
第５回木津川市総合計画審議会 

会 議 次 第 
 

開催日：平成２０年５月１９日(月) 

（集合午後 1時 30 分、本庁舎正面） 
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＜＜三上山より、市内展望＞＞ 

 

＜＜休        憩＞＞ 

 

 

１．開  会 

 

 

２．会長あいさつ 

 

 

３．議  事 

 （１）審議事項 

    ①今後の検討スケジュールについて 

 

②総合計画（基本計画）について 

 

 

４．その他 

 （１）次回審議会開催日程について 

 

 （２）その他 

 

 

５．閉  会 
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１ 個性を活かした魅力ある地域文化の創造 

 

 

 

・木津川市は、京都府域において、京都市に次いで、宇治市と並ぶ文化財の宝庫です。 

また、自然環境的景観に加えて、地域における人々の生活・産業や風土により形成

された文化的景観の重要性が増してきています。 

・市民共有の財産である文化財や生まれ育った本市の豊かな景観を保全・育成・活用

し、未来に継承する必要があります。 

・木津町、加茂町、山城町が育ててきた伝統・文化が融合した新たな地域文化を創造

することが求められています。 

 

 

 

・大切な文化・伝統や景観を見つめ直して地域の良さを再発見し、地域への愛着や誇

りを育て個性を活かしたまちづくりを進めます。 

 

 

 

将来像 基本方針 施策の主要目標 

歴史文化の保全・継承

歴史的文化を背景とした地域文化創造活動の促進

歴史のネットワークづくり

新しい地域文化の創造

個性を活かした魅力ある地域
文化の創造

水・緑・歴史が薫る
文化創造都市

誰もが安心して暮らせる福祉
都市の創造

豊かな心を育む教育・文化の
創造

地域力を活かした産業・事業
の創造

まちづくりへの参画と協働の
創造

環境を守り、自然と調和した
都市の創造

連携を強め地域を支えるネット
ワークの創造

 

 

 課   題 

施策の体系 

 展   望 
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（１）歴史文化の保全・継承 

①歴史文化の保全・活用 

◆施策の基本方針 

木津川市には、史跡、遺跡、神社仏閣、伝統的祭りなど有形無形の歴史

的文化的遺産が豊富にあり、伝統的な街並みや農山村集落等も数多く残っ

ています。これらは木津川市のかけがえのない財産であり市の魅力を高め

る重要な要素となっています。 

この貴重な歴史的文化的遺産を大切に保存し、次世代に継承するととも

に、これらを活用した木津川市の魅力をさらに高めるまちづくりの取り組

みを進めます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○歴史的文化的遺産の保全と活用 

・史跡高麗寺跡・椿井大塚山古墳等の歴史的文化的遺産の保全を図ると

ともに、それらを活かした周辺環境の整備を進めます。 

・伝統的な祭り等についても、地域に根づいた貴重な文化として、その

保全・継承の支援に努めます。 

【主な事業等】 

・史跡等の整備 

・遺跡発掘調査 

・伝統的行催事の保存支援 

 

○伝統的街並みや農山村集落景観の保全と活用 

・上狛環濠集落、山城茶問屋街、木津本町通、船屋通等を活かした伝統

的な街並み環境の保全・活用の方策について、市民とともに検討しま

す。 

・町家の用途転換や空家活用等により、伝統的な街並みが息づくまちづ

くりの方策について、市民とともに検討します。 

・当尾地区や瓶原地区において、周囲の自然環境と調和した緑豊かな農

山村集落の景観保全の方策について、市民とともに検討します。 

【主な事業等】 

・伝統的街並みや農山村集落の景観の保全・活用策の検討 

 

 

 施策の展開 
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②歴史の杜ゾーンの保全・活用 

◆施策の基本方針 

恭仁宮跡や当尾地域は、良好な自然環境及び歴史的文化的遺産が調和し

た環境を形成しており、木津川市の重要な魅力的要素の一つです。 

これらについて、次世代にわたり継承していくため、保全を図るととも

に、観光や憩いの空間としての活用を図ります。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○歴史の杜の環境整備 

・恭仁宮跡の公有地化を推進し、地域住民の憩いの場・観光スポットと

して周辺環境の整備を推進します。 

・当尾地域の豊かな自然や浄瑠璃寺、岩船寺、石仏群等を活用し、環境

学習やレクリエーション空間としての整備や散策コースとしての快適

な散策環境の整備を進めます。 

【主な事業等】 

・文化財の公開・管理 

・史跡等の公有地化 

・当尾地域の歴史的文化的遺産を活用した散策環境づくりの検討 
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（２）歴史・文化・伝統を背景とした地域文化創造活動の促進 

①地域文化創造活動の育成・促進 

◆施策の基本方針 

木津川市の恵まれた自然環境や歴史的文化的遺産等を背景とした市民の

自主的・自発的な文化活動や交流を通じ、木津川市の地域文化の創造を図

ります。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○地域文化創造活動の育成・促進 

・地域の豊かな歴史文化、伝統を背景として、公民館等における文化活

動を発展させながら、新しい文化の創造活動を支援します。 

【主な事業等】 

・公民館活動の支援・充実 

 

 

②歴史のネットワークづくり 

◆施策の基本方針 

木津川市の歴史を踏まえつつ、市内に分布する様々な歴史的文化的遺産

のネットワーク化や木津川流域の文化をテーマにした交流や歴史的文化的

遺産を巡るコースの充実・活用を進めます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○歴史めぐりコースの設定 

・観光協会、特定非営利活動法人（以下、「ＮＰＯ」という。）、ボラ

ンティア、京都府立山城郷土資料館等と連携し、木津川市に数多く点

在する豊かな歴史的文化的遺産等を活かした観光コースづくりや探訪

ツアーを実施します。また、観光案内板・観光案内所や観光トイレの

整備等を進めます。 

【主な事業等】 

・自然や歴史的文化的遺産等を活用した探訪ツアー事業の充実 

・観光トイレの整備 

 

○木津川流域文化ネットワークの形成 

・古代より木津川の水運を介して連携してきた歴史を踏まえて、木津川

流域の文化交流ネットワークの創出を図ります。 

【主な事業等】 

・木津川流域の市町村と連携した文化交流ネットワークづくり

の検討 
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③新しい地域文化の創造 

◆施策の基本方針 

関西文化学術研究都市における知の集積や各種の活動を通じて育まれる

多様な交流を活かし、新たな地域文化の創造活動の展開を図るとともに、

それらに市民が気軽にふれあえる機会の創出を図ります。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○新しい地域文化の創造 

・関西文化学術研究都市の先進的な研究活動や新しいまちづくりを活か

しつつ、市民が主人公の新しい地域文化の創造活動を支援します。 

【主な事業等】 

・けいはんなプチコンサート 

・地域文化創造活動の支援策の充実 
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２ 地域力を活かした産業・事業の創造 
 

 

 

・関西文化学術研究都市の中核を担う自治体として、その潜在的可能性を最大限に引

き出し、企業等の誘致を進めるとともに、その波及効果を木津川市の産業・事業の

活性化に結びつけることが必要です。また、農業について、消費動向に応じた供給

とブランド化や地産地消等が重視されるなど、安全・安心な農産物による信頼の確

保と担い手の育成・確保が求められています。 

・大型店が増加する一方、中心市街地や各地域コミュニティにおける小売店舗や商店

街の経営が厳しい状況にあります。 

・自然や歴史的文化的遺産を観光資源として積極的に活用した魅力ある地域づくりが

求められています。 

 

 

 

・産学官民の連携強化を図り、関西文化学術研究都市や歴史文化等の地域特性・資源

を活かし、魅力と活力あるまちづくりを進めます。 

 

 

 

将来像 基本方針 施策の主要目標 

水・緑・歴史が薫る
文化創造都市

誰もが安心して暮らせる福祉
都市の創造

豊かな心を育む教育・文化の
創造

地域力を活かした産業・事業
の創造

まちづくりへの参画と協働の
創造

環境を守り、自然と調和した
都市の創造

連携を強め地域を支えるネット
ワークの創造

関西文化学術研究都市を活用した産業・事業の創造

地域資源を活用した新しい地域産業創出システムの
構築

雇用対策の充実

個性を活かした魅力ある地域
文化の創造

 

 課   題 

施策の体系 

 展   望 
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（１）関西文化学術研究都市を活用した新たな地域産業の創出 

①最先端の研究成果を活かした新産業・新事業の創出 

◆施策の基本方針 

我が国の新時代を創造する文化・学術・研究の拠点としての役割を担う

関西文化学術研究都市において、学研施設・研究機関等の知の集積を活用

して新たな産業の創出を支援します。 

また、その周辺部において、学研施設・研究機関等と連携した産業の活

性化を推進するなど、関西文化学術研究都市の様々な効果を活用し、新た

な産業や事業を創出するための取り組みを支援します。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○けいはんな新産業創出・交流センターの活用等による新産業の創出 

・科学技術・産業基盤の多様な集積、「知的クラスター創成事業」の研

究成果、関西文化学術研究都市に設置されている「けいはんな新産業

創出・交流センター」等を活用し、産学官民の連携による新産業・新

事業の創出を促進します。 

【主な事業等】 

・「けいはんな新産業創出・交流センター」の支援及び活用 

 

○関西文化学術研究都市における産業機能の導入 

・関西文化学術研究都市の土地利用について、学研施設の機能に加え研

究開発型産業の機能の導入など幅の広い土地利用を図り、研究開発型

産業施設の誘致、大学や研究施設と連携した企業支援施設等の立地を

促進します。 

【主な事業等】 

・企業誘致の推進 

 

○関西文化学術研究都市の研究機能と連携した産業施設の立地促進 

・関西文化学術研究都市やその周辺部において、試作品製造など研究機

関を支援する産業施設の立地や研究成果を活かした産業の活性化を推

進します。 

【主な事業等】 

・新産業創出の取り組みの検討 

 

○新たな企業立地の推進 

・景気動向や企業の立地需要を見極めつつ、周辺環境に配慮し、産業・工

 施策の展開 
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業系の新たな土地利用や整備手法等を検討します。 

・企業進出を促進するため、土地利用等の規制緩和を検討します。 

 

 

②新市街地の特色を活かした交流機能の創出 

◆施策の基本方針 

関西文化学術研究都市において、研究機能や居住機能と併せて、居住者

や施設利用者の利便性・快適性を高めつつ、様々な交流が育まれる都市機

能の充実を図ります。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○関西文化学術研究都市における都市サービス機能の充実 

・関西文化学術研究都市のセンターゾーンにおいて、商業核等の都市サ

ービス機能の充実を図ります。 

【主な事業等】 

・センターゾーンにおける市民サービス機能の充実の検討 
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（２）地域資源を活用した新しい地域産業創出システムの構築 

◆施策の基本方針 

活力あるまちづくりを進めるためには、地域の産業振興が丌可欠であるこ

とから、自然環境や歴史的文化的遺産、農業など木津川市の様々な魅力を活

かしながら、新たな産業の創出を図ります。 

また、中山間地域を始め、農地や里山の荒廃化について、担い手の高齢

化や減尐などにより、今後更に深刻化することが予想され、木津川市の土

地利用の側面からも大きな誯題となることから、その対策が必要です。 

このため、農林業、商業、観光業等の産業基盤の強化を進めていくとと

もに、各分野が連携した産業振興策を進めていきます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○農業経営の安定対策 

・営農基盤づくりのため、ほ場整備、かんがい排水施設整備、老朽ため

池の改修等による農業生産基盤整備を計画的に進めていきます。 

・近年被害が大きい野生鳥獣による農作物等への被害を防止するため、

京都府等と連携し、被害実態の調査・研究、生息個体数の適正な管理、

防除施設の設置支援を進めます。 

【主な事業等】 

・ほ場整備 

・かんがい排水施設整備 

・老朽ため池整備 

・府営農免農道の整備 

・農業近代化施設等の整備 

・農地・水・環境保全向上 

・土地改良事業 

・土地改良施設維持管理適正化事業 

・林道維持管理事業 

・有害鳥獣被害防止対策 

 

○ブランド農産物の担い手育成 

・ブランド農産物が注目される中、地域特性を活かした農産物・農産加

工品の新たなブランド開発・高付加価値農業を推進し、多様な農業の

担い手の育成を図ります。 

【主な事業等】 

・ブランド農産品等の農業の新たな担い手育成 

 

○地産地消の推進 

・青空市・朝市等の整備や学校給食との連携、商工観光団体との協力等

により、地元で採れた食物を地元で消費する「地産地消」を推進する
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とともに、地域における豊かな食文化の創造と発展を図ります。 

・地域内の農林産物等を活用した付加価値を高める加工特産品や郷土食

等を企画・開発し、新しい地域の新しい売り物づくり・ブランド化を

推進するとともに、農産物の直売所整備の支援等による流通対策の充

実に努めます。 

・市民ニーズに対応して、市民農園や体験農園等の普及を図り、「農」

のある生活の普及に努めます。 

【主な事業等】 

・学校給食等における地産地消の推進 

・農産物直売所整備の支援 

 

○豊かな里山の保全・活用 

・森林が持つ水資源のかん養機能、土砂流出防止機能、いやし機能、地球

温暖化防止機能など、木津川市の豊かな里山が持つ公益性や多機能を次

世代に継承できるよう、保全・活用を進めます。 

・森林組合やＮＰＯ、ボランティア等と協働し、放置竹林の拡大防止など、

森林の保全・活用の方策を進めます。 

【主な事業等】 

・森林組合との協働事業の展開・充実 

・森林ボランティア活動の支援 

・林業の新たな担い手育成 

 

○「宇治茶の郷づくり」事業との連携・協働 

・京都府山城広域振興局を中心に進められている「宇治茶の郷づくり」

に関連して、生産と体験・交流の場となる「モデル茶園」を中心とす

る農業公園の整備を検討します。 

【主な事業等】 

・モデル茶園を中心とした農業公園整備の検討 

 

○観光・交流産業の振興 

・地域の優れた歴史的文化的遺産、豊かな自然環境及び農林業等を活用

した観光交流活動を促進するとともに、木津川市と関連性の強い奈

良・京都地域内の歴史的文化的遺産との連携・相乗効果を活かした観

光コースの充実や観光・交流産業の育成・発展を図ります。 

・京都府山城広域振興局を中心に進められている「やましろ観光」と連

携・協働し、歴史探訪や自然体験等の広域的な事業への参画を図りま

す。 

・森林・里山を観光・レクリエーションや体験型・滞在型学習活動の場

として活用するため、森林組合、ボランティア・ＮＰＯ等と連携・協

働した取り組みを推進します。 
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【主な事業等】 

・京都府「やましろ観光」事業と連携・協働した歴史探訪や自然

体験等の事業への参画 

・里山等を活用したレクリエーションや体験学習活動の推進 

 

○商業の活性化 

・快適で利便性の高い商業環境の整備や商業の経営基盤の強化や中心都

市拠点の商業の活性化を推進するとともに、都市拠点において気軽で

親しみやすく活力のある地元商店街づくりを図り、活力あるまちづく

りを図ります。 

・交流活動の展開・発展に対応し、中心都市拠点や都市拠点、観光交流

地域等において、祭りや季節のイベント等による観光商業化を図りま

す。 

・歴史的な街並みを活用したユニークで特色ある商店街づくりや地域特

産品や郷土食の販売等を企画し、段階的・戦略的な観光商業の展開を

図ります。 

【主な事業等】 

・イベント支援 

・中小企業特別融資制度信用保証料及び利子補給事業 

 

○コミュニティ・ビジネスの促進 

・地域内の多様なニーズに対応した新しい事業手法として、近年注目さ

れているコミュニティ・ビジネスの促進を図ります。 

【主な事業等】 

・コミュニティ・ビジネスの支援策の検討 
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（３）雇用対策の充実 

◆施策の基本方針 

就業や雇用等の労働条件や就業ニーズが多種・多様化するなか、雇用の

安定と促進を図るため、関係機関との連携を強化し、就業機会の確保や就

業能力の開発の支援に努めます。 

また、雇用吸収力の高い企業の誘致や既存企業の活力向上等の支援によ

り、魅力ある雇用の場の確保に努めます。 

   

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○雇用の創出 

・産業の育成、生産・加工・販売・交流産業・消費者の連携による第 1

次産業・第 2 次産業・第 3 次産業が一体となった第 6 次産業化によ

る新産業の創出など、多様な産業展開を促進するとともに、関西文化

学術研究都市地域やその周辺部の土地の有効利用等を図りながら企業

誘致等を推進し、地域における雇用の創出・拡大に努めます。 

・企業誘致によって新たに市外から進出した企業をはじめ、市内企業の

地元雇用を促進・強化するため、就職フェア等の取り組みを継続しま

す。 

【主な事業等】 

・関係機関・企業との連携強化 

・企業誘致の推進 
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３ 誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造 
 

 

 

・安心して日常生活を送るためには、自然災害などから市民の生命と財産を守ること

が必要です。このため、治水対策や危機管理体制の充実等を進めるとともに、良好

な住環境の整備が求められています。 

・生涯にわたり健康、元気に暮らすためには、市民一人ひとりが健康に関心を持ち、

市民の健康増進や健康予防に向けた施策の充実が求められています。 

 

 

 

・危機管理体制の確立と防犯対策の充実、住環境の改善等により、安全で安心なまち

づくりを進めます。 

・すべての市民が、住み慣れた地域で生涯を豊かに暮らせるまちづくりをめざします。 

 

 

 

将来像 基本方針 施策の主要目標 

安心・安全、快適なまちづくり

ともに支えあう地域福祉の充実
水・緑・歴史が薫る
文化創造都市

誰もが安心して暮らせる福祉
都市の創造

豊かな心を育む教育・文化の
創造

地域力を活かした産業・事業
の創造

まちづくりへの参画と協働の
創造

環境を守り、自然と調和した
都市の創造

連携を強め地域を支えるネット
ワークの創造

個性を活かした魅力ある地域
文化の創造

 

 

 課   題 

施策の体系 

 展   望 
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（１）安心・安全、快適なまちづくり 

①地域防災システムの充実、安心・安全な生活環境の整備・充実 

◆施策の基本方針 

市民の生命や財産を災害から守るため、治山・治水対策や地震対策など

災害に強い都市基盤整備を進めます。 

また、市民が災害発生時に迅速かつ的確に行動できるよう、日頃から情

報提供に努めるなど危機管理体制を強化するとともに、市民の連帯意識に

基づく自主防災組織の育成・強化など地域防災対策に取り組みます。特に

高齢者や障害者等の要配慮者支援を充実します。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○災害に強い都市基盤づくり 

ア．治山・治水対策の強化 

・治山・治水対策を強化するため、整備が遅れている急傾斜地、河川、

雨水排水施設、樋門等の改修・整備を計画的に進めます。 

・木津合同樋門・排水機場、赤田川樋門及び西殿樋門をはじめ、国・

京都府が管理している河川やその樋門と内水を強制排水するための

排水機場等の改修・整備について、関係機関に積極的に働きかけ、

早期実現をめざします。 

【主な事業等】 

・準用河川の計画的改修 

・急傾斜地崩壊対策 

・河川、都市下水路の維持管理 

・樋門等の操作管理 

・小川改修の推進 

・木津川の治水対策の強化の要望 

・上狛南部地区排水整備の推進 

・木津合同樋門改修及び同樋門への排水機場設置の促進 

・赤田川樋門、西殿樋門の改修・整備の促進 

・大川排水機場設置の促進 

 

イ．地震対策等の強化 

・地震災害の防止を図るため、橋梁、防火水槽等をはじめとする公共

施設の耐震性向上の対策を推進します。 

・民間木造住宅等について、地震発生時の倒壊や火災による被害の拡

大防止のため、耐震診断・耐震改修を支援するとともに、市全体の

耐震化を図るよう努めます。 

 施策の展開 
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・水道設備について、地震等に強い施設整備を図るとともに、災害時

の応急給水や施設の早期復旧体制の確立を図ります。 

【主な事業等】 

・橋梁及び土木施設の耐震化 

・木造住宅耐震診断・耐震改修支援 

・市有公共施設の耐震化 

 

 

○地域防災対策の充実 

ア．危機管理体制の強化 

・災害時や有事に備え、地域防災計画、国民保護計画に基づき、住民、

企業、医療・福祉機関、行政がそれぞれの役割を果たせるよう日頃

から連携の強化に図ります。 

・消防団の組織強化や消防署との連携を強化し、火災や災害に対する

体制の充実を図ります。 

【主な事業等】 

・消防団員の確保の強化 

・相互応援体制の連携の強化 

 

イ．消防・防災施設と避難所の整備 

・消防施設や装備等の整備充実に努めます。また、防災施設として、

京都府との連携による防災情報システムの活用等により、災害情報

の迅速な把揜に努めます。 

・市内の主要な箇所に、災害用備品等を備蓄しておく倉庫や避難所を

計画的に整備します。 

・地域住民の安全確保のため、市民へ、気象情報、震度情報、地域住

民への避難勧告など、災害に関する重要な情報を「敏速」・「正確」

に伝達する方策を検討します。 

【主な事業等】 

・防災備品備蓄の充実 

・消防団施設の維持管理 

・消防水利の維持管理 

・災害情報の伝達方策の検討 

 

ウ．自主防災組織の充実 

・火災・自然災害等に対する危機管理の意識の高まりから、地域住民

が主体になり地域の防災・減災に対する取り組みが進んでいます。 

・地域に暮らす一人ひとりが互いに力を合わせて助け合い、災害発生

時における初動体制を確立するため、自主防災組織の立上げ、育成

及び活動に対する支援の充実に努めます。 

【主な事業等】 
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・自主防災組織活動支援 

・災害予防・減災意識の啓発の推進 

 

エ．要配慮者対策等の充実 

・災害時に被害を受けやすい状態に置かれている障害者、独居や寝た

きりの高齢者等の要配慮者の台帳整備を進めます。また、災害時の

安否確認やさまざまな機関との連携できる体制整備を進めます。 

【主な事業等】 

・災害時の要配慮者台帳の充実 

・災害時地域支援 

 

 

②防犯・交通安全対策の推進 

◆施策の基本方針 

市民一人ひとりの防犯・交通安全に対する意識の向上を図り、地域ぐる

みで防犯・交通安全に対する取り組みを進め、犯罪の起こりにくい、誮も

が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○防犯に配慮した公共施設等の整備 

・市民が安心して暮らせるまちづくりをめざして、防犯性の高い道路、

公園、駐車場、防犯灯等の整備を進めるほか、木津川市のまちづくり

の進展等に併せ、交番等の適正配置を関係機関に要請します。 

【主な事業等】 

・放置自転車等対策の強化 

・駐輪・駐車場の維持管理 

・防犯灯の設置・維持管理 

 

○防犯意識の向上と自主的な防犯組織の育成 

・市民の防犯意識の向上と各地域における自主的な防犯組織の育成を図

り、市民、行政、警察等が連携し、防犯体制を強化します。 

【主な事業等】 

・自主防犯組織の立ち上げ支援・育成の充実 

 

○消費者保護対策の推進 

・社会環境の多様化や複雑化に伴い、消費生活においてトラブルや犯罪

に巻き込まれることが多くなってきています。このため、正しい消費

知識の普及と情報の提供に努めるとともに、相談活動を充実し、消費

者トラブル等の早期解決に努めます。 

【主な事業等】 

・消費生活センター設置 
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○交通安全対策の推進 

・交通安全対策について、市民、関係機関などが協力し、交通安全教育・

運動を展開していくとともに、道路の危険箇所の改修と交通安全施設

の整備に努めます。 

【主な事業等】 

・道路維持管理 

・橋梁維持管理 

・交通安全対策協議会との連携 

・交通安全施設の整備 

 

 

③快適な暮らしを支える良好な住環境づくり 

◆施策の基本方針 

市民の安全で快適な生活の実現をめざし、良好な住環境の基盤づくりを

進めます。 

計画的な上下水道や市街地等の都市基盤整備を進めるほか、防犯、交通

安全対策を進め、快適な暮らしを支える良好な住環境の実現を図ります。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○住環境の基盤づくり 

ア．上水道の安定供給 

・木津川市水道事業計画及び木津川市水道ビジョンを策定し、老朽化

対応や耐震性向上のための水道関連施設の更新、簡易水道の上水道

への統合を計画的に進めます。 

・旧町域ごとの水道料金について、早期に統一します。 

【主な事業等】 

・木津川市水道事業計画の策定 

・木津川市水道ビジョンの策定 

・宮ノ裏水源系統の新たな水源確保 

 

 

イ．下水道の整備 

・市民の快適な生活環境の確保や公共水域の水質保全を図るため、下

水道認可区域内の汚水・雨水の面整備を計画的に進めるとともに、

管渠や加茂地域の汚水処理施設等の適切な維持管理を図ります。 

また、下水道の未整備地域を対象とした下水道計画を策定し、下水

道の計画的な整備を推進します。 

・下水道料金について、水道料金の統一に併せて、統一します。 

・下水道処理計画区域外の地域においても、合併処理浄化槽の普及や

その適正管理の指導に努め、全市域の水洗化を進めます。 
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【主な事業等】 

・下水道計画の策定 

・下水道面整備の推進 

・下水道施設の維持管理 

・水洗化促進対策の充実 

・合併処理浄化槽設置補助 

 

ウ．良好な都市形成と住環境づくり 

・既成住宅地域において、生活道路や広場等を整備し、ゆとりと潤い

のある良好な居住環境の形成を図ります。 

・近年、無秩序な都市開発は減尐していますが、周辺の自然、田園環

境及び都市環境との調和のとれた土地利用を図り、魅力あるまちの

形成をめざします。このため、都市計画マスタープランを策定し、

計画的な市街地の整備、土地利用の誘導、良好な宅地供給等を図り

ます。 

・身近な街路樹や公園の管理について、アダプト制度やボランティア

活動等による市民と行政の協働による住環境の充実に努めます。 

【主な事業等】 

・開発・建築協議 

・都市計画マスタープランによる計画的な都市づくり 

・アダプト制度などによる公共施設等の管理体制の充実 

 

エ．墓地の整備 

・人口増加に対応するため、適地の検討を行い墓地の整備を進めます。 

【主な事業等】 

・墓地の管理及び新たな墓地整備の検討 
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（２）ともに支えあう地域福祉の充実 

①安心して医療を受けられる体制づくり 

◆施策の基本方針 

市民の誮もが、安心して、いつでも医療が受けられるよう、医療機関を

はじめ関係機関の連携強化を促進し、救急医療体制の充実を図ります。 

また、国民健康保険制度の安定的持続の確保や長寿医療制度について広

域的な連携を進め、安心して医療を受けることのできるまちづくりを進め

ます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○救急医療体制の充実 

・公立山城病院を中心とする地域の医療機関、保健所、福祉施設等との連

携を強化し、夜間や救急医療体制の確立をはじめ、誮もが、いつでも安心

して医療を受けることができる体制の構築に努めます。 

【主な事業等】 

・病院、福祉施設、保健所等による連携強化の検討 

・国保山城病院組合負担金事業 

・乳幼児医療制度の充実 

 

 

②ともに健康でいきいきとしたまちづくり 

◆施策の基本方針 

すべての市民が地域において心豊かで健康、安心して暮らせる地域社会

を実現するため、市民の生涯を通じた健康づくりや介護予防・疾病予防の

ための施策を推進します。 

また、保健センター等の施設を拠点として、保健・福祉のサービスの充

実を図ります。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○健康予防対策の推進 

・生活習慣病の予防や健康相談など、健康予防対策の積極的な推進に努

めます。 

【主な事業等】 

・予防接種事業 

・成人保健事業 

・特定健康診査・特定保健指導の実施 

・健康相談、健康教育の充実 

・健康まつり 

・献血の推進 
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・健康増進計画策定と健康増進事業の充実 

 

○総合的な支援・サービスの拠点配置と充実 

・地域包拢センターや保健センター等の施設を拠点として、地域における

保健・福祉等の総合的な支援・サービス活動の充実を図ります。 

【主な事業等】 

・難病患者等居宅生活支援 

・精神保健事業 

・福祉医療費助成事業 

・重度心身障害老人健康管理事業 

・在宅福祉の支援 

・在宅高齢者等配食サービス 

・保健センター事業 

・国民健康保健事業 

・後期高齢者医療制度（長寿医療制度） 

・介護予防 

・国保事業の広域化の検討 

 

 

③すべての市民がともに暮らす地域福祉の充実 

◆施策の基本方針 

高齢者や障害者などすべての市民が住み慣れた地域で、人としての尊厳

を持ち、ともに暮らすことができる社会の実現に向け、地域福祉の充実を

推進します。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○地域福祉の充実 

・住み慣れた地域社会の中で子供からお年寄りまで、ともに元気で健康

に安心して暮らせるよう、また高齢者や障害者等の多様な福祉ニーズ

に対応するため、市民、社会福祉協議会、ボランティア、ＮＰＯ等と

の連携による地域に根ざした福祉環境の充実を図ります。 

・高齢者の方が住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことが

できるよう、介護予防事業、包拢的支援事業の充実を推進します。 

・生活保護世帯等の生活困窮者に対して、生活の安定、自立を図るため、

助言や支援を進めます。 

・相楽療育教室について、市としての取り組みについて検討を進めます。 

【主な事業等】 

・地域福祉計画の策定 

・民生児童委員活動支援 

・社会福祉協議会との連携・協働 

・災害時の地域支援 

・くらしの資金貸付事業 
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・心配ごと相談事業 

・社会を明るくする運動 

・地域福祉基金事業 

・障害者基本計画・障害福祉計画の策定 

・障害福祉手当支給 

・障害者補装具費支給 

・障害者福祉タクシー利用券交付 

・自立支援法認定調査 

・自立支援法審査会運営 

・障害福祉サービス事業 

・障害者地域生活支援（障害者一時支援、障害者移動支援） 

・特別障害者手当等支給事業 

・相楽療育教室 

・成年後見制度利用支援事業 

・生活保護費支給 

・被保護世帯自立（就労等）支援 

・老人憩の家管理事業 

・老人福祉センター運営 

・福祉電話設置事業 

・ボランティアの育成・支援方策の検討 

 

○福祉関連施設の整備・充実 

・在宅福祉が困難となった高齢者や障害者等やその家族が安心した生活が

送れるよう、介護の必要性に応じた各種施設の整備・充実を図ります。 

・高齢者・障害者の世帯が地域社会の中で自立して安全かつ快適な生活が

営めるよう、緊急通報等設備の設置の支援を進めます。 

・合併による施設の統廃合により生じた公共施設の空きスペースを障害福

祉センター等に活用するなどし、センター機能の整備・充実を図ります。 

【主な事業等】 

・緊急通報装置設置支援 

・（仮称）木津川市障害福祉センターの検討 

 

 

④障害者の自立支援と高齢者の生きがい対策の充実 

◆施策の基本方針 

障害者や高齢者などすべての市民が住み慣れた地域で、人としての尊厳

を持ち、自立し、生きがいを持って暮らせる福祉社会の実現を推進します。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○障害者等の自立体制 

・障害者など社会的に弱者とされる住民が、日常生活を自然に営み、就

業の機会や地域社会へ参加する機会を充実させる等、自立に向けた支

援を行います。 
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・全ての人々が利用しやすい、ユニバーサルデザインの理念を活かした

公共施設整備等を進め、生活環境の向上を図ります。 

【主な事業等】 

・障害者地域生活支援事業 

（手話通訳者設置、手話通訳者・要約筆記者派遣、手話奉仕員

養成、障害者相談支援、地域活動支援センター、障害者日常

生活用具、障害者自動車運転免許取得、障害者自動車改造助

成、障害者訪問入浴など） 

・ゆめこうば支援事業 

・障害者共同作業所入所訓練事業 

・障害者スポーツ大会事業 

・障害者の就業支援対策 

 

 

○高齢者の生きがい対策等の充実 

ア．生きがい対策の充実 

・高齢者の方々が健康で生きがいがもてる高齢期を過ごし、明るく元

気な長寿社会が実現されるよう、文化・スポーツ・レクリエーショ

ン活動、学習活動、老人クラブをはじめ各種の交流活動や社会参加

に向け支援を進めます。 

【主な事業等】 

・敬老会 

・老人ホーム入所措置 

・高齢者地域活性化事業 

・ゲートボール場管理 

・老人クラブ活動助成 

 

イ．高齢者の経験を活かした活動の促進・支援 

・高齢者の豊富な経験と知識・技能等を活かし、生きいきと活動でき

るよう、シルバー人材センターへの支援やＮＰＯ等の活動への支援

を行います。 

【主な事業等】 

・シルバー人材センター事業 

・ＮＰＯ等の活動に対する支援 
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４ 豊かな心を育む教育・文化の創造 

 

 

 

・関西文化学術研究都市のクラスターを中心に人口が急増しており、園児・児童・生

徒数も増加しています。このような状況の下、中長期的な視点に立ち、小・中学校

の適正な配置・規模を検討し、施設整備を進めることが求められています。 

・教育施設環境については、それぞれの旧町において取り組んできたことから、各学

校間で栺差のないよう、公平な教育環境を確保するとともに、木津川市の特長を教

育に活かすことが求められています。 

・市民の豊かな個性を伸ばすための自発的な活動や生涯を通じての学習を支援するた

め、学びや生きがいが実感できる機会と活動の場の提供の充実や余暇時間の増加と

スポーツに対する要求の増大に対応するための生涯スポーツの充実が求められてい

ます。 

 

 

 

・笑顔があふれる子どもたちや地域づくりの主人公である地域住民が世代を越えて多

様な学びやスポーツに参加し、すべての市民が心豊かで、夢があふれるまちづくり

を進めます。 

 

 

 

将来像 基本方針 施策の主要目標 

個性を活かした魅力ある地域
文化の創造

水・緑・歴史が薫る
文化創造都市

誰もが安心して暮らせる福祉
都市の創造

豊かな心を育む教育・文化の
創造

地域力を活かした産業・事業
の創造

まちづくりへの参画と協働の
創造

環境を守り、自然と調和した
都市の創造

連携を強め地域を支えるネット
ワークの創造

一人ひとりの子どもの可能性を伸ばす教育の充実と
地域連携

生涯にわたる学習機会の充実

安心して子どもを生み育てられる環境づくり

 

 課   題 

施策の体系 

 展   望 
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（１）子どもを安心して産み健やかに育てられる環境づくり 

①安心して、楽しみながら子育てができる支援の充実 

◆施策の基本方針 

核家族化の進行や共働き世帯の増加など、子どもと子育てを行っている

家庭を取り巻くさまざまな環境に柔軟に対応できる環境を整え、安心して

妊娠・出産ができ、すべての子どもが尊重され、健やかに成長できる環境

の充実を推進します。 

子どもの健やかな成長を社会全体で支援していくため、子育て経験者、

高齢者、ＮＰＯなど、子育てを地域住民が温かく見守りながら支援できる

体制づくりや、親がゆとりをもち、子育ての丌安から解消され、楽しみな

がら子育てができる環境づくりを推進します。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○母子保健・福祉の充実 

・母子保健に関する健診や相談活動等の充実により、親の出産・育児に

関する丌安の解消を図るなど、安心して出産・子育てができるよう取

り組みを進めます。 

・母子家庭の生活を支援し、自立を促進します。 

【主な事業等】 

・妊婦健康診査 

・丌妊治療助成 

・母親教室 

・乳幼児健診、乳幼児発達相談 

・母子保健事業 

・母子保健計画の策定 

・母子福祉推進 

・児童扶養手当支給 

・職業技能訓練給付 

 

○次世代育成支援事業の推進 

・子どもが健やかに育ち、安心して子どもを生み育てることができる環

境を築くため、子育て期の保護者を中心とした子育てサークル活動の

支援体制を充実するとともに、子育てサークルのネットワークの確立

とそれを推進するコーディネーターの育成を図ります。 

・子育て期の保護者の悩み等の保護者の心のケアの充実に努めます。 

・ボランティア・ＮＰＯと協働した子育て支援など、地域住民が子育て

を支える体制支援の充実に努めます。 

 施策の展開 
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・保育ニーズの増大に対応するため、保育士や教員の有資栺者を対象と

した保育ママ登録制度について、検討します。 

【主な事業等】 

・地域子育て支援拠点事業 

・子育てサークル活動支援の充実 

・チャイルドシート購入費補助 

・児童手当支給 

・保育ママ制度の検討 

 

○児童クラブ等の充実 

・児童クラブ等について、子どもを取り巻く状況や各地域の実情を考慮

し、充実を図ります。 

【主な事業等】 

・放誯後児童健全育成事業 

・児童館事業 

 

 

②保育サービスの充実 

◆施策の基本方針 

子どもの幸福を基本に、子育て家庭の多様な要望等を踏まえ、利用しや

すく充実した保育サービスの提供を進めます。 

また、保育需要の変化等に対応した保育園運営のあり方や安心して家庭

で子どもを育てることができる保育支援体制の検討を進め、保育環境の充

実を図ります。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○保育サービスの充実 

・保育ニーズの多様化に対応して、乳児保育、一時保育、延長保育、障害

児保育等の多様で良質な保育サービスの充実を図ります。 

 

○保育需要に対応した保育園運営と施設管理 

・多様化する保育ニーズや関西文化学術研究都市地域における対象園児

の急増等の保育を取り巻く環境変化に対応するため、公立保育園の民

営化や民間保育園との役割分担等の検討を含め、保育環境の充実を図

ります。 

・保育園施設について、適正な維持管理や計画的な充実・老朽化対策等

を行い、安全な保育環境の確保を進めます。 

【主な事業等】 

・保育園運営事業 

・地域交流活性化支援 
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③児童虐待の防止 

◆施策の基本方針 

子どもに対する虐待を防止し、すべての子どもが心身ともに健やかに生

まれ育ち、持てる力を最大限に発揮できるよう、関係機関と連携して支援

体制の強化を図ります。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○児童虐待の防止 

・子どもの虐待を未然に防止するのための相談や早期に発見するための

体制を充実するとともに、児童虐待を防止するため、地域の見守り体

制や関係機関との連携体制を強化します。 

【主な事業等】 

・要保護児童対策地域協議会の運営 

・家庭児童相談室の充実 
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（２）一人ひとりの子どもの可能性を伸ばす教育の充実と地域連携 

①子どもの教育環境の充実 

◆施策の基本方針 

子どもが健やかに育つ環境づくりをめざし、児童・生徒数の推移に応じ

た教育施設等の整備・充実を図るほか、校舎等の老朽や教育内容の多様化

に対応するため、計画的な施設整備を推進します。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○教育施設の整備 

・地域の児童・生徒数の推移・動向や財政への影響を見据えた小・中学

校の適正配置と規模の検討に基づき、新設・再編等を進めるとともに、

計画的な耐震性の強化など、既存施設の改築・改修を進めます。 

・校内ＬＡＮ整備をはじめ、学校施設の整備水準の栺差を順次解消し、

全ての児童・生徒が同じ教育環境の下で、教育が受けられるよう施設

改善に努めるとともに、多様化する教育内容に対応可能な施設を整備

します。 

・泉川中学校の給食の検討や、児童・生徒数増加への対応など、学校給

食のあり方の検討を進め、安全で衛生的・効率的な給食センター機能

の強化を進めます。 

・公立幼稚園の通園区域の拡大に伴う送迎バスの取り扱いなど公立幼稚

園の施設管理、運営を進めます。 

【主な事業等】 

・小学校、中学校の適正配置、再編の検討 

・新設中学校建設 

・新設小学校建設 

・小学校、中学校の耐震補強 

・学校給食センターの改修・整備 

・LAN 整備など教育設備充実の検討 

 

 

②子どもの可能性を伸ばす教育の推進 

◆施策の基本方針 

関西文化学術研究都市における最先端科学や木津川、山々の緑といった

自然環境等の木津川市の特色ある地域資源を活かした教育内容の充実を図

るとともに、一人ひとりが個性を活かしながら社会の変化や国際化に主体

的に対応できる人材育成につながる学校教育の充実を図ります。 
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◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○学校教育の充実 

・次代を担う子どもたちが心豊かにたくましく生きる力を身につけられ

るよう、自ら学び自ら考えることができる「確かな学力」、他人を思

いやり素直に感動することができる「豊かな人間性」、たくましく生

きるための「健康と体力」など、教育の充実を推進します。 

・幼児・児童・生徒の教育に地域の特色を活かすとともに、高度情報化、

国際化等の時代の変化に対応できる人材の育成をめざします 

・地域の食材を活用した学校給食等を通して、食育を推進します。 

・いじめや丌登校等の教育問題に適切かつ総合的に対応するため、指導

や相談体制の充実を図ります。 

【主な事業等】 

・カウンセリングルーム 

・心の教育相談員 

・語学指導助手 

・育英資金交付事業 

 

○地域の特徴を活かした教育内容の充実 

ア．社会教育の充実 

・豊かな歴史的文化的遺産や自然環境を教育に活かすため、歴史・地

理・産業に関する社会科副読本を活用し、郷土教育を充実します。 

・地域の郷土史家や京都府立山城郷土資料館等の協力を得て、フィー

ルド型の郷土教育の実施に努めます。 

【主な事業等】 

・郷土教育にかかる社会科副読本作成の検討 

 

イ．科学好き・ものづくり好きの子どもの育成 

・関西文化学術研究都市の研究施設や大学等の協力を得て、科学やも

のづくりに対する興味が広がるユニークな体験学習や研究者等の出

前授業、教員への研修等を支援します。 

【主な事業等】 

・京の子ども夢・未来体験学習活動推進事業 

・宇宙尐年団運営事業 

 

ウ．自然環境教育の充実 

・地域における環境ＮＰＯ等の協力を得て、良好な自然環境を活用し

たフィールド型の環境教育の実施に努めます。 

【主な事業等】 

・こどもエコクラブ活動の支援 
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③学校・家庭・地域の連携による健やかな子どもの成長の推進 

◆施策の基本方針 

子どもが、地域に親しみと愛着を持ち、豊かな人間性や社会性を育み、

創造力と自主性を持ったたくましい人間として成長するため、地域社会が

一体となった体制づくりを進めます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○子どもの健全育成に向けた地域・学校での取り組みの充実 

・家庭・学校・地域における青尐年の健全育成のための情報交換・連携

を活発にし、地域ぐるみで子どもたちの健全育成にかかわる地域社会

づくりを推進します。 

・国際交流や地域交流等の多様な活動の機会と場を提供し、青尐年活動

の活性化と社会参加を促進します。 

・地域に根ざした学校経営を進めるため、学校評議員制度等を活用し、

地域の協力を得ながら、子どもたちの健やかな成長を育みます。 

【主な事業等】 

・放誯後子どもプラン 

・子供会活動支援 

・青尐年健全育成 

・成人式 

 

○子どもの安心・安全を確保するための防犯体制の強化 

・子どもに対する防犯意識を高め、自治会やＰＴＡ、ボランティア等が

連携し、地域における防犯体制の整備を促進します。 

・児童の通学時の安心・安全を確保するため、ＰＴＡやボランティア等

の協力を得て、通学路等における防犯活動の強化を図ります。 

【主な事業等】 

・地域における防犯体制の支援・充実 

・スクールセーフティボランティア活動の推進 
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（３）生涯にわたる学習機会の充実 

①生涯学習の推進と環境づくり 

◆施策の基本方針 

豊かで活力ある地域社会を築き、心の豊かさや生きがいのある人生を送

るためには、市民一人ひとりが自主的、自発的に学習することができる環

境を整備することが必要です。このため、学習ニーズに応じた多様な学習

の機会や情報の提供、施設の充実を図るとともに、関連施設と連携しつつ、

それぞれの施設を有効に活用しながら学習環境の充実に努めます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○生涯学習の施設環境の整備・充実 

・市民の生涯学習に対するニーズの多様化・高度化に対応して、公民館

を中心とする生涯学習施設間の相互連携を強め、利用者にとって便利

で水準の高いサービスの提供に努めます。 

・学習メニューの充実を図るとともに、地域の実情を踏まえて、公民館

や図書館等の生涯学習施設の運営や管理体制のあり方を検討します。 

・公民館施設等の公民館活動の場の老朽化等の現状を考慮し、交流会館

や文化センター等に公民館的機能を持たせるなど、生涯学習の活動の

場の確保を検討します。 

【主な事業等】 

・公民館事業 

・高齢者教育事業 

・女性教育事業 

・文化教室事業 

 

○市民との連携による生涯学習の推進 

・市民の知識や技術を活用したコミュニティスクール事業や啓発事業等

の展開を検討します。 

・市民が自主的・主体的に多彩な活動を展開できるよう、機会と活動の

場の充実を支援し、市民に親しまれる多彩な文化芸術の創造と振興を

支援します。 

【主な事業等】 

・文化財保護の啓発 

・音楽フェスタ 

 

②生涯スポーツの充実 

◆施策の基本方針 

余暇時間の増大や健康への関心が高まる中、スポーツは、ストレス解消
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や健康づくり、体力づくりにとどまらず、地域コミュニティづくりにも重

要な役割を果たしています。このため、子どもから高齢者まであらゆる人

が人生の各段階において、スポーツに親しみ、生涯にわたって健康でいき

いきと暮らせるよう、スポーツの振興と環境整備を進めます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○スポーツ活動の促進 

・スポーツ団体や指導者の育成に努めるとともに、生活に身近な場所で

手軽にスポーツに親しむことができるニュースポーツ等の普及・充実

を図り、スポーツを通じて地域の一体感の醸成や市民の健康と体力の

向上を促進します。 

・各スポーツ施設の適正な維持管理に努め、誮もが身近でスポーツに親

しめる環境の提供に努めます。 

【主な事業等】 

・生涯スポーツの振興 

・体育協会活動との協働・支援 

 

○レクリエーション活動の促進 

・地域内の交流活動促進の一環として、市民によるレクリエーション活

動を支援します。 

【主な事業等】 

・レクリエーション活動支援の検討 
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５ 連携を強め地域を支えるネットワークの創造 

 

 

 

 

・木津地域、加茂地域、山城地域の連携を強め、一体性のあるまちづくりを進めるた

め、道路、交通、文化のネットワーク整備が必要です。 

・無秩序な開発を抑制し、自然・田園環境と都市環境のバランスがとれた土地利用を

図ることが必要です。 

・中心都市拠点、都市拠点を核としたコンパクトで持続可能なまちづくりが必要です。 

・関西文化学術研究都市木津北地区及び木津東地区については、独立行政法人都市再

生機構による開発が中止されたことから、その土地利用のあり方について、関係機

関や利害関係者と協議を進め、具体的な対応を定めることが必要です。 

 

 

 

・それぞれの地域の個性を活かし、ゆとりある快適で住みやすい魅力的なまちづくり

をめざします。 

 

 

 

将来像 基本方針 施策の主要目標 

道路交通ネットワークの整備・充実

水・緑・歴史のネットワークの形成

計画的な土地利用と快適な都市環境の形成

個性を活かした魅力ある地域
文化の創造

水・緑・歴史が薫る
文化創造都市

誰もが安心して暮らせる福祉
都市の創造

豊かな心を育む教育・文化の
創造

地域力を活かした産業・事業
の創造

まちづくりへの参画と協働の
創造

環境を守り、自然と調和した
都市の創造

連携を強め地域を支えるネット
ワークの創造

 

 課   題 

施策の体系 

 展   望 
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（１）道路交通ネットワークの整備・充実 

①地域を結ぶ道路ネットワークの整備 

◆施策の基本方針 

周辺地域との連携・交流を促進し、活力に満ちた地域づくりを進めるた

め、広域的な交通を分担する主要幹線道路の整備や地域間交通、市域内交

通の円滑化を図るための主要道路の整備を進めます。また、市民に身近な

生活道路について、交通の利便性や安全性を確保するため、道路環境の改

善を図ります。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○広域道路網の整備 

・木津川市の一体性を確立するため、国道 24 号、１６３号の渋滞の解

消や歩道空間の改善について、関係機関に積極的に働きかけ、早期実

現をめざします。 

・関西文化学術研究都市木津中央地区の開発に併せ、都市計画道路東中

央線（木津川架橋部分含む）及び天神山線の早期完成をめざし、国・

京都府・木津川市がさらに連携・協力し、整備を促進します。 

・主要地方道、一般府道等の広域幹線道路について、関係機関と協議し、

計画的な改良・整備を促進します。 

【主な事業等】 

・木津川右岸開発整備促進協議会 

・木津川架橋部分含む都市計画道路東中央線及び都市計画道路天

神山線（（仮称）国道 163 号東バイパス）の整備促進 

・国道 24 号の拡幅整備促進 

 

○地域間循環道路の整備 

・広域幹線道路の整備とともに、木津地域、加茂地域及び山城地域の地

域間を循環する道路網の整備を図ります。 

・本庁舎の前面道路となる市道３３５号木津山田川線について、市民が

快適で安全に市役所を来訪できるよう、早期完成をめざします。 

・赤田川樋門付近の府道天理加茂木津線の改良について、河川改修を伴

うことから、国・京都府とも連携・調整を図り、実現化をめざします。 

【主な事業等】 

・奈良阪川上線整備事業 

・市道 335 号木津山田川線道路改良事業 

・下梅谷観音寺線整備事業の検討 

・府道天理加茂木津線の改良整備促進 

 施策の展開 
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○地域内生活道路網の整備 

・木津地域、加茂地域及び山城地域の各地域内において、生活道路の整

備・充実を計画的に進めます。 

【主な事業等】 

・市道３３５号木津山田川線道路改良事業 

・綾杉北河原線道路整備事業 

・道路新設改良事業（市道八ヶ坪 3 号） 

・小寺五丁目線道路改良事業 

・木津駅東・西駅前広場アクセス道路事業 

・木津東西線道路改良事業 

・市道２－１５号道路改良事業 

・新庁舎周辺街路拡幅整備事業 

・近鉄木津川台駅アプローチ道路の検討 

・道路維持管理事業（道路台帳作成） 

 

 

②地域公共交通ネットワークの充実 

◆施策の基本方針 

木津川市の地域特性に応じて地域公共交通ネットワークを最適なものに

改善し、より魅力的で利便性の高いまちづくりを進めるため、鉄道・路線

バス・タクシーと連携し、旧町から引き継いだコミュニティバス・福祉バ

スの再編を進めます。 

また、鉄道について、利用者の視点に立った駅施設の利便性・安全性の

向上や関西文化学術研究都市の発展促進のため、鉄道網の充実を関係機関

に積極的に働きかけます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○鉄道網の充実 

ア．駅のターミナル機能の強化 

・木津川市の重要な交通結節点となるＪＲ木津駅西口駅前広場及び周

辺道路の早期完成を推進します。 

・地域内の老朽駅舎の改築、鉄道施設のバリアフリー化及び鉄道利用

者の駅施設の利便性の向上等を関係機関に積極的に働きかけます。 

・近鉄木津川台駅へのアクセス改善等について検討し、利便性の向上

に努めます。 

・木津川市が管理運営している駐輪・駐車場について、管理方法及び

使用料等に違いがあることから、木津駅東駐輪・駐車場整備に併せ、

統一できるよう、検討を進めます。 

【主な事業等】 

・JR 駅舎再生業務委託事業 
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・駐輪・駐車場 

・木津駅東駐輪・駐車場整備事業 

 

イ．輸送力等の向上 

・ＪＲ奈良線・片町線・関西本線の安全対策の強化、高速化・複線化

による輸送力・輸送スピードの向上を関係機関に積極的に働きかけ

ます。 

・近鉄京阪奈新線の市域内への延伸を関係機関に積極的に働きかける

などし、促進します。 

【主な事業等】 

・JR 複線化、輸送力向上等の促進要望 

・近鉄京阪奈新線の延伸の実現化要望 

 

○コミュニティバス・福祉バスの再編・充実 

・旧町から引き継いだコミュニティバス・福祉バスについて、サービス水準

や運行形態に差異があることから、木津川市の地域特性に応じた市民の移

動手段を確保するため、関係機関や市民により構成された協議会を設置し、

地域公共交通による環境負荷の軽減や観光資源の活用等にも留意し、鉄

道・路線バス・タクシーとの連携による再編計画を策定し、早期の再編、

実証運行を行い、本栺運行をめざします。 

【主な事業等】 

・地域公共交通総合連携計画の策定 

・コミュニティバス・福祉バスの再編 

・コミュニティバスの運行管理 
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（２）水・緑・歴史のネットワークの形成 

①木津川や旧奈良街道等の保全と活用 

◆施策の基本方針 

古来より水運としての役割を果たしてきた木津川や奈良と京都を結ぶ旧

奈良街道を歴史文化軸として捉え、木津川市の歴史的文化的遺産の保全と

観光資源としての活用を図ります。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○木津川の水辺環境の整備 

・木津川の水運を利用してきた歴史を再認識し、川を活かした水辺利用

と各地に残る歴史的な街並みや常夜灯等をはじめとする地域観光資源

との連携を考慮し、木津港、木津川潜没橋（泉橋）及び加茂港につい

て、親水公園としての再整備を関係機関と協議しながら検討を進めま

す。 

【主な事業等】 

・木津川を活かした親水公園整備の検討 

 

○旧奈良街道の保全と環境整備 

・木津地域から山城地域を経て北上する旧奈良街道を地域における主要

な歴史文化軸として位置づけ、その保全を図るとともに道路環境の整

備等を進めます。 

【主な事業等】 

・旧奈良街道の街並み保全の検討 

・山背古道推進事業 

 

 

②水・緑・歴史のネットワークの形成 

◆施策の基本方針 

木津川市には木津川や、緑豊かな森林、里山等の中にこれらと調和した

歴史的文化的遺産が数多くあります。これらを市民共有の財産として一体

的に活かすため、地域資源のネットワーク化を進めます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○緑と歴史の基幹的な環状軸の形成 

・緑や歴史的文化的遺産等の地域資源を市民共有の財産として活かすた

め、木津・加茂・山城地域を結ぶ緑と歴史の探訪ルートの検討や、自

然環境を活かした散策路の整備を計画的に進めます。 

【主な事業等】 
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・自然環境を活かした散策路整備の検討 

 

○関連ネットワークの形成 

・基幹的な環状軸から歴史的文化的遺産の拠点、主要施設、緑の拠点等

に向けて分岐するルートを関連ネットワークとして活用します。 

・地域内に残存する旧大仏線ルートについては、橋梁跡・軌道敷等の遺

跡の保全を図り、観光資源としても活用するよう努めます。 

【主な事業等】 

・歴史文化拠点等を結ぶ散策路等の整備の検討 
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（３）計画的な土地利用と快適な都市環境の形成 

①計画的な土地利用による豊かな都市形成 

◆施策の基本方針 

それぞれの地域の個性を活かし、自然・田園環境と都市環境が調和した

計画的な土地利用を進め、自然・田園環境の保全と快適な生活環境と美し

く風栺のある美しい景観を持ったまちの実現をめざします。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

   ・市役所周辺は中心市街地として、支所周辺の市街地については地域コミュニ

ティの顔・核として、都市機能の向上を図り、活力ある持続可能なまちづく

りを進めます。 

・関西文化学術研究都市の各クラスターにおいて、住環境や産・学の環境整備

を促進し、郊外の農業や自然資源の魅力や特性を活かした土地利用を進めま

す。 

・中心市街地や関西文化学術研究都市の各クラスターなどにおいて、公共空間

と一体的な美しさを持った都市景観の形成に努めます。 

【主な事業等】 

・都市計画基礎調査 

・都市計画マスタープラン 

・地区計画の推進 

・都市景観形成の充実 

 

 

②中心都市拠点と都市拠点の整備促進 

◆施策の基本方針 

長い歴史の中で、商業、業務、居住等の都市機能が集積し、文化、伝統

を育み、賑わいを形成してきた市の顔とも言える都市拠点の整備を推進し

ます。 

道路等の都市基盤整備を推進し、商業業務等の集積・充実による活性化

に取り組みます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○中心都市拠点の整備促進 

ア．市役所周辺整備の推進 

    ・木津川市の行政機能の中核となる市役所の周辺整備について、市道

335 号木津山田川線をはじめとする市道等の都市基盤整備を推進し、

機能強化を図ります。 
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【主な事業等】 

・市道３３５号木津山田川線道路改良事業 

・市役所周辺街路拡幅整備 

 

イ．ＪＲ木津駅周辺整備の推進 

・木津駅前土地区画整理事業を推進し早期の事業完了をめざします。 

また、市役所周辺整備と併せ、JR 木津駅周辺における駐輪・駐車

場の整備や商業の活性化を進め、行政・業務機能の集約を促進し、

中心都市拠点としての都市機能の強化を図ります。 

・関西文化学術研究都市木津中央地区の整備効果と中心都市拠点機能

をより強化し、活力あるまちとなるよう、ＪＲ木津駅東周辺におけ

る市街地整備を検討します。 

【主な事業等】 

・木津駅前土地区画整理事業の早期完成 

・木津川市中心市街地活性化基本計画策定の検討 

・木津駅東周辺地区整備事業の検討 

 

 

○都市拠点の整備促進 

・加茂地域と山城地域の都市拠点を、中心都市拠点を補完する拠点と

して位置づけ、各地域における日常生活の拠点として商業・業務機

能等の充実を促進します。 

【主な事業等】 

・加茂支所及び山城支所周辺の商業・業務機能の充実の検討 

 

 

③関西文化学術研究都市の整備促進 

◆施策の基本方針 

関西文化学術研究都市について、計画的な整備開発により、２１世紀の

新都市にふさわしい優れた環境をもつ都市の形成を促進します。国や京都

府、都市機構など関係機関と連携しつつ、本都市の成熟化に対応した適切

なゾーニングや機能配置等を行いながら、計画的な整備を進めます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○関西文化学術研究都市の個性ある景観形成の促進と機能充実 

・関西文化学術研究都市において、道路等の公共空間と民有空間の双方が

協力し、統一感のある質の高い空間づくりを進め、豊かで潤いのある魅

力的な都市景観の形成に努めます。 

・木津南地区及び木津中央地区において、研究開発、先端産業の拠点の

形成を図るための文化学術研究ゾーンを配置し、大学等の文化学術研
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究施設や研究開発型産業施設の立地を推進するなど、関西文化学術研

究都市の中核を担う自治体として、その都市形成の促進を一層、図り

ます。 

・平城・相楽地区、木津南地区及び木津中央地区における、木津川市に住

み・働く人々の生活や業務等の利便性を向上するためのセンターゾーン

について、商業・業務施設等の都市的サービス施設の立地・充実を推進

します。 

・関西文化学術研究都市の魅力を高めるため、構成市町や関係機関との連

携により、情報発信を図ります。 

 

○木津北地区及び木津東地区の土地利用方策の検討 

・木津北地区及び木津東地区については、関係機関と連携を図り、今後

の関西文化学術研究都市としてふさわしい土地利用のあり方やそれを

具体化するための方策の検討を進めます。 

【主な事業等】 

・関西文化学術研究都市の情報発信 

・木津中央地区への教育・研究施設誘致の検討 

・関西文化学術研究都市の公共施設の移管と維持管理体制の確立 

 

○周辺地域における市街地整備の推進 

・関西文化学術研究都市の整備に関連し必要な公共施設整備や土地利用

計画等の変更を適切に行い、周辺地域の整備の促進を図ります。 

・特に、木津中央地区と中心都市拠点の相互の都市機能やコミュニティ

の連携を図り、一体的なまちづくりを推進するため、ＪＲ木津駅東側

周辺の市街地整備を検討します。 
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６ 環境を守り、自然と調和した都市の創造 
 

 

 

・木津川の流れや木津川市をやさしく取り囲む緑豊かな山々等の自然環境は、市民生

活にうるおいとやすらぎを不えてくれています。次世代にわたって、木津川市の豊

かな自然環境の恵みが継承されるよう、社会経済活動による地球環境・身近な自然

環境への負荷の軽減や自然環境を保全、育成する取り組みが必要です。 

 

 

 

・市民一人ひとりが環境保全を意識し、住民、事業者、行政などがそれぞれの立場で

自主的に環境保全活動を展開するまちづくりを推進します。 

 

 

 

将来像 基本方針 施策の主要目標 

個性を活かした魅力ある地域
文化の創造

水・緑・歴史が薫る
文化創造都市

誰もが安心して暮らせる福祉
都市の創造

豊かな心を育む教育・文化の
創造

地域力を活かした産業・事業
の創造

まちづくりへの参画と協働の
創造

環境を守り、自然と調和した
都市の創造

連携を強め地域を支えるネット
ワークの創造

地球環境と身近な自然環境の保全と継承

環境負荷を低減する生活環境づくり

 

 

 課   題 

施策の体系 

 展   望 
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（１）地球環境と身近な自然の保全と継承 

①地球環境の保全と継承 

◆施策の基本方針 

人間とその社会は地球生態系の一部であるとの認識の下、生活・社会活

動の中で排出される温室効果ガスの地球規模への負荷軽減や二酸化炭素吸

収等の温暖化対策に丌可欠な森林等の自然環境の維持・再生や地域の特性

を踏まえた低炭素社会づくりに向けた取り組みを進め、将来の世代が豊か

な地球環境を享受できるまちをめざします。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

・庁舎内の省エネルギーに関する取り組みを進めるとともに、各種の施策が環

境保全につながっていることを市民に説明し、環境に対する意識向上を図り

ます。 

・市民へ日本の伝統でもある“もったいない”精神を深化させたエコライフス

タイルの実践など地球温暖化防止に向けた啓発活動や太陽光発電等の新エ

ネルギーを普及・活用するため、国庫補助制度等の情報提供を進めます。 

 

②身近な自然の保全と活用 

◆施策の基本方針 

木津川や周囲の里山等の身近にある豊かな自然環境を次世代に引き継い

でいくため、自然環境の保全に向けて市民と行政との協働による様々な取

り組みを進めます。 

周囲の環境との調和に配慮した公園・緑地の整備や宅地内緑化、農地の

保全など市民のニーズに対応した緑化施策を推進していきます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○木津川や山々の緑の保全と育成 

・木津川をはじめとする水辺環境や里山の整備・保全・活用など、自然

を守り、育成していく活動を通じて、自然環境に優しい土地利用の意

識を高め、自然環境を市民共有の財産として次世代への継承を図りま

す。 

【主な事業等】 

・放置竹林拡大防止対策 

・里山保全策の検討 

 

 施策の展開 
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○宅地内緑化の推進 

・新市街地や緑化向上が望まれる住宅地において、生け垣等の緑化を促

進するため、地区ごとに緑化協定や建築協定等の制度の導入を推進し

ます。 

【主な事業等】 

・緑化協定の順守指導や新たな地区での導入検討 

・地区計画 

 

○公園、緑地等の整備 

・「緑の基本計画」について全市域を対象に見直しを行うなどし、計画

的な公園緑地、街路樹等の維持管理を進めます。 

【主な事業等】 

・公園維持管理 

・街路樹等管理 

・緑の基本計画策定の検討 

 

○農地の保全と活用 

・市街地周辺の農地について、農産物生産の場及び都市におけるオープ

ンスペースとして保全を図ります。 

・休耕地等を活用し、サラリーマン家庭や高齢者の生きがいづくり、児

童・生徒の体験学習等の多様な目的で野菜や花を育てるためのクライ

ンガルテン・市民農園として活用を図ります。 

【主な事業等】 

・クラインガルテン、市民農園の検討 

・生産緑地制度 
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（２）環境負荷を低減する生活環境づくり 

①環境教育の推進 

◆施策の基本方針 

     住民、団体、事業者、学校、行政などがそれぞれの立場で、環境保全に対

する認識が深まるよう、環境に関する情報提供の充実を図り、日常生活や事

業・学校活動の中で環境啓発活動を推進します。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○環境教育の推進 

・リサイクル研修ステーションの機能充実を図り、これを拠点として、

ごみの減量化、分別、リサイクルに関する情報発信と啓発活動を積極

的に推進します。 

・こどもエコクラブ活動や環境美化活動など、地域、学校、事業所等が

それぞれの立場で環境活動に取り組み、すべての市民が環境保全に関

する意識が向上するための事業を支援します。 

・冷暖房温度の目標設定やクールビズ・ウオームビズ等の身近な取り組

みの実践を推進します。 

【主な事業等】 

・資源ごみ・リサイクル・減量化 

・リサイクル研修ステーション運営 

・各種リサイクルイベント 

 

 

②環境にやさしい循環型社会の構築 

◆施策の基本方針 

市民、行政のそれぞれが省資源や省エネルギーに対する意識を持ち、生

産、消費、再生、廃棄等を通じて、環境負荷を低減する生活環境づくりを

進め、持続可能な循環型社会の構築を進めます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○ごみ処理の検討 

・廃棄物の適切な収集・処理と高度な公害防止策や環境にやさしい循環

型社会を実現するため、広域的な視点からごみ処理のあり方を検討し

ます。 

【主な事業等】 

・環境美化事業 

・ごみ処理 

・し尿処理 
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・合併浄化槽設置助成 

・丌燃物管理地管理 

・公害健康保障業務 

 

○環境に配慮した交通施策や公共施設の整備 

・大気汚染の原因とされる自動車排気ガスの発生抑制による環境負荷を

軽減するため、公共交通機関との連携によるコミュニティバスの利用

促進やノーマイカーデー運動・アイドリングストップ等の啓発を推進

します。 

・環境にやさしいまちづくりの実践として、省エネルギー化等による環

境保全対策を検討します。 

【主な事業等】 

・環境保全 

・地球温暖化防止対策 
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７ まちづくりへの参画と協働の創造 
 

 

 

・合併により新たに誕生した木津川市が飛躍するためには、一人ひとりの人権が尊重

され、市民と行政がともに汗を流し、政策の実現をともにめざすことが必要です。

また、地方分権の進展や社会経済情勢の変化や、多様化・高度化する市民要望を的

確に把揜し、迅速できめの細やかな市政が求められています。 

・合併によるスケールメリットや地域特性を活かし効率化・効果的な行財政経営を進

め、健全な財政基盤の確立と時代の変化に即応できる行財政システムづくりが求め

られています。 

 

 

 

・地域誯題を市民と行政がともに力を合わせて解決するために、すべての人が尊重さ

れ、情報提供や意見反映の機会が確保されたまちづくりをめざします。 

・地域特性を大切にしながら、各地域が互いにつながり一体性のあるまちづくりの早

期確立をめざします。 

・市民、行政など多様な担い手がそれぞれの役割分担に応じて、ともに協働すること

で活力のある自律した地域社会の形成をめざします。 

 

 

 

将来像 基本方針 施策の主要目標 

個性を活かした魅力ある地域
文化の創造

水・緑・歴史が薫る
文化創造都市

誰もが安心して暮らせる福祉
都市の創造

豊かな心を育む教育・文化の
創造

地域力を活かした産業・事業
の創造

まちづくりへの参画と協働の
創造

環境を守り、自然と調和した
都市の創造

連携を強め地域を支えるネット
ワークの創造

全ての市民が等しく社会参加できるまちづくりの推進

市民と行政の協働の推進

新たな行政経営の展開と財政基盤の強化

広域的な協力体制の推進

 

 課   題 

施策の体系 

 展   望 
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（１）全ての市民が等しく社会参加できるまちづくりの推進 

①一人ひとりを尊重するまちづくり 

◆施策の基本方針 

差別と偏見のない個人の尊厳と人権が尊重される明るい社会を築いてい

くためには、市民一人ひとりが人権について正しく理解し、人権の尊重を

日常生活の習慣として身につけ実践していくことが大切です。そのために

は、家庭や学校、地域や職場など、あらゆる場を通じて人権教育・啓発の

推進に取り組むなど、その実現に向けた取り組みを推進します。 

また、女性の自立支援や社会参加の促進、働く女性の福祉の増進を図る

とともに、あらゆる場において男女が対等な立場で参画できる男女共同参

画社会の実現をめざした取り組みや、全ての住民が安心・安全に暮らせる

ようユニバーサルデザインを取り入れたまちづくりを進めます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○一人ひとりを尊重するまちづくり 

・人権尊重の理念の定着と人権感覚の豊かな社会を実現するため、人権教

育・啓発推進計画に基づき、あらゆる場、機会を通して人権意識の高揚

を図るとともに、同和問題、配偶者等からの暴力（ドメステックバイオ

レンス）などによる人権侵害、女性・子ども・高齢者・障害者・外国人

などに関するさまざまな人権問題に配慮した施策を推進します。 

・人権に関するさまざまな相談や情報発信の拠点として、人権センター機

能の充実を図ります。 

・男女共同参画計画（キラリさわやかプラン）に基づき、男女共同参画社

会の実現に向けた取り組みを推進します。 

・女性に関するさまざまな相談、就業支援、働く女性の福祉の増進や男

女共同参画に関する情報発信の拠点として、女性センター機能の充実

を図ります。 

【主な事業等】 

・人権センター事業 

・共同浴場 

・人権教育・啓発推進事業 

・女性センター事業 

・男女共同参画推進事業 

・ユニバーサルデザインの推進 

 

 

 施策の展開 
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②多様・多彩な人と人のつながりのあるまちづくりの実現 

◆施策の基本方針 

多様・多彩な市民の豊かな経験や、英知をまちづくりに活かすための仕

組みづくりや人材育成を図ります。 

市民がさまざまな国・まちの人と交流し、広い視野や国際感覚を養い、

互いの歴史・文化・価値観を尊重し、豊かな感性があふれるまちづくりを

めざします。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○多様・多彩な人々の英知を結集するまちづくりの実現 

・木津川市をより魅力的なまちにしていくため、多様・多彩な市民が交

流できるよう情報提供や交流の場づくりを進めます。 

・友好都市をはじめ、さまざまなまちと市民レベルでの交流を図り、地

域の活性化や独自性・個性の確立に努めます。 

・広い視野を持った国際性豊かな人材の育成や、市内に暮らす外国人と

も同じ市民として、互いの価値観を尊重し合い文化交流や国際理解の

推進を図ります。 

【主な事業等】 

・市民がまちづくりに参加するための仕組みづくりの検討 

・姉妹都市、友好都市 

・海外交流研修 
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（２）市民と行政のパートナーシップの推進 

①行政情報提供の充実と市民の声を市政に活かす仕組みづくり 

◆施策の基本方針 

   広報紙やインターネットなど多様な情報発信手段を有効に用いて、行政情

報の的確な発信を進めます。また、行政情報の公開や市民の多様な声を聞き、

行政の説明責任と透明性の向上を果たすとともに市民と行政の信頼の構築

に努めます。 

 また、情報セキュリティ対策を進め、個人情報保護と行政情報システムの

信頼性の確保に努めます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○広報・ホームページ等による情報発信 

・広報紙・ホームページ等の媒体や市役所・支所における情報コーナー

の充実により、行政情報を積極的に市民に提供します。 

・ホームページについては、外国語版の作成のほか、見やすい・使いや

すいものとなるようデザイン等の工夫に努めます。また、行政情報を

迅速に掲載できるシステムの構築を図ります。 

【主な事業等】 

・広報きづがわ、ホームページの充実 

 

○情報公開の充実 

・開かれた市政を推進するため、市民の知る権利の保障に向けて、個人

情報の保護を徹底するとともに、情報公開制度を充実します。 

【主な事業等】 

・情報公開の充実と市民にわかりやすい情報の公表方法の検討 

・行政文書の保存・整備 

・個人情報保護の確保 

 

 

○市民の声を市政に活かす仕組みの充実 

・市民の生活実感に基づく多様な意見を施策に反映させるため、インター

ネット等の情報通信手段やパブリックコメント制度の活用など市民の

声を活かす仕組みの充実を図ります。 

【主な事業等】 

・インターネットを活用した広聴活動の充実 

・パブリックコメントの実施 

・行政に対する苦情処理体制の検討 

・行政相談 

・公聴活動の充実 

・選挙投票率の向上活動の推進 
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②市民と行政との協働体制の確立 

◆施策の基本方針 

市民が、地域で行われている活動や地域の枠を超えたボランティア・Ｎ

ＰＯ等の市民活動に積極的に興味を持ち、市民自ら解決する活動が盛んに

なってきています。 

多様化・複雑化・高度化する地域誯題を解決するため、市民と行政など

多様な担い手が、それぞれの役割から協働し、市民が地域に愛着をもって

いきいきと暮らすまちづくりに取り組みます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○市民と行政との協働体制の確立 

・市民と行政の役割分担や連携など協働のあり方を検討し、協働の仕組

み・ルールづくりの確立を進めます。 

・市民と行政がともに行動する「協働」による地域づくりを推進するた

め、地域住民、ボランティア、NPO、企業等が主体的に取り組むため

の仕組みづくりや支援に努めます。 

【主な事業等】 

・市民協働ガイドラインの確立 

・市民活動の支援・促進策、協働事業制度の充実 

・ＮＰＯ、企業等のまちづくり活動支援の検討 

・行政協力員 

・コミュニティのあり方の検討 

・アダプト制度など市民協働による道路・緑地・公園等の管理シ

ステムの検討 

・企業と市民活動団体等との交流・連携の促進 

・自治意識の高揚 

・地域振興 

・自治基本条例の検討 

 

○大学等との交流連携 

・豊富な人材や研究の蓄積を有する大学等は、地域にとって重要なパート

ナーです。木津川市に立地している同志社大学（学研都市キャンパス）

と、幅広い分野での連携強化、大学等やその学生と市民、事業者等との

交流・連携を進めます。 
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（３）新たな行政経営の展開と財政基盤の強化 

①新たな行政経営システムによる市民サービスの向上 

◆施策の基本方針 

 総合計画を柱とした組織、職員、予算等を連携させ、成果志向に基づく戦

略的な行政経営システムの確立に努めます。 

 また、情報通信技術を活用し、便利で質の高いサービスの提供と業務の効

率化とコスト削減を図るため、情報セキュリティや個人情報の保護に配慮し

つつ、行政手続きや庁内情報システムの充実など電子自治体の構築を推進し

ます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○総合計画の進行管理と事務事業の評価・検証 

   ・総合計画の進行管理について、行財政改革大綱等に基づき、ＰＤＣA サ

イクルによる各種施策、事業の検証・評価を行い計画的で戦略的な行財

政運営を進めます。 

【主な事業等】 

・総合計画の進行管理 

・行財政改革大綱に基づく行財政改革の推進 

・ＰＤＣＡサイクルによる施策の評価・推進システムの構築 

 

○地域審議会の運営 

・旧加茂町地域及び山城町地域に設置された地域審議会の運営に努め、

地域バランスのとれたまちの発展と木津川市の早期の一体性の確立を

目指します。 

【主な事業等】 

・地域審議会の運営 

 

○電子市役所の構築と情報セキュリティの強化 

   ・各旧町域において通信方式に差異があることから、地域間栺差のない

迅速で質の高い情報基盤整備を進め、電子市役所の充実を図ります。 

   ・情報セキュリティポリシーに基づき、職員に対する情報セキュリティ

教育等を進め、情報の保護・管理の徹底に努めます。 

【主な事業等】 

・電子市役所の構築 

・情報インフラの電算システム維持管理 

・京都府との共同による施設予約等の電算システムの充実 

・基幹業務・行財政運営に係る電算システムの維持管理と充実 

・総合行政ネットワーク（LGWAN）の維持管理 

・情報セキュリティポリシーの徹底 
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②庁舎機能の連携・強化 

◆施策の基本方針 

市民にとって利便性の高い市民サービスを提供していくため、効率的な

窓口サービスの向上に努めます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○窓口サービス等の改善 

・市役所と支所・出張所等の連携を強化し、行政サービスの向上を図り

ます。支所の窓口サービスにおいては、各種申請受付や行政手続き等

の相談に対応できる体制・機能の充実に努めます。 

・市民の生活様式の多様化や転入の増加に対応するため、窓口サービス

の充実を検討します。 

・市役所と支所・出張所の機能分担の検討を進め、組織機構の改善に努め

ます。 

【主な事業等】 

・住民基本台帳の適正管理と運用 

・住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理と運用 

・戸籍情報システムの適正管理と運用 

・自動交付機の利用拡大の検討 

・外国人登録事務 

・窓口サービスの充実の検討 

 

 

③組織・機構と人材育成 

◆施策の基本方針 

市民の声が届きやすく、多様化・複雑化・高度化する市民ニーズにも対

応できるように、組織・機構の強化を図ります。 

また、職員一人ひとりが、自分の職責を自覚し、能力向上と顧客志向を

意識し、市民と協働してまちづくりを進めていため、研修等を通じて、人

材育成を進めます。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○組織・機構の強化 

・地方分権への対応と市民満足度の高い市民サービスの提供をめざした

組織・機構を構築します。 

・市民ニーズや行財政改革に対応できるよう、定期的に組織・機構を見

直し、行政体制の充実・強化を図ります。 

・効率的で効果的に業務を進めるため、グループ制等について検討し、

必要に応じ導入を図ります。 
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○人材育成の充実と定員管理 

・市民満足度の向上を図るため、行政職員としての専門性や政策立案能力

の向上と顧客志向への意識改革の徹底を図ります。 

・職員の安全・衛生・健康管理を適正に行い、市民に好感が持たれる勤務

態度の徹底を図ります。 

・木津川市の人口推移や市民ニーズ・地域誯題に対応できるよう、職員の

適正な定員管理を進めます。 

【主な事業等】 

・人材確保と資質向上のための研修の充実 

・政策立案能力の育成 

・職員の倫理教育の推進 

・職員の安全、衛生、健康管理 

 

 

④健全な財政基盤の確立と財産管理 

◆施策の基本方針 

合併や行財政改革による効果を最大限に活かすよう、事業と歳出の見直

しや税源基盤の強化により、政策実現のための財源確保を図るとともに、

健全な財政運営を推進します。 

また、市有財産の適正管理や合併による類似施設の統廃合等の見直しを

進め施設の有効利用を図ります。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○戦略的な予算配分 

・今後の財政需要を見通し、計画的に政策を実現するため、選択と集中に

よる施策の重点化、枠配分方式、インセンティブ方式の導入等により、

戦略的な予算の配分と執行を進めます。 

【主な事業等】 

・財政計画の策定 

・予算の戦略的、効率的な編成と執行 

 

○コスト意識の徹底 

・行財政改革を進め、ＰＤＣＡサイクルによる事業の費用対効果の検証と

改善・見直しを行い、コスト意識を徹底し、健全な行財政構造への転換

を推進します。 

【主な事業等】 

・財政計画の策定 

・予算の戦略的、効率的な編成と執行 

・コスト縮減と物品・役務を含む入札・発注制度の改善 
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・指定管理者制度の活用 

・市場化テストの検討と導入 

 

○財政諸表等の公表 

 ・財政の健全化に関する比率や連結ベースでの財務諸表を作成・公表する

ことにより、財政の健全化に資するとともに透明性を高めます。 

【主な事業等】 

・財政計画の策定 

・財政の健全化 

 

○税源基盤の強化 

・自主財源の確保に努めるとともに、税制改正など誯税内容に対する説

明責任に努め、収納率の向上を図ります。 

・京都府・市町村による税業務の共同化事業に参画し、事務の効率化と

税の滞納対策の強化を図ります。 

【主な事業等】 

・税源基盤の強化 

・誯税の適正化と公平化 

・納税意識の高揚と収納率の向上 

・受益者負担の適正化 

・税の誯税・徴収事務共同化の推進 

・公金管理の安全確保と効率的運用 

 

○財産の適正管理と施設の有効利用 

・市有財産の適正な管理を進めます。 

・合併による施設の統合等による空きスペースを市民活動へ開放するな

ど、地域活動やＮＰＯ等活動の活性化、市民の文化芸術活動のための

活用を検討します。 

【主な事業等】 

・遊休財産の積極的な処分 

・庁舎、支所の維持管理 

・支所施設の有効活用の検討 
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（４）広域的な協力体制の推進 

◆施策の基本方針と取り組み 

 広域的な行政対応が求められる誯題に対応するため、消防・救急、環境衛

生、医療、税等の行政分野について、一部事務組合、広域連合等の制度を活

用した協力体制を強化します。 

また、地方分権の進展により市に権限移譲される分野が増大する状況の下、

より効率的で効果的な行財政運営を行うため、地域特性を活かした機能分担

に基づき、国・京都府・近隣市町村との相互調整や政策連携を図り、相乗効

果のある広域行政を推進し、魅力あるまちづくりをめざします。 
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「新市基本計画」からの変更項目（補強・新規等）一覧表 

１ 個性を活かした魅力ある地域文化の創造 

総合計画「基本計画」 

大項目・中項目・小項目・細項目 

新市基本計画から

の主な変更種別 

１ 個性を活かした魅力ある地域文化の創造 

 

（１）歴史文化の保全・継承 

 

 

①歴史文化の保全・活用 ― 

○歴史的文化的遺産の保全と活用 一 部 修 正 

○伝統的街並みや農山村集落景観の保全と活用 一 部 修 正 

②歴史の杜ゾ―ンの保全・活用 ― 

○歴史の杜の環境整備 ― 

（２）歴史・文化・伝統を背景とした地域文化創造活動の促進 

 

 

①地域文化創造活動の育成・促進 ― 

○地域文化創造活動の育成・促進 ― 

②歴史のネットワ―クづくり ― 

 ○歴史めぐりコ―スの設定 ― 

 ○木津川流域文化ネットワ―クの形成 ― 

③新しい地域文化の創造 ― 

 ○新しい地域文化の創造 ― 

  

資 料 － ２ 
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２ 地域力を活かした産業・事業の創造 

総合計画「基本計画」 

大項目・中項目・小項目・細項目 

新市基本計画から

の主な変更種別 

２ 地域力を活かした産業・事業の創造   

（１）関西文化学術研究都市を活用した新たな地域産業の創出   

 

①最先端の研究成果を活かした新産業・新事業の創出   

○けいはんな新産業創出・交流センタ―の活用等による新産業の創出 ― 

 ○関西文化学術研究都市における産業機能の導入 ― 

 ○関西文化学術研究都市の研究機能と連携した産業施設の立地促進 補 強 

 ○新たな企業立地の推進 新 規 追 加 

②新市街地の特色を活かした交流機能の創出   

 ○関西文化学術研究都市における都市サ―ビス機能の充実 ― 

（２）地域資源を活用した新しい地域産業創出システムの構築   

 

○農業経営の安定対策 補 強 

○ブランド農産物の担い手育成 ― 

○地産地消の推進 補 強 

○豊かな里山の保全・活用 新 規 追 加 

○「宇治茶の郷づくり」事業との連携・協働 ― 

○観光・交流産業の振興 補 強 

○商業の活性化 ― 

○コミュニティ・ビジネスの促進 ― 

（３）雇用対策の充実   

 
○雇用の創出 補 強 
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３ 誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造 

総合計画「基本計画」 

大項目・中項目・小項目・細項目 

新市基本計画から

の主な変更種別 

３ 誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造   

（１）安心・安全、快適なまちづくり   

 

①地域防災システムの充実、安心・安全な生活環境の整備・充実   

 ○災害に強い都市基盤づくり 補 強 

 ○地域防災対策の充実 新規追加・補強 

②防犯・交通安全対策の推進   

 ○防犯に配慮した公共施設等の整備 ― 

 ○防犯意識の向上と自主的な防犯組織の育成 ― 

 ○消費者保護対策の推進 新規追加・補強 

 ○交通安全対策の推進 ― 

③快適な暮らしを支える良好な住環境づくり   

 ○住環境の基盤づくり 補 強 

（２）ともに支えあう地域福祉の充実   

 

①安心して医療を受けられる体制づくり   

 ○救急医療体制の充実 補 強 

②ともに健康でいきいきとしたまちづくり   

 ○健康予防対策の推進 新 規 追 加 

 ○総合的な支援・サ―ビスの拠点配置と充実 ― 

③すべての市民がともに暮らす地域福祉の充実   

 ○地域福祉の充実 補 強 

 ○福祉関連施設の整備・充実 補 強 

④障害者の自立支援と高齢者の生きがい対策の充実   

 ○障害者等の自立体制 補 強 

 ○高齢者の生きがい対策等の充実 ― 
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４ 豊かな心を育む教育・文化の創造 

総合計画「基本計画」 

大項目・中項目・小項目・細項目 

新市基本計画から 

の主な変更種別 

４ 豊かな心を育む教育・文化の創造   

（１）子どもを安心して産み健やかに育てられる環境づくり 

 

 

①安心して、楽しみながら子育てができる支援の充実 
 

 ○母子保健・福祉の充実 補 強 

 ○次世代育成支援事業の推進 補 強 

 ○児童クラブ等の充実 ― 

②保育サ―ビスの充実 
 

 ○保育サ―ビスの充実 ― 

○保育需要に対応した保育園運営と施設管理 補 強 

③児童虐待の防止 
 

 ○児童虐待の防止 新 規 追 加 

（２）一人ひとりの子どもの可能性を伸ばす教育の充実と地域連携 

 

 

①子どもの教育環境の充実 
 

 ○教育施設の整備 補 強 

②子どもの可能性を伸ばす教育の推進 
 

 ○学校教育の充実 補 強 

 ○地域の特徴を活かした教育内容の充実 ― 

③学校・家庭・地域の連携による健やかな子どもの成長の推進 
 

 ○子どもの健全育成に向けた地域・学校での取り組みの充実 ― 

 ○子どもの安心・安全を確保するための防犯体制の強化 ― 

（３）生涯にわたる学習機会の充実 

 

 

①生涯学習の推進と環境づくり 
 

 ○生涯学習の施設環境の整備・充実 補 強 

 ○市民との連携による生涯学習の推進 補 強 

②生涯スポ―ツの充実 
 

 ○スポ―ツ活動の促進 補 強 

 ○レクリエ―ション活動の促進 ― 
  

file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN���d�
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN���d�
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN���d�
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN���d�
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN0AR�.
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN
file:///C:\Documents%20and%20Settings\3561\�f�X�N�g�b�v\��{�v��\�⋭���ڈꗗ�\.xlsx%23RAN


‐5‐ 

 

５ 連携を強め地域を支えるネットワ―クの創造 

総合計画「基本計画」 

大項目・中項目・小項目・細項目 

新市基本計画から 

の主な変更種別 

５ 連携を強め地域を支えるネットワ―クの創造 

 

（１）道路交通ネットワ―クの整備・充実   

 

①地域を結ぶ道路ネットワ―クの整備   

○広域道路網の整備 補 強 

○地域間循環道路の整備 補 強 

○地域内生活道路網の整備 ― 

②地域公共交通ネットワ―クの充実   

○鉄道網の充実 補 強 

○コミュニティバス・福祉バスの再編・充実 補 強 

（２）水・緑・歴史のネットワ―クの形成   

 

①木津川や旧奈良街道等の保全と活用   

 ○木津川の水辺環境の整備 ― 

 ○旧奈良街道の保全と環境整備 ― 

②水・緑・歴史のネットワ―クの形成   

 ○緑と歴史の基幹的な環状軸の形成 ― 

 ○関連ネットワ―クの形成 ― 

（３）計画的な土地利用と快適な都市環境の形成   

 

①計画的な土地利用による豊かな都市形成 追 加 

②中心都市拠点と都市拠点の整備促進   

 ○中心都市拠点の整備促進 補 強 

③関西文化学術研究都市の整備促進   

 ○関西文化学術研究都市の個性ある景観形成の促進と機能充実 補 強 

 ○木津北地区及び木津東地区の土地利用方策の検討 ― 

 ○周辺地域における市街地整備の推進 補 強 
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６ 環境を守り、自然と調和した都市の創造 

総合計画「基本計画」 

大項目・中項目・小項目・細項目 

新市基本計画から 

の主な変更種別 

６ 環境を守り、自然と調和した都市の創造   

（１）地球環境と身近な自然の保全と継承 

新 規 追 加 

 

①地球環境の保全と継承 

②身近な自然の保全と活用 

○木津川や山々の緑の保全と育成 

○宅地内緑化の推進 

○公園、緑地等の整備 

○農地の保全と活用 

（２）環境負荷を低減する生活環境づくり 

補 強 

 

①環境教育の推進 

○環境教育の推進 

②環境にやさしい循環型社会の構築 

○ごみ処理の検討 

○環境に配慮した交通施策や公共施設の整備 
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７ まちづくりへの参画と協働の創造 

総合計画「基本計画」 

大項目・中項目・小項目・細項目 

新市基本計画から 

の主な変更種別 

７ まちづくりへの参画と協働の創造   

（１）全ての市民が等しく社会参加できるまちづくりの推進 

 

 

①一人ひとりを尊重するまちづくり 

補 強 ②多様・多彩な人と人のつながりのあるまちづくりの実現 

○多様・多彩な人々の英知を結集するまちづくりの実現 

（２）市民と行政のパ―トナ―シップの推進 

 

 

①行政情報提供の充実と市民の声を市政に活かす仕組みづくり 

補 強 

○広報・ホ―ムペ―ジ等による情報発信 

○情報公開の充実 

○市民の声を市政に活かす仕組みの充実 

②市民と行政との協働体制の確立 

○市民と行政との協働体制の確立 

○大学等との交流連携 

（３）新たな行政経営の展開と財政基盤の強化 

 

 

①新たな行政経営システムによる市民サ―ビスの向上 

補 強 

○総合計画の進行管理と事務事業の評価・検証 

○地域審議会の運営 

○電子市役所の構築と情報セキュリティの強化 

②庁舎機能の連携・強化 

○窓口サ―ビス等の改善 

③組織・機構と人材育成 

○組織・機構の強化 

○人材育成の充実と定員管理 

④健全な財政基盤の確立と財産管理 

○戦略的な予算配分 

○コスト意識の徹底 

○財務諸表等の公表 

○税源基盤の強化 

○財産の適正管理と施設の有効利用 

（４）広域的な協力体制の推進 新 規 追 加 
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