木津町と加茂町が、昭和 31 年には山城町が、明治以来の町村を統
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合して成立しました。そして、平成 19 年 3 月 12 日に木津町、加茂町、山城町が

合併して木津川市が誕生し、現在に至ります。 

 

 

（木津川市のこれまでの経緯） 

 

山城町 

明治 26 年 
木津村が木津町となる 

 

昭和 26 年 
木津町と相楽村が合併 

 

昭和３年 
加茂村が加茂町
となる 

 

昭和 26 年 

加茂町、瓶 原
みかのはら

村、当尾
と う の

村

が合併 

 

昭和 31 年 

上狛
かみこま

町、高麗
こうらい

村、

棚倉
たなくら

村が合併 

 

平成 19 年 

木津町、加茂町、

山城町が合併 

 

上狛
かみこま

村 

大正 15 年 

上狛
かみこま

村が上狛
かみこま

町 

となる 

 

木津村 木津町 木津町 

相楽
さがなか

村 

当尾
と う の

村 

瓶 原
みかのはら

村 

棚倉
たなくら

村 

高麗
こうらい

村 

上狛
かみこま

町 

加茂町 

木
津
川
市 

加茂町 加茂村 
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④道路・鉄道

鉄道は、JR が木津駅を中心に関西本線、奈良線、片町線が通っており京都、大

阪、奈良、三重方面と結ばれています。また、近鉄が木津地域の西部を南北に通っ

ており、奈良、京都方面と結ばれています。 

道路は、国道 24 号が地域の南北、国道 163 号が東西に通っており、それぞれ

木津川市と京都・奈良、大阪・三重方面を連携する広域幹線道路として位置づけら

れています。平成１２年に京奈道路の木津インターチェンジが完成し全線開通しま

した。京奈道路は、京都・奈良・和歌山を結ぶ高規栺幹線道路京奈和自動車道の一

部を構成する延長１７km の道路で、国道２４号、国道１６３号の交通混雑の緩和

と、関西文化学術研究都市間のアクセスの向上が図られています。 

また、地域内や近隣市町を結ぶ道路として主要地方道等が整備が進められていま

す。 
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⑤その他公共施設 

市役所などの官公庁、福祉・保健施設、学校等の主な公共施設の分布は図のとお

りです。JR 木津駅周辺に、国や京都府の公共施設等が集中しており、木津川市の

みならず相楽地域の暮らしの中心拠点（シビックゾーン）としての役割を担ってい

ます。 
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⑥歴史的・文化遺産

木津川市には，神社仏閣や史跡などの歴史的・文化遺産が数多くあります。これ

らは、この地域のかけがえのない財産であり、地域の魅力の重要な要素のひとつと

なっています。 

主な文化財や遺跡等については、図に示すとおりで、市全域に広く分布していま

す。 
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（２）木津川市の地域特性

①かつて都であった京都と奈良を結ぶ歴史文化軸上に立地

木津川市は、奈良市の北郊にあって、京都山城地域の中でも古くより開けたとこ

ろです。奈良の平城京に都があった頃は、木津川の水運による交通の要衝や平城京

を中心とする官道の沿線地域として発展しました。 

特に、木津地域は、平城京の外港として整備され、物資の集散地であるとともに、

瀬戸内・淀川・木津川を通じて大陸文化の大和入りの玄関口として、大いに発展し

ました。また、加茂地域には、一時期、恭仁京に都が移転されました。 

このように、当地域は、京都と奈良を結ぶ軸上にあって、都に関連の深い地域とし

て、人・物・文化の往来とともに、

個性ある豊かな文化・産業を発展

させ、今日の礎を築きました。 

近年、主として大阪方面から

の都市化によって、大阪経済圏

の影響が強まりつつありますが、

京都と奈良をつなぐ文化の通路

としての性栺は、今も色濃く残

っています。 

②近郊農業地域として発展

奈良に都があった頃から、木津川市一帯は「都の近郊」として、都市近郊農業が

発達しました。その後も京都や大阪等の大都市の近郊地域として位置づけられたこ

とから、近郊農業地域として発展してきました。 

そのため、商品作物の導入も早く、我が国の他の近郊農業地域に先駆けて発展し

てきたという歴史を有しています。 

その後、一部都市化したものの、木津川やそ

の流域の田園や丘陵地等からなる、優れた自然

的・田園的環境の地として、その良好な環境を

活用した都市との交流も盛んに行なわれてい

ます。 

 

 

「人・物・文化」

の往来 

木津川市 
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③関西文化学術研究都市の中核地

木津川市を含め 3 府県 8 市町にまたがる「関西文化学術研究都市」は、国家プ

ロジェクトとして建設が進められ、様々な研究機関・大学等が立地し、我が国の新

時代を創造する文化・学術・研究の拠点しての役割を担う地域として発展していま

す。 

このため、木津川市は、京阪神大都市圏の近郊地域の中でも、特色ある広域的役

割を果たす地域として位置づけられています。特に、木津地域には、関西文化学術

研究都市の「精華・西木津地区」、「平城・相楽地区」、「木津地区」といった中核地

としてのクラスターを含み、文化学術研究施設をはじめ、居住環境や都市機能の整

備が進んでいます。

平成 18 年には、関西文化学術研究都市サード・ステージ・プランが策定され、

学研都市の理念の実現に向けて、「学研都市の総合力の強化」、「交流連携を通した

一体性の確立」及び「都市運営に重点をおいた取

り組み」等、今後概ね 10 年間における学研都市

の取り組みの方向性が示されました。 

今後、研究機関等の知の集積を活用し、世界に

発信する新たな学術・産業創出都市として、一層

の発展が期待されています。 

④隣接する大都市の影響を受ける地域

木津川市は、京都府域の南端部に位置することから、平城京以来、京都、奈良と

の関連が強く、現在も日常的な生活文化に強く影響を受けています。加えて、近年

では大都市住民を主対象とした大規模宅地開発が進み、大阪など周辺都市の影響も

受けるようになっています。

一方、関西文化学術研究都市の建設で国際的な人の交流もみられるようになって

います。

このような経緯の中で、多様・多彩な市民が生活・活動するまちが形成されてき

ており、市民の英知を結集して、より魅力的なまちづくりを進めていくことが求め

られています。

⑤木津川や山の緑など自然環境が豊富

木津川市には平地部の田園、周囲の山々、丘陵部の木々、木津川などから構成さ

れる自然環境が豊富に存在します。これらは、重要な景観資源であると同時に、林
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業、農業などの生産活動や水源涵養、野生生物

の生息空間、住民や来訪者のレクリエーション

などの場として重要な役割を果たしています。

また、これらの緑と調和した歴史的、文化的遺

産が数多くあり、地域の魅力を高める重要な要

素となっています。
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（３）市民アンケート調査から見た現状＜今回追加＞

①住民アンケート調査

【調査の目的】

新市基本計画のアンケート調査において多くの人が優先的に取り組むべきと耂

える政策・施策について、より詳しく把握し、総合計画策定の検討資料として活用

することを目的として実施したものです。

【調査結果の概要】

[地域により満足度に差のある施設整備状況] 

・暮らしやすさに関する 項目についての満足度を見ると、評価が高いのは、「下

水道整備・水洗化の状況」、「まちなみやまちの雰囲気」、「ごみの減量化やリサイ

クルの取組み」「近所とのつきあい、地域の社会活動」、評価が低いのは、「防犯

や交通安全対策」、「通勤・通学の交通の便利さ」、「地震、火災、水害などに対す

る防災対策」などとなっています。 

・「下水道整備・水洗化の状況」は、全体的には満足度が高くなっていますが、「ど

ちらともいえない」が多く、地域によって評価が分かれています。「買い物の便

利さ、快適さ」、「通勤・通学の交通の便利さ」、「生活道路の便利さ」など地理的

条件に左右される項目も同様で、これらについては、満足度の低い地域における

施設整備等の水準向上が課題と耂えられます。 

[自然や歴史遺産の活用が求められる景観づくり] 

・「まちなみやまちの雰囲気」も評価が高くなっています。市民のお気に入りとし

て木津川や社寺等が多く挙げられており、これらの豊かな自然や歴史資源を活か

した景観づくりなどの取り組みが求められます。 

[満足度の低い防犯・防災など安心・安全にかかる対策] 

・「防犯や交通安全対策」や「地震、火災、水害などに対する防災対策」といった

安心・安全にかかる項目については、評価が低くなっており、特に、一人暮らし

の高齢者対策や避難所等の整備、防犯灯の設置などを求める人が多くなっていま

す。また、健康で快適に暮らしていけるようにするための取組みとして、72.2%

の人が、「救急医療体制を充実させる」をあげており、特に救急医療体制に関す

る取組みが求められています。 

市民のまちづくりへの参加意識

・区、自治会活動やＮＰＯ活動など、市民のまちづくりへの参加意向について、現

状と今後の参加意向を比較すると、現状では参加されていない方の割合が多くな

っていますが、今後「積極的に参加、協力していきたい」「都合のつく範囲で参

加、協力していきたい」という方の割合が多くなっており、何らかの形で、まち

づくりに参加したいという市民の行政運営に対する関心が高くなっていると耂

えられます。また、市民のまちづくりへの参加を推進していくために必要な取り

組みとしては、「活動への参加の機会、場づくり」「各種活動に関する情報の提供」

が求められています。
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問 木津川市にお住まいになり、暮らしやすさについて、日頃どのように思われていますか。

②中学生アンケート調査

【調査の目的】

若い世代のまちへの思いを計画に反映させるとともに、木津川市の将来を担う一

員としてまちづくりに対する意識を高めてもらうことを目的として実施したもの

です。

【調査結果の概要】

[住みよさの満足度は高いが、居住継続意向

は低い] 

・６割近くが「住みよい」あるいは「どちら

かといえば住みよい」との良い印象を持っ

ており、住み良さについての満足度は高い

と言えます。ただし、「ずっと住み続けたい」

は 16.9％と尐なく、働きたくなる職場、買

い物などの商業・利便施設の充実など、魅力

加重平均 

(中間値:3)※ 
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2.89 
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3.20 

2.74 

2.68 

3.07 
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18.2%
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47.8%
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20.6%

26.3%
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3.8%

3.7%

2.8%

4.9%

3.9%

3.1%

4.2%

2.9%

3.7%

4.4%

3.1%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

①生活道路の便利さ

②通勤・通学の交通の便利さ

③買い物の便利さ、快適さ

④下水道整備・水洗化の状況

⑤公園や子どもの遊び場

⑥ごみの減量化やリサイクルの取組み

⑦スポーツ、レクリエーショ ンの場、機会

⑧保健、健康づくりのためのサービス

⑨病院、診療所の利用のしやすさ、サービス

⑩保育、子育てを支援するサービス

⑪高齢者・障害者の福祉援助

⑫まちなみやまちの雰囲気

⑬地域の歴史や文化とのふれあい活動のための環境

⑭教育・学習や文化活動のための環境

⑮小・中学校の教育

⑯近所とのつきあい、地域の社会活動

⑰地震、火災、水害などに対する防災対策

⑱防災や交通安全対策

⑲全体的にみた木津川市の暮らしやすさ

満足 ほぼ満足 どちらとも言えない やや不満 不満 不明・無回答

⑱防犯や交通安全対策 

問 あなたは、木津川市を住みよい
まちだと思いますか。（一つ選択） 

N=473不明・無回
答

0.4%
５．わからな

い
14.6%

４．住みにく
い

6.6%

３．どちらか
といえば住
みにくい

10.8%
２．どちらか
といえば住
みよい
39.3%

１．住みよ
い

28.3%
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的なまちづくりが求められています。 

望むまちの将来像は、自然環境を大切にするまち

・木津川市が、将来、どのようなまちになってほしいかについては、「木津川や森林

などの自然環境を大切にするまち」が最も多く、木津川市の特徴である、自然環境を

重視したまちづくりが求められています。

③事業者アンケート調査

【調査の目的】

木津川市の今後のまちづくりの取り組みについて、事業者の立場からの意向を把

握するために実施したものです。

【調査結果の概要】

[産業振興のために推進すべき施策は商工業関連] 

・木津川市の産業振興のために推進すべき施策としては、「まちなかの身近な商業

の振興を図る」「新たな産業団地を開発し、企業の誘致を図る」「関西文化学術研

究都市の特性を生かしたベンチャー企業の育成を図る」「地域の特産品を活用し

た伝統産業の振興を図る」が求められています。

地域社会への貢献活動を行うにはコスト負担軽減が必要

・事業者が地域社会への貢献活動を行う際の課題や問題点としては、「人的余裕が

ない」「資金的余裕がない」が多く挙げられており、今後、事業者が社会貢献活

動を進めるためには、「税制上の優遇措置など、事業者のコスト負担を軽くする

制度ができること」が多く求められています。

問 木津川市の産業振興のために、どのような施策を推進すべきだと

思いますか。（二つ以内で選択） 

 

（一つ選択） 

N=89

34.8%

18.0%

2.2%

2.2%

3.4%

32.6%

19.1%

30.3%

33.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

１．優良農地の保全などにより、都市近郊農業
の振興を図る

２．地域の特産品を活用した伝統産業の振興を
図る

３．新たな産業団地を開発し、企業の誘致を図る

４．関西文化学術研究都市の特性を生かしたベ
ンチャー企業の育成を図る

５．まちなかの身近な商業の振興を図る

６．新たな観光メニューの開発や観光施設の整
備による観光振興を図る

７．わからない

８．その他

不明・無回答
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Ⅱ 基本構想

１．まちづくりの基本原則

木津川市は、木津川の流れや優しい里山に象徴される美しい自然環境の中で歴史

や文化を育んできました。また、近年は、国家プロジェクトとして建設が進む関西

文化学術研究都市を擁する魅力あるまちです。木津川市のまちづくりは、先人が築

き上げてきたこの素晴らしいまちにさらに磨きをかけるとともに、まちが抱える課

題の解決を図り、個性豊かで活力に満ちた、夢のある地域社会を目指すものです。 

それを実現するには、市民一人ひとりが持つ豊かな創造性、知識、社会経験等を

十分に活かしながら、市民と行政がともに力を出し合って様々な取り組みを進め、

生活環境・公共空間の質的向上を目指す必要があります。 

このような認識の下、「まちづくりの基本原則」を次のとおり定め、市民と行政

がまちづくりの基本となる耂え方を共有し、持続的・自律的発展に向けたまちづく

りを進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※市民：市内に居住する個人、市内に通勤・通学する個人、市内に事業所を置く企業や

各種団体等のこと。 
※協働：複数の主体が、何らかの目標を共有し、ともに力を合わせて活動すること。 
※参画：参加するだけではなく、方針の組み立てや決め事などにも責任を持って関わる

こと。 

・市民は、自らがまちづくりの主体として、さまざまなまちづくり活
動に参加・参画します。 

・市民と行政は、まちづくり活動において、その役割分担に応じ、そ
れぞれの発言と行動に責任を持ちます。 

・市民と行政は、相互理解と信頼関係を深め、
協働によるまちづくりを進めます。 

・市民と行政は、お互いにまちづくりに関す
る情報を共有します。 

・行政は、すべての市民がまちづくりに関す
る必要な情報を知ることができるよう、積
極的に情報開示・提供を行います。 

参加・参画

の原則

情報共有

の原則

協働の

原則

まちづくりの

基本原則
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２．まちの将来像

（１）将来像

木津川市は、豊かな歴史・自然環境に恵まれているとともに、関西文化学術研究

都市の中核として最先端の文化・科学を世界に発信する拠点です。これらの多様な

個性を大切にし、連携・交流を進めることで、さらに魅力ある “キラリ”と耀く

新しいまちの実現が求められています。また、生活・雇用環境を充実し、市民が互

いに助けあい、安心して生涯を過ごせる定住性の高い、いきいきとしたまちづくり

が求められています。これらを踏まえ、木津川市の将来像を次のように定め、市民

の幸せを追求するまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）将来都市構造 

 

 

 

 

 

・安心・安全なまちづくり 
 
・尐子高齢化への対応をはじめとする保健・医

療・福祉施策が充実したまちづくり 
 
・安定的な生活基盤・雇用の確保をめざすまち

づくり 

 

 

 
 
 
 
 

・多彩で多様な“人と地域文化”が交流するま
ちづくり 

 

・市民の参画と協働によるまちづくり 

 

 

 

 

・地域固有の特色ある地域資源を活かし、市民
が誇りの持てる魅力あるまちづくり 

 
・古代以来、都と関連性の深い地域として発展

してきた歴史と文化を活かしたまちづくり 
 
・木津川とその流域に形成された豊かな水と緑

の自然・環境を活かしたまちづくり 

歴史・文化や自然・環境を活かした美しい
まちづくり 

～愛着と誇りの持てるまちづくり～ 

 
 
 
 
・国際的な学術研究と産業、文化、生活が調和

する「知の創造都市」を目指したまちづくり 
・知の集積の推進と活用をはじめとして、産業

機能の導入・土地利用の推進、世界に開かれ
た学研都市の実現等を目指した魅力的なまち
づくり 

・世界に発信する学術・産業を創出するまちづ     
くり 

知の集積を活かした新しいまちづくり 
～新時代を創造するまちづくり～ 

市民が主人公のまちづくり 

～みんなで創るまちづくり～ 

豊かな市民生活を実現するまちづくり 
～安心して生涯を託せる 

心豊かなまちづくり～ 

木津川市の将来像 
 

水・緑・歴史が薫る文化創造都市 
～ひとが耀き ともに創る 豊かな未来～ 

 



平成 20 年４月４日第４回総合計画審議会検討資料

－25－ 

 

（２）将来都市構造＜全体検討を行った後、再検討＞

将来像の実現に向け、木津川市の将来の姿を示す都市構造を設定します。都市構

造は、様々な都市的機能の中心的役割を果たす「拠点」、その地域にふさわしい土

地利用の方向を示す「ゾーン」、並びにそれらを結びつける「軸」で構成されます。 
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都市構造図における軸、ゾーン、拠点の考え方 

軸 

歴史と環境の広域

交 流 軸 

木津川や道路、鉄道による東西・南北を結ぶ連携・交流軸。

水環境の保全と活用をテーマに潤いある環境を創造すると

ともに、木津川市と周辺市町、京都、大阪、奈良方面など

を相互に結ぶ交通軸の強化により地域の個性を活かした多

彩な歴史・文化や人、物等の交流を育む。 

暮 ら し と 文 化 の 

地 域 内 交 流 軸 

各拠点や歴史・文化資源等を結ぶ道路による連携・交流軸。

地域の生活や歴史・文化に密着した交流を促進し、各拠点

との結びつきを深めつつ、木津川市の一体性を高める。 

ゾ
ー
ン 

既成市街地ゾーン 

行政、商業、居住等様々な機能を有する市街地として位置

づけるゾーン。都市拠点を中心に、利便性と質の高い市街

地の形成を図る。 

新 市 街 地 ゾ ー ン 

居住、文化学術研究、商業、新たな産業などの機能を有す

る市街地として整備するゾーン。関西文化学術研究都市建

設計画で位置づけられている各ゾーンの性栺を明確にしつ

つ、特色ある市街地の形成を図る。 

田 園 共 生 ゾ ー ン 

緑豊かな田園風景を大切にするゾーン。立地条件を活かし

た新たな技術による近郊農業の展開を図るとともに、快適

な生活環境づくりにより、田園環境と定住環境の充実を図

る。 

環 境 共 生 ゾ ー ン 

豊かな自然環境を活かし、資源循環型の生活サイクルや地

域資源の有効活用による環境共生モデルとなる新たなまち

づくりの実現を図るゾーン。 

森 林 共 生 ゾ ー ン 

山林や丘陵地の緑のゾーン。自然環境を地域固有の貴重な

緑の財産と捉え保全を図るほか、人と自然のふれあいの場

としての活用を図る。 

歴 史 の 杜 ゾ ー ン 

山林や農地の中に社寺や遺跡等の歴史的資源が点在するゾ

ーン。周囲の豊かな自然環境と調和した歴史的資源の保全

を図るとともに、野外学習や環境学習、観光・レクリエー

ション等の場としての活用を図る。 

拠
点 

中 心 都 市 拠 点 

(中心核) 

行政、商業、医療・福祉等多様な都市機能が集積する拠点。

木津川市のみならず南山城地域も含めた地域の中心核とし

て位置づけ、質の高い都市的サービスを提供する拠点の形

成を図る。 

都 市 拠 点 

（地域核） 

住民の生活に密着した都市機能が集積するゾーン。住民の

ニーズにきめ細かく対応した都市機能の集積を図る。 
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人口の見通し 

（３）人口・世帯数の見通し＜将来人口の表記について、再検討＞

 

①人口の見通し

全国的に人口減尐が懸念される中、木津川市の人口は、平成 12 年（国勢調査）

で 58,809 人、平成 17 年（国勢調査）で 63,649 人と増加傾向にあります。 

平成 12年及び平成 17年の国勢調査に基づき社会移動趨勢型人口推計※1により

将来人口を推計しますと、平成 27 年に約 73,500 人、平成 32 年に約 77,500

人になる見通しで、目標年次である平成 30 年には、75,900 人になることが予想

されます。※2 

 

 

年齢 3 区分別人口構成比は、年尐人口（0～14 歳）及び生産年齢人口（15～

64 歳）の比率が低下することが予想されていますが、老年人口（65 歳以上）の

構成比は高まる見通しで、平成 17 年の 16.0％から平成 27 年には 23.7%、目

標年次である平成 30 年には、25.2％になると予想されます。※3 

年齢別の人口構成の見通し

15.7

15.6

15.8

15.3

14.5

67.3

69.2

70.1

68.4

65.1

61.0

60.3

59.9

11.2

13.0

14.2

16.0

19.1

23.7

25.2

26.2

21.5

13.9

17.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成2年

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

平成30年

平成32年

0～14歳

15～64歳

65歳以上

 

49,532 52,436 

58,809 
63,649 

約 68,800 

約 73,500 
約 75,900 

約 77,500 

（人） 
実績 

推計 
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②世帯数の見通し

世帯数は人口の伸び率を上回る伸びを示しており、このままの傾向が続くとする

と、目標年次である平成３0 年には 3 万世帯を超える見通しです。 

これに伴い、世帯当たり人員は平成 17 年の 1 世帯あたり２.93 人から平成 30

年には約 2.5 人まで減尐する見通しで、単身世帯の増加や多世代世帯の減尐などが

進むと予想されます。※4 

 

 

世帯数の見通し 

 

 

 

 

平均世帯人員の見通し      （単位：人） 

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成30年 平成32年 

3.65 3.46 3.17 2.97 約2.8 約2.6 約2.5 約2.4 

 

※１ 社会移動趨勢型人口推計とは、経年的な増減の傾向を将来に延長して将来人口を推計

するコーホート法のひとつで、人口の社会移動による各コーホート（男女別・５歳階級

別の人口のまとまり）の推移率を将来とも同じと仮定した将来人口推計。出生数は、出

産年齢の女性人口の各 5 歳コーホート（15 歳～50 歳）に合計特殊出生率（地域補正

を行ったもの）を乗じて求める。直線又は曲線回帰式による推計方法と異なり、人口の

年齢構造や社会動態を反映した推計となる。 

※2～4 平成 27 年から 32 年にかけては毎年均等に変化していくものとして算出。 

13,575 
15,160 

18,570 

21,426 

約 24,600 

約 28,100 
約 30,100 

約 31,500 

（世帯） 

実績 

推計 
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３．まちづくりの基本方針

木津川市の将来像「水・緑・歴史が薫る文化創造都市 ～ひとが耀き ともに創る 

豊かな未来～」を実現するために取り組むまちづくりの基本方針を以下のとおり定め

ます。

 

（１）個性を活かした魅力ある地域文化の創造

木津川市は、豊かな自然に恵まれ、古代より奈良・京都の都と関わりの深い地域

として発展してきました。また、近年は、関西文化学術研究都市などの建設により、

新しいまちづくりが進んでいます。

木津川市の発展の原点である豊かな自然と調和した歴史・文化は、市民の貴重

な共有財産であるという共通認識を持ち、これらを保全・継承・活用し、地域の

自然・歴史・文化と関西文化学術研究都市から発信される先端的な文化学術研究

の成果を産学官民の連携により融合し、新たな地域文化が創造される取り組みを

推進します。

 

（２）地域力を活かした産業・事業の創造

木津川市では、国際的な学術研究と産業・文化・生活が調和する「知の創造都市」

の形成を目指した都市の形成・発展のため、関西文化学術研究都市における研究

所・企業等のさらなる集積を図り、知の集積の推進活用をはじめとして、産業機能

の導入・土地利用を推進し、産学官民の連携などにより、世界に開かれた関西文化

学術研究都市の実現、魅力的なまちづくりに向けた都市運営を図ります。

また、地元で生産される京野菜などの農産物のブランド力の強化、地産地消・食

の安全に対する関心の高まりに対応するための農業振興をはじめ、地の利と歴史的

伝統に根ざした様々な地域産業の振興を図ります。

木津川市の豊かな歴史・文化・自然などの地域資源の魅力について、情報発信を

積極的に行い、地域資源や地域産業を活用した観光施策を推進します。

（３）誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造

安心・安全のまちづくりを実現するため、自然災害等に対する防災対策の充実や

地域の防犯・危機管理体制の整備をはじめ快適な生活環境を提供するまちづくりを

促進します。

また、すべての市民が健康で安心して暮らせることのできる地域社会を実現する
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ため、一人ひとりに最も適する保健・医療・福祉サービスを組み合わせて提供する仕

組みづくりの構築を図ります。

さらに、木津川市の市民が互いに支えあい健康でともに暮らすことができるよう、

地域福祉体制の充実・確立と高齢者、障がい者等の就労や生きがい対策の充実を図

り、心にやさしいまちづくりを推進します。

（４）豊かな心を育む教育・文化の創造

豊かな心を育む教育・文化を創造するためには、安心して子どもを産み育てられ

る環境づくりが欠かせません。総合的な尐子化対策・子育て支援を進めるとともに

子どもの安心・安全を確保するための取り組みを強化します。

また、関西文化学術研究都市に立地する施設を活用し、科学、ものづくり、就業

に対する興味を広げるとともに、地域の歴史・文化・伝統など郷土を大切にする心

や森林・田畑などを通して命を育み自然を大切にする個性豊かな教育・文化活動を

推進します。

地域づくりの中心は「人づくり」であることを基本に、市民の自己実現意識の高

まりなどに対応した質の高い生涯学習の推進、文化芸術、スポーツ、レクリエーシ

ョン活動を支援します。

 

（５）連携を強め地域を支えるネットワークの創造

木津川市の一体感を高め、連携を強化するとともに、本市全体の均衡ある発展を

確立し、人と人がささえ合い、ふれ合うことが出来るコミュニティを形成するため、

道路・交通ネットワークの整備・充実をはじめ、地域の自然・歴史・文化を保全・

活用するため、水と緑・歴史のネットワークの整備を検討します。

情報通信技術（Information and Communication Technology）を活用した利

便性の高い社会を構築するため、電子自治体化、地域間栺差のない情報化の向上に

努めます。

また、本庁舎周辺を中心都市拠点、各支所周辺を都市拠点と位置付け、その役割

分担に基づき、都市基盤・施設整備を進め、市民サービスの向上に努めるとともに、

各拠点と関西文化学術研究都市をはじめ各地域が互いに連携したまちづくりを推

進します。

 

（６）環境を守り、自然と調和した都市の創造

私たちは、豊かな自然から、水・空気・食材など多くの恵みを受けています。そ



平成 20 年４月４日第４回総合計画審議会検討資料

－31－ 

 

の一方で、便利で快適な生活様式が環境汚染や地球温暖化の原因となっており、そ

の対策が求められています。将来にわたり、木津川市の豊かな自然と暮らしやすい

生活環境の中で、豊かな暮らしが実現するとともに、健全な環境が地球規模にわた

り保全・継承されるよう、自然の豊かさや多様な価値を再認識し、資源循環型の社

会の実現を目指します。

このため、省資源・省エネルギーの推進、自然エネルギーの活用、環境に配慮し

た交通施策などを推進し、環境負荷の尐ないまちづくりを進めます。

また、市民と行政が連携し、地球温暖化防止、ゴミをできるだけ発生させない生

活様式、資源の循環利用、廃棄物の適正処理などを推進します。

（７）まちづくりへの参画と協働の創造

近年の社会情勢の著しい変化等により、市民の価値観が多様化するとともに、地

域が抱えるさまざまな課題や要求も複雑・多様・高度になっています。

この複雑化・多様化・高度化する地域課題や要望に行政だけでは対応できなくな

っています。

そこで、市民と行政は、対等な立場で役割分担を明確にし、それぞれが持つ目的・

使命の実現や共通する課題の解決を図るため、お互いの資源・能力を持ち寄り、協

働するための原則や方法・形態を確立します。

また、様々な市民活動を支えるため、戦略的な行政経営システムの確立と財政基

盤の強化・充実に努めるとともに、国・京都府を始め、木津川市の市民・経済活動

に関係する市町村・関係機関との広域的な連携を図り、健全で質の高いまちづくり

を進めます。
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４．まちづくりの重点戦略

まちづくりの重点戦略は、「まちづくりの基本方針」に基づくまちづくりを進め

るうえで、特に戦略的、横断的、連携して取り組むことによって大きな成果が期待

され、さらには他の施策を牽引して総合計画全体の着実な推進を先導していくよう

な施策群をとりまとめたものです。

まちづくりの重点戦略の設定にあたっての視点

【視点１ 一体的なまちづくり】 

木津川市は、旧木津町・加茂町・山城町が合併し、誕生した若々しいまちです。 

これから、さらに飛躍するための取り組みが必要です。今後、あらゆる機会を通

じて、市の一体性を高め、市民とともに一体感の醸成を図ることを重視したまちづ

くりを進めます。 

【視点２ 個性ある魅力的なまちづくり】 

木津川市は、木津川の流れと優しい山並みに象徴される素晴らしい自然、田園環

境、歴史・文化などが息づくとともに、世界に誇る研究機能が集積する関西文化学

術研究都市を擁する都市的環境を備えたまちです。 

私たちは、それぞれの地域で先人が築き育ててきた豊かな魅力を融合させ、一層

磨きをかけて、他に例のない、木津川市としての個性ある魅力的なまちづくりを進

めます。 

（１）関西文化学術研究都市まるごと活用戦略

【ねらい】

自治体間競争の時代においては、地域の活力を高めていく取り組みが丌可欠で

す。世界最先端の研究施設等が立地する関西文化学術研究都市に集積する人、物、

産業、情報などを、まるごと最大限に活用しながら、まちの活力を高めるとともに、

まちづくりにおける様々な分野で波及効果を生み出します。

【主要な施策】

○新たな産業・事業の創出

○企業誘致と受け皿づくり

○既存産業の振興

○多様な雇用の場の確保

○学校教育との連携 など
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（２）木津川市文化創造戦略

【ねらい】

木津川市は、豊かな自然や自然と調和した歴史・文化を始め、文化学術研究の新

たな展開の拠点である関西文化学術研究都市など文化的価値の高い資源が豊富で

あり、様々な文化がまち全体に息づいています。

この豊かな文化的価値は、木津川市の価値を高めることにつながるものです。

これらの地域文化の融合により、新たな「木津川市文化」の創造活動に取り組む

ことで、まちの価値をさらに高め、自分の住むまちに誇りを持って住み続けたくな

るまち、来訪者が訪れてみたくなるまちを目指します。

【主要な施策】

○歴史・文化遺産の保全と活用

○地域資源の発見・再発見と情報発信

○地域文化の融合に併せた人づくり

○地域文化創造活動の育成・支援

○市民・団体の交流による知恵・文化・元気の創造 など

（３）安心・安全のくらし実現戦略

【ねらい】

全ての市民が健康で心豊かな生活を送るには、生活環境などの基本的な住み良さ

が実感できることが必要です。特に、安全で安心して暮らせる生活環境や食の安全

に対しての要望が高まっています。

これらを踏まえ、暮らしの安心・安全に関わる仕組みづくり、施設整備に取り組

み、ともに支え合う地域社会の構築を目指します。

【主要な施策】

○防犯・防災体制の強化

○保健・医療体制の強化

○各種施設のバリアフリー化の推進

○地域福祉プラットフォーム化の推進

○地域コミュニティやＮＰＯ、ボランティア団体等が地域社会の中で十分に力を発

揮できる体制・環境づくり

○食の安全、地産地消の推進 など

（４）まちぐるみの子育て・教育環境づくり戦略

【ねらい】

木津川市には、温かい人と人とのつながりや豊かな自然、歴史・文化など子ども

たちの心と体を豊かに育む財産がたくさんあります。これらを活かしながら、家庭、
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学校、地域社会、企業、行政等が連携しながら総ぐるみで子育て支援や教育環境づ

くりに取り組み、子育て世代が住みたくなる・住み続けたくなるまちを目指します。

【主要な施策】

○保育サービスの充実

○子育て支援の新たな仕組みづくり

○子どもの安心・安全を確保するための防犯体制の強化

○児童福祉・教育環境の充実 など

（５）地域間連携強化戦略

【ねらい】

地域間の移動の円滑化を図り、交通利便性の高い都市を目指します。一つまちと

しての一体感、地域間連携を強化するとともに、木津川市全体の均衡ある発展の基

礎を築きます。また、様々な地域資源のネットワーク化により、地域全体としての

魅力向上を図ります。

【主要な施策】

○地域間循環道路の整備

○地域内生活幹線道路の整備

○緑と歴史の基幹的な環状軸の形成

○地域公共交通の総合連携 など

（６）環境保全・地球市民育成戦略

【ねらい】

地球環境問題に対する意識が高まり、環境保全に関する市民活動が広がっていま

す。環境問題は、特に市民や企業、団体などが連携するとともにそれぞれの役割を

担う取り組みが必要です。木津川や山の緑など豊かな自然環境を有する木津川市に

おいて、自然環境保全は重要な課題であることから、すべての市民が地球市民とし

ての意識をもち、環境を守り・育てる活動に取り組む地域社会を創造します。

また、環境対策はすべての施策において共通する視点として意識し、横断的な取

り組みを推進します。

【主要な施策】

○市民ぐるみ、まちぐるみでの自然保全活動の推進

○循環型社会の仕組みづくり

○環境教育の充実

○環境に対する市民意識の醸成 など
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５．行政経営の方針 

（１）地域経営の展開

【地域経営の方向性】

地方分権の進展に伴い、地方自治体には、自らの責任と判断で、多様化・複雑化

する市民のニーズに対応することが求められています。

三位一体改革による税源移譲などにより、財政的にも地方自治体の自立性が求め

られており、市民の受益と負担の関係をより明確にし、自主的・自立的に地域経営

を展開することが必要となります。

このような社会経済情勢の下、住民に最も身近な行政主体である地方自治体が中

心となり、地域の個性を最大限に活かし、活力に満ちたまちとなるよう、地方分権

型システムの構築を進める必要があります。

一方、ボランティア活動、ＮＰＯ活動などが活発化し、公共的サービスの提供に

関して、市民自らが担う役割が拡大してきています。

木津川市には、地域社会を構成する豊かな人材や、優れた研究所・企業に恵まれ

ています。こうした力を結集しながら、豊かな地域社会をつくりあげていく地域経

営の展開を図ります。

また、国・京都府・近隣市町村との連携を図り、魅了あるまちづくりを進めます。

【公共の領域の変化】～「新たな公」の活動領域と「行政と市民の役割」～

 ①「新たな公」の活動領域

社会経済情勢の変化に伴い、子育てや介護のように以前は私的活動であったも

のが公共的サービスに変わるなど、公の領域が拡大してきています。

また、これまで行政が担ってきた防犯・防災や環境問題などの公の活動領域と

して取り組んできたものが、ＮＰＯなどの市民組織により、その強みである先駆

性・自由性を活かして、積極的・創造的な活動が展開され、きめ細やかなサービ

スが提供される事例が多くなってきています。

このように、これまで公共サービスは行政により提供され、公の活動領域と行

政が提供するサービスの範囲は概ね一致していましたが、社会経済情勢や市民の

価値観の変化などに伴い、市民が求める公共・公共的サービスが多様化・高度化

することにより、「公の活動領域の拡大」と「行政が対応できる範囲の相対的縮小」

により、行政だけでなく、多様な主体が互いに協働して担う「『新たな公』の活動

領域」が生まれてきています。 

木津川市においても、地域社会、市民生活が直面する「『新たな公』の活動領域」

の課題を分析・解決し、適切にサービスを提供するため、地域社会を構成するあ

らゆる主体が、まちづくりの将来像や目標を共有し、役割分担をしながら協働に

よる地域づくりを行うための新しい地域経営の展開が必要です。
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「新たな公」の 

活動領域 

 ②行政と市民の関係と役割

・行政と市民の関係 

 これからの地域経営においては、この「『新たな公』の活動領域」を豊かにす

ることが重要です。このためには、従来の行政から市民への一方向的なサービス

提供の形態から、行政と市民とのやり取りを双方向にし、地域における様々な多

元的な主体がそれぞれの立場でともに協働して、「『新たな公』の活動領域」を形

成する仕組みづくりが必要です。 
 

・行政の役割 

 この「『新たな公』の活動領域」に対応するため、行政は、「『新たな公』の活

動領域」をともに担う可能性のある様々な主体を把握するとともに、情報共有と

信頼関係の構築を図り、それらの主体の育成・支援や特性を活かした連携を進め、

木津川市域における公共・公共的サービスの供給形態の多様化と供給能力の向上

を図ります。 

また、行政には、木津川市の速やかな一体性を確保するための施策をはじ

め、戦略的な地域経営のための企画立案や条例制定など、行政が主体的に取

り組むべき領域に重点的に対応することが、今まで以上に求められています。 
 

・市民の役割 

 日常生活圏域の拡大や生活様式の変化などにより、近年、市民の連帯感が薄れ

てきていることが指摘されています。このため、地域の課題を市民がお互いに協

力しあい解決する「地域力」を再生し、地域に存在するさまざまな主体の活力を

結集することにより、地域全体の力を向上させることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民

 

 

NPO 等 団体 事業者等 

行政

 

 

・「行政」の活動領域＝「従来の公」の活動領域 

こ れ ま で 

こ れ か ら 

NPO 等 

行政 

事業者等 

団体 

住民 

・「新たな公」の活動領域…行政だけでなく、多様な担い手が「従来の

公の活動領域」に加え、「公共的価値を含む私の活動領域」や「公と私
の中間の活動領域」で協働し、サービスを提供。 
・これからの行政の役割 …戦略的な地域経営、行政が主体となる重点

分野の施策立案・実施など。 

「従来の公」の
活動領域 

「行政」の活動
領域 

「『新しい公』の活動領域」のイメージ図 
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（２）行財政改革の推進

これまでの行財政改革は、財政支出を削減する手段としての意義が強調された

「減量改革」を目的に取り組んできました。木津川市では、厳しい財政状況の下、

常にコスト意識を持ち、自主財源の確保と経費の縮減対策を進め、財政基盤の確立

を図ることはもちろんのこと、総合計画に基づき、市民生活の安定と向上をめざし、

持続可能で自律したまちづくりを進めるため、あらゆる行政分野にわたり、その体

制・体質を改める「構造改革」に視点を置いた行財政改革を進めます。

また、施策の企画立案に際しては、地方分権の進展の中で限られた大切な財源を

「選択と集中」、「施策の重点化」により、人・物・情報・資金等といった経営資源

を効果的に活用していきます。

加えて、PDCA サイクルによる進行管理の耂え方を導入し、地域経営の質の向

上を図ります。

このため、成果指標の設定などにより施策の評価を行ない、本計画と「木津川市

行財政改革大綱」が一体的となり、新たなマネジメントシステムを構築し、時代に

応じた効率的・効果的で市民にわかりやすく透明性の高い地域経営を展開します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDCA サイクル進行管理のイメージ図 

 

Plan 1 

Plan 2 

Do 1 

Do 2 

Check 1 

Check 2 

地域経営の質の向上 

Action 1 

Plan   …計画の中で施策の目標を設定 

Do     …目標の実現に向け施策を実施 

Check  …目標の達成状況を把握・評価 

Action  …評価を踏まえた改善 




