
第１１回木津川市総合計画審議会 

会 議 次 第 
 

開催日時：平成２１年１月２１日(水) 

     午前９時３０分から 

場  所：木津川市役所５階 

全員協議会室 
 

 

 

１．開  会 

 

 

２．会長あいさつ 

 

 

３．議  事 

 （１）説明・確認事項 

    ①財政収支見通しの追加について 

     

    ②その他中間案の修正等について 

     ○ごみ処理に関する記述について 

     ○第 10 回審議会の経過に基づく修正等について 

     ○その他の修正について 

 

 （２）審議事項 

    ①第 1次木津川市総合計画(基本構想・基本計画)答申案について 

 

 

４．その他 

 

 

５．市長あいさつ 

 

 

６．閉  会 



 

第１１回木津川市総合計画審議会 

配布資料一覧 

 

１．第 8 章 財政収支見通し（案） 資料１ 

 

 

 

２．中間案の修正等について 資料２ 

 

 

 

３．木津川市総合計画（答申案） 資料３ 



資料１

【歳入】

推 計 方 法

○個人 人口増加分（率）により算出。

○法人　 過去5年の伸び率の平均により算出。

◎固定資産税
平成20年度当初予算数値を参考に過去３ヶ年の決算数値を考慮して算出。ただし、平成21年度、平成24
年度の評価替えを考慮する。

◎軽自動車税 人口増加分（率）により算出。

◎市町村たばこ税 人口増加分（率）（１４歳～６４歳）により算出。

◎都市計画税
平成20年度当初予算数値を参考に過去３ヶ年の決算数値を考慮して算出。ただし、平成21年度、平成24
年度の評価替えを考慮する。

◆地方譲与税 平成20年度は当初予算数値を計上。平成21年度以降横並び。

◆利子割交付金 平成20年度は当初予算数値を計上。平成21年度以降横並び。

◆配当割交付金 平成20年度は当初予算数値を計上。平成21年度以降横並び。

◆株式等譲渡所得割交付金 平成20年度は当初予算数値を計上。平成21年度以降横並び。

◆地方消費税交付金 平成20年度は当初予算数値を計上。平成21年度以降横並び。

◆ゴルフ場利用税交付金 平成20年度は当初予算数値を計上。平成21年度以降横並び。

◆自動車取得税交付金 平成20年度は当初予算数値を計上。平成21年度以降横並び。

◆地方特例交付金　 平成20年度は当初予算数値を計上。平成21年度以降横並び。

◆地方交付税　 

平成20年度普通交付税概算要求△４．２％分を平成１９年度地方交付税決定額に

平成20年度交付額は前年度見込み数値の△４．２％とし、平成２１年度以降横置きとする。

◆交通安全対策特別交付金 平成20年度当初予算数値を以降横並び。

◆分担金及び負担金 平成20年度は、当初予算数値を計上。平成21年度以降は、特殊要因（奈良阪川上線）を除き、横並び。

◆使用料及び手数料 平成20年度は当初予算数値を計上。平成21年度以降は人口増加分を見込んで算出。

◆国庫支出金

◎普通建設事業分 大規模事業計画案に基づき算出。

○平成20年度は、当初予算数値を計上。平成21年度以降は横並び（ただし、特殊事情があれば考慮す
る。）

◆府支出金

◎普通建設事業分 大規模事業計画案に基づき算出。

◎その他分
○平成20年度は、当初予算数値を計上。平成21年度以降は横並び（ただし、特殊事情があれば考慮す
る。）

◆財産収入 平成20年度は、当初予算数値を計上。平成21年度以降、横並び

◆寄付金 大規模事業計画（案）からＵＲ分を計上。

◆繰入金 年度間の財源を調整するため、各種基金を効率的に活用していく方針により見込む。

◆繰越金 「０」で固定。

◆諸収入 平成20年度は、当初予算数値を計上。平成21年度以降、横並び

◆地方債

◎通常事業分 現行の地方債制度を基本に、大規模事業計画案等に伴う地方債を見込む。

平成２０年度は、当初予算数値を計上。平成２１年度以降横並びとし、普通交付税には振り替えないも
のとする。

◎その他分

◎臨時財政対策債分

◆地方税

 ◎市町村民税

◎普通交付税

◎特別交付税

第8章　財政収支見通しについて

１　財政収支見通し(案)の前提条件について

※財政収支見通しの前提条件は、歳入・歳出とも次のとおりとし、平成20年度から形式収支・実質収支を0とする。

区　　　　分



資料１
【歳出】

推 計 方 法

○職員数は、類似団体以内になっているので、退職者の補充+５年間で１０人の新規職員を採用する。給
与は定期昇給分のみとする。

○人口増加分（率）により算出。

○平成18年度以前発行の地方債は、年次償還計画による。
○平成19年度以降については、大規模事業計画（案）の主要施策に対して起債し、償還することとして
償還額を算出。（２０年償還、うち据置３年、利率：⑳許可債以降2.5％）

○平成１８年度以前発行の地方債は、年次償還計画による。
○平成１９年度以降発行分については、発行見込額を起債したものとして償還額を算出
　（２０年償還、うち据置３年、利率：⑳許可債以降2.5％）

○平成20年度（当初予算額3,461,683千円）から５年間で類似団体の決算額に推移させる。（類似団体Ⅱ
－１　決算額3,002,758千円）

○平成20年度当初予算額から過去３年間の決算額の平均を平成21年度から横並び。

○人口増加分（率）により算出。

○剰余金が生じる年度については、その剰余金を基金に積み立てる。

○見込数値による。

○見込数値による。（老人保健、介護保険繰出金については、高齢者人口の増加分（率）により算
出。）

○大規模事業計画案による事業とする。
○関公費償還額は普通建設塩業費（単独事業費）に含む。

◎普通建設事業費

◆維持補修費

◆補助費等

◆積立金

◆投資及び出資金・貸付金

○臨時財政対策債分

◆物件費

◆繰出金

◆投資的経費

◎職員給

◆扶助費

◆公債費

○通常事業分

区　　　　分

◆人件費



（単位：百万円）

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算）

7,554 7,612 7,746 7,960 8,599 8,699 9,076 9,428 9,854 10,032

1,020 1,218 1,280 1,488 233 1,138 1,166 1,174 1,184 1,194

313 294 297 229 967 170 170 170 170 170

4,389 4,206 4,200 4,164 4,771 4,708 4,713 4,711 4,667 4,635

13,276 13,330 13,523 13,841 14,570 14,715 15,125 15,483 15,875 16,031

164 369 116 62 70 185 40 40 40 40

532 560 623 649 657 706 709 710 711 678

1,425 1,951 1,127 1,549 1,222 1,928 1,205 1,219 1,233 1,248

630 992 246 872 286 1,031 360 304 243 360

1,224 996 1,038 1,030 1,076 987 992 998 1,003 1,009

371 219 107 163 155 103 60 87 40 39

302 118 155 95 60 32 32 32 32 32

5 5 136 715 92 225 13 12 12 26

1,282 1,321 1,197 7,343 506 488 751 560 334 211

354 533 458 334 227 0 0 0 0 0

133 124 675 1,442 121 100 100 100 100 100

3,111 2,262 2,096 3,483 2,858 2,605 1,332 1,016 817 971

21,808 21,569 21,144 30,543 21,459 21,971 20,299 20,170 20,157 20,346

4,506 4,427 4,340 4,332 4,191 4,376 4,335 4,345 4,361 4,381

3,103 3,047 2,960 2,982 2,909 2,840 2,847 2,882 2,892 2,907

2,856 2,776 2,732 3,094 2,951 3,370 3,278 3,186 3,095 3,003

125 137 108 95 182 73 75 75 75 75

7,487 7,340 7,180 7,521 7,324 7,819 7,688 7,606 7,531 7,459

1,117 1,324 1,442 1,580 2,312 2,100 2,134 2,168 2,224 2,282

2,497 2,422 2,554 2,562 2,595 3,205 3,221 3,237 3,253 3,269

4,484 4,649 4,440 8,236 3,884 4,648 3,116 2,941 2,844 2,943

1,762 2,199 545 1,903 711 1,914 1,268 1,054 1,059 1,068

2,625 2,428 3,879 6,258 3,173 2,734 1,848 1,887 1,785 1,875

52 3 13 34 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,033 2,816 2,432 2,411 2,420 2,471 2,382 2,428 2,482 2,537

304 239 449 5,850 450 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,261 2,258 2,240 2,121 2,140 1,728 1,758 1,790 1,823 1,856

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21,235 21,051 20,750 30,315 21,127 21,971 20,299 20,170 20,157 20,346

【財政指標等】

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算）

573 518 394 228 332 0 0 0 0 0

183 227 234 144 243 0 0 0 0 0

12,680 12,648 12,834 12,944 13,829 14,272 14,385 14,505 14,626 14,731

0.604 0.619 0.633 0.645 0.662 0.657 0.646 0.628 0.632 0.637

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

89.2 91.3 91.0 92.1 90.3 93.3 92.9 92.7 92.5 92.4

－ － 17.5 16.3 13.7 14.8 14.7 14.6 14.4 14.1

22,282 22,299 22,474 24,033 24,957 25,646 25,031 24,071 22,983 22,076

13,510 12,480 11,799 10,374 10,330 9,842 9,091 8,531 8,197 7,986

3,993 3,748 3,638 3,264 3,379 3,079 2,779 2,280 2,080 1,969

443 273 536 540 841 841 541 541 541 541

9,074 8,459 7,625 6,570 6,110 5,922 5,771 5,710 5,576 5,476

そ の 他

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

その他特定目的基金

区　　分

地 方 債 現 在 高

積 立 金 現 在 高

経 常 収 支 比 率 ( ％ )

実 質 公 債 費 比 率 ( ％ )

財 政 力 指 数

実 質 赤 字 比 率 ( ％ )

歳 出 合 計

形 式 収 支

実 質 収 支

標 準 財 政 規 模

区　　分

歳 入 合 計

人 件 費 ａ

物 件 費 ｂ

う ち 職 員 給

うち普通建設事業に係るもの

うち普通建設事業に係るもの

地 方 税

地 方 譲 与 税

交 付 金

地 方 交 付 税

小 計 （ 一 般 財 源 計 ）

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

貸 付 金

繰 出 金

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

失 業 対 策 事 業 費

公 債 費

う ち 補 助 事 業 費

う ち 単 独 事 業 費

諸 収 入

地 方 債

国 庫 支 出 金

積 立 金

維 持 補 修 費 ｃ

ａ＋ｂ＋ｃ＝ｄ

繰 越 金

府 支 出 金

（単位：百万円）

２　財政収支見通し(案)

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

扶 助 費

補 助 費 等



別紙２ 
中間案の修正等について 

 

１ ごみ処理に関する記述について 

  清掃センターを含むごみ処理に関する記述について、庁内清掃センター建設プロジェクトチームの協議結果等により、次のとおり補

強します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正箇所 中間案 修正後 

100 ページ 

 

６ 環境と調和した持続可能なまちの創造 

（課題） 

 

６ 環境と調和した持続可能なまちの創造 

(課題) 

・ 

・ 

・ 

・西部塵埃処理組合打越台環境センターの老朽化が進んでいること

から、その対応が求められています。 

105 ページ 

 

・廃棄物の適切な収集、処理、不法投棄、ごみのポイ捨てをな

くすなど、生活環境の美化を推進します。 

・公害防止策や環境への負荷が少ない循環型社会を実現するた

め、近隣自治体との広域的な連携や本市の財政状況等のあらゆ

る視点からごみの適正処理のあり方を検討します。 

 

・廃棄物の適切な収集、処理、不法投棄、ごみのポイ捨てをな

くすなど、生活環境の美化を推進します。 

・公害防止策や環境への負荷が少ない循環型社会を実現するた

め、近隣自治体等の連携や本市の財政運営などあらゆる視点か

らごみの適正処理のあり方を検討します。 

・清掃センターの建設･稼動に向けて市民に理解と協力を求める

とともに、関係機関との調整など計画的に取り組み、市民の日

常生活に欠かすことのできないごみ処理対策を推進します。 

1



２ 第１０回審議会の経過に基づく修正等について 

修正箇所 中間案 修正後 

目次 ― Ⅲ基本計画 

 ７ まちづくりへの参画と協働の創造 

 ８ 財政収支見通し 

 ９ まちづくりの成果指標 

 

※2 ページ分追加 

36 ページ  

協働の方向 市民の主な役割 行政の主な役割 

まちの安心・安 
全を守る 

・災害発生時における様々

な問題を想定し、日ごろか

ら備えるように、自主防災

組織による防災活動等に努

めます。 

・防災のための資材の整備、

防災訓練、災害時の要配慮

者の把握を進めます。 

・災害に強い都市基盤づく

りを進めます。 
 

 

協働の方向 市民の主な役割 行政の主な役割 

まちの安心・安 
全を守る 

・災害発生時における様々

な問題を想定し、日ごろか

ら備えるように、自主防災

組織による防災活動等に努

めます。 

・防災のための資材の整備、

防災訓練、災害時の要援護

者の把握を進めます。 

・災害に強い都市基盤づく

りを進めます。 
 

64 ページ 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。 

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援護者支援を充実し

ます。 
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66 ページ 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様々な機関と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 

 

エ．要援護者対策等の充実 

・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援護者の台帳整備を進めます。また、

災害時の安否確認や様々な機関と連携できる体制整備を進め

ます。 

【主な事業等】 

・災害時の要援護者台帳の充実 

・災害時地域支援 

 

77 ページ 小中学校児童・生徒数の推移 

        小学校   中学校 

平成 14 年 ３，６２５  １，６７２ 

平成 15 年 ３，６３５  １，５７９ 

平成 16 年 ３，７７１  １，５１４ 

小中学校児童・生徒数の推移 

        小学校   中学校 

平成 14 年 ３，６２５  １，６６９ 

平成 15 年 ３，６３４  １，５７９ 

平成 16 年 ３，７７３  １，５１５ 

90 ページ ・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。 

・府道上狛城陽線椿井バイパス等の改良について、京都府と連携・

調整を図り改良・整備を促進します。 

【主な事業等】 

・国道 163 号の拡幅等整備促進 

・木津川右岸宇治木津線道路新設促進協議会 

 

・主要地方道、一般府道等の幹線道路について、関係機関と協議

し、計画的な改良・整備を促進します。 

・府道上狛城陽線椿井バイパス等の改良について、京都府と連携・

調整を図り改良・整備を促進します。 

【主な事業等】 

・国道 163 号の拡幅等整備促進 

・木津川右岸宇治木津線道路新設促進 

91 ページ ○地域内生活道路網の整備 

    【主な事業等】 

・近鉄木津川台駅アプローチ道路の検討 

○地域内生活道路網の整備 

    【主な事業等】 

・近鉄木津川台駅アプローチ道路の事業化に向けた検討 

3



 

 

 

 

 

 

 

97 ページ ○木津北地区及び木津東地区の土地利用方策の検討 

    【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 

     ・学研都市の公共施設の移管と維持管理体制の確立 

○学研都市の個性ある景観形成の促進と機能充実 

【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 

     ・学研都市の公共施設の移管と維持管理体制の確立 

  

○木津北地区及び木津東地区の土地利用方策の検討 

    【主な事業等】 

     削除 

97 ページ ・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。 

・平城・相楽地区、精華・西木津地区、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、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。 

124 ページ 【数値の算出方法】 

年 3 月末時点での自主防災組織への加入世帯数÷人口 

【数値の算出方法】 

3 月末時点での自主防災組織への加入世帯数÷全世帯数 

131 ページ コミュニティバス・福祉バス 

通常のバスでは対応が困難な地域での公共交通需要に対応する

ために運行するバスの総称。木津川市では、木津地域に「きのつバ

ス」、加茂地域に「加茂コミュニティバス」、「当尾線」、山城地域に「山

城送迎循環バス（福祉バス）」を運行中です。 

コミュニティバス・福祉バス 

通常のバスでは対応が困難な地域での公共交通需要に対応する

ために運行するバスの総称。木津川市発足当初は、木津地域に「き

のつバス」、加茂地域に「加茂コミュニティバス」、「当尾線」、山城地

域に「山城送迎循環バス（福祉バス）」を運行していました。 

 （第 1 次木津川市総合計画策定時点において、再編に取り組んでい

ます。） 
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３ その他の修正について 

 

修正箇所 中間案 修正後 

40 ページ 木津川市は、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。 

木津川市は、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、魅力あるまちづくり

を進めます。 

56 ページ 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

手の高齢化や減少などにより、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課題となることか

ら、その対策が必要です。 

また、中山間地域をはじめ、農地や里山の荒廃化について、担

い手の高齢化や減少などにより、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課題となることか

ら、その対策が必要です。 

65 ページ ・京都府とともに土砂災害警戒区域の指定を進めるとともに、

土砂災害計画区域における警戒避難体制の確立を進めます。 

【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 

・土砂災害区域における警戒避難体制の確立 

・京都府とともに土砂災害警戒区域の指定を進めるとともに、

土砂災害警戒区域における警戒避難体制の確立を進めます。 

【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 

・土砂災害警戒区域における警戒避難体制の確立 

82 ページ ・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 

・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。 

93 ページ ○木津川及び支流の水辺環境の整備 
・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、木津浜、木津川潜没橋（泉橋）及

び加茂浜について、親水公園としての再整備や散策路等によるネ

ットワーク化など、増水時の安全対策等にも考慮し、関係機関と

協議・検討を進めます。 

○木津川及び支流の水辺環境の整備 
・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、木津浜、木津川潜没橋（泉橋）及

び加茂浜について、親水公園としての再整備や散策路等によるネ

ットワーク化など、増水時の安全対策等も考慮し、関係機関と協

議・検討を進めます。 

123 ページ他 （成果指標の表中） 
 成果指標（案） 

 
成果指標 
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１ 総合計画策定の背景 ～時代の潮流～ 

 

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

実現することが求められています。 

このような考え方の下、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（地方分権一括法）が施行され、その後、財政面での分

権として実施されたいわゆる「三位一体の改革」が実施に移される中で、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。 

現在、住民に最も身近で基礎的な自治体である市町村の自治権を拡充し、生活

者の視点に立つ「地方政府*」の確立に向けて、更なる分権を進めるため、平成

19 年４月から内閣府に設置された地方分権改革推進委員会により第二期地方

分権改革が進められています。 

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。 

 

 

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

代の減少が続いており、人口減少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*」が増加するなど地域

間で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

会の仕組みに大きな影響を与えるとともに、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、労働力や税収の不足、地域活力の低下など、

様々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少子高

齢化や人口の減少が見られます。 

 

 

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、異常気

地方分権の進展 

人口構造の変化 

安心・安全に対する意識の高まり 
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象等による自然災害が多発しています。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ぐされており、自然災害に対する意識が高まりつつありま

す。 

また、鳥インフルエンザウイルスや食品の安全性、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、社会不安

が広がっています。 

 

 

 

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

常気象等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、様々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。 

 

 

 

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。 

 

 

 

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りつつあります。 

環境問題の深刻化と関心の高まり 

生活様式の変化 

自治体間競争と協働によるまちづくり 
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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

づくりにかかるすべ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・山城町の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めざし、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。 

また、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。 

なお、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（注 基本計画策定後、検討します。）

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考え方から、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量から質の向上をめざす計画とします。 

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。 

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めざす計画とします。 

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

はなく、私たちの活動が環境に与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めざ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。 

木津川市の地域経営の総合指針としての位置づけを明確にするとともに、実行

性・有効性の高い施策の重要度・優先度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。 

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、市民とともにめざす計画とします。 
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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 

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

58,809 人、平成 17 年（国勢調査）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が進

み一世帯あたりの世帯人員は減少が続いています。平成 17 年（国勢調査）では、

世帯数が 21,426 世帯で、一世帯あたり人員は 2.97 人と 3 人を下回りました。 

なお、平成 20 年 3 月末現在の住民基本台帳によると、人口は 67,233 人、世帯

数は 23,596 世帯、1 世帯あたり人員は 2.85 人となっています。 

人口・世帯数の推移

0

20,000

40,000

60,000

80,000
（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 67,233

世帯数 10,386 13,575 15,160 18,570 21,426 23,596

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成20年

 

 

一世帯あたり人員の推移                        （人） 

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成20年 

3.83 3.65 3.46 3.17 2.97 2.85

出典：国勢調査（昭和 60 年～平成 17 年）、住民基本台帳（平成 20 年 3 月末現在） 
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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 歳の年少人口は平成 12 年まで

の減少傾向から平成 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少に転じました。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% 21.5% 17.8% 15.7% 15.6% 16.3%

15～64歳 64.7% 67.3% 69.2% 70.1% 68.4% 66.5%

65歳以上 11.2% 11.2% 13.0% 14.2% 16.0% 17.2%

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成20年

 

出典：国勢調査（昭和 60 年～平成 17 年）、住民基本台帳（平成 20 年 3 月末現在） 

 

③地域別人口 

人口を地域別にみると、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。また、加茂地域と山城地域では、若干、減少傾向にありま

すが、ほぼ横ばいです。 

地域別人口推移

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000
（人）

木津地域 16,508 23,263 26,560 33,683 39,129 42,486

加茂地域 13,759 16,950 16,666 16,004 15,607 15,752

山城地域 9,494 9,319 9,210 9,122 8,913 8,995

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成20年

 

出典：国勢調査（昭和 60 年～平成 17 年）、住民基本台帳（平成 20 年 3 月末現在） 
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平成１2 年以降の人口の推移を小学校区別にみると、学研都市にある梅美台・

州見台小学校区と木津川台小学校区での急激な増加が目立ちます。 

また、加茂地域及び山城地域では、土地区画整理事業*が行われた加茂、棚倉小

学校区以外の小学校区で減少しています。 

年齢構成別の推移をみると、梅美台・州見台小学校区を除くすべての小学校区

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 平成20年 
増減率 

(平成12～17年) 

増減率 

(平成12～20年)

木津 9,068 8,858 8,283 -2.3% -8.7%

相楽 6,229 6,377 6,209 +2.4% -0.3%

高の原 7,539 7,701 7,726 +2.1% +2.5%

相楽台 3,672 4,170 4,263 +13.6% +16.1%

木津川台 3,770 5,610 6,287 +48.8% +66.8%

梅美台・州見台 3,405 6,413 9,718 +88.3% +185.4%

梅美台 - 2,476 3,805 - -
 

州見台 - 3,937 5,913 - -

加茂 5,553 6,263 6,469 +12.8% +16.5%

恭仁 2,004 1,802 1,798 -10.1% -10.3%

当尾 898 782 765 -12.9% -14.8%

南加茂台 7,549 6,760 6,720 -10.5% -11.0%

棚倉 4,388 4,488 4,646 +2.3% +5.9%

上狛 4,734 4,425 4,349 -6.5% -8.1%

合 計 58,809 63,649 67,233 +8.2% +14.3%

出典：国勢調査（平成 12、17 年）、住民基本台帳（平成 20 年 3 月末現在） 

 

小学校区別、年齢 3区分別人口構成比の推移           （％、ポイント） 

平成12年 平成17年 平成20年 

小学校区 0～14

歳 

15～64

歳 
65歳～

0～14

歳 

15～64

歳 
65歳～

0～14

歳 

15～64

歳 
65歳～ 

65歳以上

の増減 
(平成12～

17年) 

65歳以上

の増減
(平成12～

20年) 

木津 13.0 68.4 18.6 12.7 65.5 21.8 13.4 63.9 22.7 +3.2 +4.1

相楽 13.1 70.5 16.4 13.3 67.1 19.6 13.6 64.3 22.0 +3.2 +5.6

高の原 20.9 72.3 6.7 16.4 74.3 9.3 15.2 73.6 11.2 +2.6 +4.5

相楽台 19.5 73.1 7.3 17.0 72.9 10.1 16.7 70.4 12.9 +2.8 +5.6

木津川台 22.7 71.9 5.4 23.7 69.3 7.0 23.8 67.3 8.8 +1.6 +3.4

梅美台 

・州見台 
24.6 69.5 5.9 27.0 67.4 5.6 27.4 65.2 7.4 -0.3 +1.5

梅美台 - - - 27.1 65.7 7.1 29.3 65.1 5.6 - - 

州見台 - - - 26.9 68.5 4.6 26.2 65.2 8.6 - -

加茂 13.1 62.5 24.4 14.1 61.4 24.5 15.0 60.2 24.7 +0.2 +0.3

恭仁 11.3 60.9 27.8 8.4 59.3 32.3 8.0 57.6 34.4 +4.5 +6.6

当尾 14.3 57.1 28.6 10.5 56.4 33.1 8.5 55.8 35.7 +4.5 +7.1

南加茂台 12.1 81.5 6.4 9.2 80.5 10.3 8.3 78.1 13.5 +3.9 +7.1

棚倉 14.3 68.6 17.1 14.4 66.5 19.1 15.4 63.9 20.7 +1.9 +3.6

上狛 13.0 64.8 22.2 12.5 60.5 27.0 11.7 59.9 28.4 +4.8 +6.2

合 計 15.7 70.1 14.2 15.6 68.4 16.0 16.3 66.5 17.2 +1.8 +3.0

（人口の母数として年齢不詳は含まない） 

出典：国勢調査（平成 12、17 年）、住民基本台帳（平成 20 年 3 月末現在） 
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（２）産業状況 

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 47.2％となっています。 

産業別人口構成をみると、第１次産業*及び第２次産業*は減少が続いており、

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                        （人） 

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 

18,251 22,274 25,057 27,910 30,073 就業人口 

（対総人口） 45.9% 45.0% 47.8% 47.5% 47.2% 

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活かし、畑

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

総農家数は 1,623 戸でそれぞれ減少傾向にあります。 

農家人口と総農家数の推移 

総農家数(戸) 
 

農家人口(人)
 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 

出典：京都府統計書 

 



 

－9－ 
 

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

少していますが、従業者数、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 年注 163 1,319 2,420,306 

平成 17 年 152 1,497 3,387,165 

注：平成15年は加茂町の従業者数、製造品出荷額等について、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、年間観光入込客数は 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

平成 18 年 723,798 1,426,736

平成 19 年 714,609 2.056,937

出典：京都府統計書 
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（３）財政状況 
 
①財政指標等 （単位：金額 百万円、比率 ％） 

平成1 9年度 平成1 8年度 平成1 8年度 平成1 8年度
項 目 

木 津 川 市 木 津 川 市 府内1 4市平均 類 似 団 体 *

歳 入 総 額 21,459 24,778 26,463 25,698

歳 出 総 額 21,127 24,551 25,963 25,004

歳 入 歳 出 差 引 332 228 500 693

翌 年 度 に 繰 り 越 す べ き 財 源 113 84 149 96

実 質 収 支 219 144 351 598

標 準 財 政 規 模 13,830 12,944 15,098 14,900

財 政 力 指 数 （ ３ ヶ 年 平 均 ） 0.662 0.645 0.620 0.630 

経 常 収 支 比 率 90.3 92.1 92.5 92.1 

経 常 収 支 比 率 

(減税補てん債及び臨時財政対策債除き) 
95.0 98.2 97.7 

公 債 費 比 率 12.3 13.7 15.9 15.9 

起 債 制 限 比 率 （ 単 年 度 ） 8.7 9.3 11.1 

起債制限比率（３ヶ年平均） 9.1 9.5 11.1 11.5 

実 質 公 債 費 比 率 （ 単 年 度 ） 13.2 14.7 15.4 

実質公債費比率（３ヶ年平均） 13.7 16.3 15.4 16.1 
 
 
②歳入 （単位：百万円） ③歳出 （単位：決算額 百万円、構成比 ％） 

項  目 
平成19年度 

決 算 額 

平成18年度

決 算 額

平成17年度

決 算 額

市 税 8,599 7,966 7,746

地 方 譲 与 税 233 610 431

利 子 割 交 付 金 69 51 63

配 当 割 交 付 金 52 44 31

株式等譲渡所得割交付金 38 44 44

地方消費税交付金 486 476 456

ゴルフ場利用税交付金 91 92 99

自動車取得税交付金 164 171 156

地方特例交付金 54 229 297

地 方 交 付 税 4,771 4,164 4,200

交通安全対策特別交付金 11 11 10

分担金及び負担金 436 427 460

使用料及び手数料 291 282 277

国 庫 支 出 金 1,220 1,518 1,093

府 支 出 金 1,075 1,025 1,022

財 産 収 入 60 94 155

寄 附 金 92 714 136

繰 入 金 506 1,578 1,197

繰 越 金 228 334 459

諸 収 入 125 1,470 708

市 債 2,858 3,483 2,096

合 計 21,459 24,778 21,134

平成19年度 平成18年度 平成17年度区分

科目 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比

人 件 費 4,191 19.8 4,331 17.7 4,340 20.9

物 件 費 2,951 14.0 3,094 12.6 2,732 13.2

維持補修費 182 0.9 95 0.4 108 0.5

扶 助 費 2,312 10.9 1,580 6.4 1,442 7.0

補 助 費 等 2,595 12.3 2,562 10.4 2,554 12.3

普 通 建 設

事 業 費
3,884 18.4 8,236 33.6 4,440 21.4

補 助 711 3.4 1,903 7.8 545 2.6

単 独 3,173 15.0 6,334 25.8 3,895 18.8

災 害 復 旧

事 業 費
2 0.0 34 0.1 13 0.1

補 助 - 0.0 28 0.1 7 0.0

単 独 2 0.0 7 0.0 6 0.0

公 債 費 2,420 11.5 2,411 9.8 2,432 11.7

積 立 金 450 2.1 86 0.4 449 2.2

投 資 及 び

出 資 金
- 0.0 - 0.0 - 0.0

貸 付 金 - 0.0 0 0.0 1 0.0

繰 出 金 2,140 10.1 2,121 8.6 2,229 10.7

歳 出 合 計 21,127 100.0 24,551 100.0 20,740 100.0

出典：平成 17,18 年度 木津町、加茂町、山城町決算 

平成 19 年度 木津川市決算 

注 千円未満を四捨五入し、端数処理をしていますの

で、差し引きが一致しない場合があります。 
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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、南は奈良市と境を接し、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、その間をぬって、木津川が中心部を

東から西に、そして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 16.14 7.89 35.67 25.42 

出典：平成１9 年度版京都府市町村のあらまし 
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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

の国々とつながっていました。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

来人の末えい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

から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」の郷づくりをめざした山城国一

揆も大きな歴史のひとこまでした。 

「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。淀川にも入れる淀二十石船と淀、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活かして「相楽
さがなか

」を中心にして「相楽
さがなか

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
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統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
さがなか

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 

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 

大正 15 年 

上狛
かみこま

村が上狛
かみこま

町 

となる 
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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・和歌山を結ぶ高規格幹線道路*京奈和自

動車道の一部を構成する延長 17km の自動車専用道路で、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の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的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、木津川市には、一時期、都「恭仁京」が置かれ、加茂地域

に宮が設けられました。 

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

通路としての性格は、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・研究の拠点と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、



 

－19－ 
 

林業、農業などの生産活動や水源かん養、

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 

①住民アンケート調査 

【調査の目的】 
合併協議において策定した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考える政策・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ました。 
【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 19 項目についての満足度をみると、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

リサイクルの取り組み」、「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考えられます。 

○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、健康で快適に暮らせるようにするための取り組みとして、

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

制に関する取り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、自治会活動や特定非営利活動法人（以下、「ＮＰＯ*」という。）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考えられます。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、「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。



 

－21－ 
 

問 木津川市にお住まいになり、暮らしやすさについて、日ごろ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 

・7 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、住みよ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％と少なく、働きたく 

加重平均

(中間値:3)注

3.05 

2.72 

2.94 

3.47 

2.88 

3.20 

2.87 

2.89 

2.82 

2.89 

2.78 

3.22 

3.11 

2.97 

2.92 

3.20 

2.74 

2.68 

3.07 

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%

注：加重平均は、「満足」5、「ほぼ満足」4、「どちらとも言えない」3、「やや不満」2、「不満」1 として平均点を算出。 

端数処理により、合計が 100％にならない場合があります。 

N=2180
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9.2%

22.2%

30.1%

35.1%

24.0%

33.0%

17.2%

19.4%

24.1%

14.4%

12.4%

36.1%
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15.6%

31.8%
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15.0%
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18.2%

31.4%
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32.7%
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32.4%

51.9%

49.9%

55.1%

45.9%

53.0%

43.2%

34.0%

24.5%

22.8%

21.7%

13.5%

18.9%

20.6%

26.3%

14.7%

19.9%

16.0%

13.3%

16.6%

13.6%

12.5%

20.8%

26.7%

20.1%

7.3%

7.1%

0.9%

6.6%

2.1%

1.8%

1.8%

5.5%

5.9%

5.2%
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3.3%

3.1%

2.4%

2.0%

3.4%

1.5%

3.0%

25.9%

34.7%

19.8%

21.7% 21.7%

8.6%

6.5%

10.5%

9.6%

3.6%

6.6%

5.8%

3.5%

5.8%

8.9%

6.9%

10.8%

6.7%

7.4%

5.4%

13.0%

10.2%

19.5%

15.6%

12.7%

2.1%

3.8%

3.7%

2.8%

4.9%

3.9%

3.1%
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2.9%
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4.4%

3.1%

4.0%

3.3%

3.4%
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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り組み

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
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なる職場、買い物などの商業・利便施設の充実など、魅力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活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） 

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活かしたベ
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 
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１ まちづくりの基本原則 

木津川市は、木津川の流れややさ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めざすものです。 

それを実現するには、市民一人ひとりの人権が尊重され、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めざす必要があります。 

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考え方を共有し、持続的・自律的発展に向けたまち

づくりを進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

・市民は、自らがまちづくりの主体として、様々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 

注 
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。
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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  
・少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」をめざしたまちづくり 

・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めざした魅力的なまち
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～ 
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（２）将来都市構造 

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」、特に有効活用すべき地域資源を有する「エリア」、並

びにそれらを結びつける「軸」で構成されます。 

 

 

都市構造図 
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都市構造図におけるゾーン、拠点の考え方 

 

地域内交流軸 

各拠点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、各拠点の結びつきを深

めつつ、木津川市の一体性を高める。 

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。 

学研市街地ゾーン 

居住、文化学術研究、商業、新たな産業などの機能を有す

る市街地として位置づけるゾーン。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格を明確にし

つつ、特色ある市街地の形成を図る。 

学 研 市 街 地 整 備 

ゾ ー ン 

自然環境との共生*等に配慮し、学研都市機能を有する市街

地として整備を検討するゾーン。 

木 津 駅 東 

市街地整備ゾーン 

中心市街地と学研都市（中央地区）との間に位置する地区

として、都市的サービス機能等の整備を検討するゾーン。

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。 

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。 

エ
リ
ア 

歴 史 の エ リ ア 

田園共生ゾーンや森林共生ゾーンにおいて社寺や史跡等の

歴史的資源が点在するエリア。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。

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。 

拠
点 

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

ニーズに対応した都市機能の集積を図る。 
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（３）人口・世帯数の見通し 
 
①予測人口と将来人口 

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

58,809 人、平成 17 年（国勢調査）63,649 人、平成 19 年度末（住民基本

台帳）67,233 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すう勢型人口推計注1に

より将来人口を推計しますと、平成27年約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、約75,900人になることが

予測されます。注2 

まちづくりの将来像として掲げる「水・緑・歴史が薫る文化創造都市」をめざ

す上で人口規模は、まちの活力や市民生活環境に関わるものです。 

これまで、木津町、加茂町、山城町は独自のまちづくりを進めてきました。 

合併による最先端の学研都市機能と自然・歴史・文化等の融合により、さらに

魅力ある関西文化学術研究都市の中核都市として活力あるまちづくりを積極的

に進めることにより、予測人口を上回る効果が期待できます。このことから、本

計画の目標年次である平成 30 年の人口目標を「８万人」と定め、その後におい

て、「１０万人都市」の構築をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

49,532 52,436 

58,809
63,649

約 68,800

約 73,500

約 75,900 

約 77,500 

（人） 平成 30 年の人口目標

８万人

将来人口目標 

１０万人 

予測人口と将来人口 

平成 30 年（2018）年の人口目標を８万人とします。 

将来的に「１０万人都市」をめざします。 
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年齢 3 区分別人口構成比は、年少人口（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％になると予測されます。注 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
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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、１世帯あたり人員は平成 17 年の２.9７人から平成 30 年には約

2.5 人まで減少する見通しで、単身世帯の増加や多世代世帯の減少などが進むと

予測されます。注 4 

 

 

世帯数の見通し 

 

 

 

１世帯あたり人員の見通し                   （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

 

注１ 社会移動すう勢型人口推計とは、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。 

注 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・活用すると

ともに、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」の形成をめざした都市の形成・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等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、伝統産業

など既存の商工業の支援・振興を図ります。 

木津川市の豊かな歴史・文化・自然等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。 
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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・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・危機管理体制の充実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

するため、一人ひとりに最も適する保健・医療・福祉サービスを提供する仕組

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、健康予防や地域福祉体制の充実・確立と高齢者、障害者等の就労や生き

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。総合的な少子化対策・子育て支援を進める

とともに子どもの安心・安全を確保し、子どもの笑顔があふれるまちづくりを

推進します。 

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

展により、人と人が支え合い、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

化を活用した水・緑・歴史のネットワークの整備を図ります。 

また、無秩序な開発を抑制し、都市環境と自然・田園環境のバランスがとれ

た土地利用を進め、ゆとりある快適なまちづくりを進めます。 

本庁舎周辺を中心都市拠点とし、各コミュニティエリアの都市拠点・支所と
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の役割分担に基づき、市民サービスの向上に努めるとともに各地域が互いに連

携したまちづくりを推進します。 

 

 

（６）環境と調和した持続可能なまちの創造 

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、木津川市の恵まれた自然

と暮らしやすい生活環境の中で、豊かな暮らしを実現するとともに、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、資源循環型社会の実現をめざします。 

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、環境負荷の少ない低炭素社会*の実現に向けたま

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、

地域が抱える様々な課題や要求も複雑・多様・高度になっています。 

このような状況の下、様々な個性や属性をもった市民により構成される社会

において、性別、障害のあるなし、国籍等に関わらず、すべての人が生きがい

を持ち、一人ひとりの人権が尊重され、平和でともに生きるまちづくりを進め

ます。 

この複雑化・多様化・高度化する地域課題やニーズに対して、ＮＰＯ・ボラ

ンティア*等による活動が活発になり、地域活動等を通じた市民のまちづくりへ

の参加意識も高まっています。 

市民、地域、事業者、ＮＰＯ、ボランティア等と行政が連携・協働してとも

に歩むための戦略的な行政経営システムの確立と財政基盤の強化・充実を進め、

地方分権型社会に対応した責任ある政策形成の実現に努めます。 

また、国・京都府をはじめ、木津川市民・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、横断的に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けん引して総合計画全体の着実な推進を先導するための施

策と、その実施に際しての市民と行政の協働の方向と役割をとりまとめたもので

す。 

また、基本計画において、まちづくりの重点戦略に対する各種事務事業を実施

することによる市民満足度を成果指標として数値化し、事務事業の有効性の検証

等に活用します。 

 

 

●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、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、木津川の流れとやさしい山並みに象徴される素晴らしい自然、

田園環境、歴史・文化等が息づくとともに、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、木津川市として個性ある魅力的なまちづく

りを進めます。 
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（１）関西文化学術研究都市まるごと活用戦略 
 

 
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不可

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、情報等を、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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本戦略における市民と行政の協働の方向と主な役割 
協働の方向 市民(特に研究所・企業)の主な役割 行政の主な役割 

学研資源を産業分野

で活用する 
・学研施設・研究所等と連携した産

業・事業の創出の取り組みに努め
ます。 

・研究成果の実証実験・イベントに
積極的に参加します。 

・企業立地のための基盤づくり
や、新たな産業・事業の創出
を支援します。 

・研究成果の実証実験・イベン
トの場の提供や情報発信に
努めます。 

学研資源を教育・交

流分野で活用する 
・自主的な学習・文化活動における

研究施設や人材の積極的な活用に
努めます。 

・市民と学研施設・研究所等と
の交流の場づくりや情報提
供に努めます。 

戦略のねらい 

戦略のイメージ 

主要な施策 

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

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 

雇 用 の 創 出 

主要な施策 

地域の特徴を活かした教育内容の充実

学 校 ・ 企 業 等 と の 交 流 連 携

 

 

 

 

 

 

・新たな雇用創出 

・新たな産業創出 

産業分野

での活用 

学研都市の様々な資源を

まるごと最大限に活用 

木津川市全域 

まちの活力の高まり 

まちづくりにおける様々な波及効果の創出 

・研究施設や人材を 

活かした教育の実施 

・研究を活かした地域

内外の交流活性化 

教育・交流分

野での活用 

物 産業

情報
大学 

人材 

研究所等 
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（２）木津川市文化創造戦略 

 

 

木津川市は、豊かな自然や自然と調和した歴史・文化、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、木津川市の価値を更に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めざします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

本戦略における市民と行政の協働の方向と主な役割 
協働の方向 市民の主な役割 行政の主な役割 

地域資源を保全・活

用する 
・地域資源に関する学習会等の実

施、参加に努めます。 
・地域資源の調査・記録収集・保

存と積極的な公開と活用を図り

ます。 
地域文化の融合によ

る新たな「木津川市

文化」を創造する 

・地域文化を大切にする気持ちを

持ち、自主的な文化活動の創出

と推進に努めます。 

・市民による文化創造活動への支

援や市民の文化活動の交流など

のコーディネートを図ります。

戦略のねらい 

戦略のイメージ 

主要な施策 

歴史的文化的遺産の 
保 全 と 活 用 

伝統的街並みや農山村
集落景観の保全と活用 

歴史的文化的財産を 
活 か し た 環 境 整 備 

主要な施策 

地域文化創造活動の育成・支援

多様・多彩な人々の英知を
結集するまちづくりの実現

新 し い 地 域 文 化 の 創 造

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の実現 

 

 
木津川

里山 

社寺 

伝統行事

古墳

史跡 

学研都市

街並み

木津川市の地域資源 

 

市全体の文化的価値の向上 

地域文化の融合による新たな

「木津川市文化」の創造 地域資源の保全・活用 
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（３）安心・安全のくらし実現戦略 

 

 

すべ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めざします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本戦略における市民と行政の協働の方向と主な役割 
協働の方向 市民の主な役割 行政の主な役割 

まちの安心・安全を
守る 

・災害発生時における様々な問題
を想定し、日ごろから備えるよ
うに、自主防災組織による防災
活動等に努めます。 

・防災のための資材の整備、防災
訓練、災害時の要援護者の把握
を進めます。 

・災害に強い都市基盤づくりを進
めます。 

生活の安心・安全を
守る 

・地域での防犯や交通安全等をテ
ーマにした見守り活動等の参加
に努めます。 

・防犯、交通安全、食の安全に対
する市民意識の啓発や取り組み
の促進・支援を進めます。 

心と身体の安心・安
全を守る 

・健康づくりや身近な地域での福
祉活動の参加に努めます。 

・地域での保健福祉活動に対する
支援や社会参加を支援します。

戦略のねらい 

戦略のイメージ 

主要な施策 主要な施策 主要な施策 

生活の安心・安全 
（防犯、交通安全、 

食の安全） 
心と身体の安心・安全 
（福祉、医療・保健） 

まちの安心・安全 
（防災） 

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 

交 通 安 全 対 策 の 推 進 

地 産 地 消 の 推 進 

災 害 に 強 い
都 市 基 盤 づ く り

地 域 防 災 対 策 の 充 実

安心して医療を受けられ
る 体 制 づ く り

福 祉 関 連 施 設 の
整 備 ・ 充 実

市 民 と 行 政 と の
協 働 体 制 の 確 立

ともに支え合う安心・安全の地域社会の構築 
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（４）まちぐるみの子育て・教育環境づくり戦略 

 

 

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、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

けたくなるまちをめざします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本戦略における市民と行政の協働の方向と主な役割 

協働の方向 市民の主な役割 行政の主な役割 
笑顔があふれる子ど

もが育つ社会づくりを

進める 

・家庭、地域、学校等の連携を進

め、地域ぐるみで子どもに目を

配ります。 

・家庭、地域、学校等との協働に

よる仕組みづくりを進めます。

子どもの安心・安全

対策を進める 
・子どもへの声かけ運動や見守り

活動の実施に努めます。 
・子どもの安心・安全にかかる意

識啓発を進めます。 
教育施設・サービスを

充実する 
・地域での子どもとのふれ合いの

機会づくりに努めます。 
・教育施設・サービスにかかる基

盤づくりを展開します。 

戦略のねらい 

戦略のイメージ 

子育て世代が住みたくなる、住み続けたくなるまちの実現

主要な施策 

母 子 保 健 ・ 福 祉 の 充 実 

次世代育成支援事業の推進 
放 課 後 児 童 の 
居 場 所 づ く り の 充 実 

保 育 サ ー ビ ス の 充 実 

保 育 園 運 営 の 検 討 と 
施 設 管 理 

主要な施策 

子どもの安心・安全を確保
するための防犯体制の強化

いじめ・児童虐待の防止

主要な施策 

教 育 施 設 の 整 備

学 校 教 育 の 充 実

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 

地域の特徴を活かした
教 育 内 容 の 充 実

保育環境、 
サービスの充実

子どもの 
安心・安全対策 

教育環境、 
サービスの充実

家庭 

地域社会

学校 

行政 

企業 

総ぐるみによる
子 育 て 支 援 、
教育環境づくり
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（５）地域間連携強化戦略 

 

 

地域間の移動の円滑化を図り、交通利便性の高い都市をめざします。一つ

の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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

本戦略における市民と行政の協働の方向と主な役割 
協働の方向 市民の主な役割 行政の主な役割 

地域間の連携を強化
する 

・道路基盤づくりの協力に努めま
す。 

・道路基盤づくりを進めます。 

地域内の連携を強化
する 

・コミュニティバス・福祉バス*

の積極的な利用に努めます。 
・コミュニティバス・福祉バスの

再編・改善や利用増進に努めま
す。 

地域資源の連携を強
化する 

・地域資源の活用を進める NPO・
ボランティア活動への積極的な
参加に努めます。 

・観光など地域の活性化・再生に
向けた方策を推進します。 

地域間の

連携強化

戦略のねらい 

戦略のイメージ 

自 然 環 境 や 歴 史

的・文化的遺産等

の地域資源 

主要な施策 

地域間循環道路の整備 

鉄 道 網 の 充 実 

主要な施策 

地域内生活道路網の整備

コミュニティバス・
福祉バスの再編・充実

主要な施策 

緑と歴史の基幹的な
環 状 軸 の 形 成

木津川市全体の均衡ある発展と地域の魅力の向上 

市街地、集落

地域内の 
連携強化 

地域資源の

連携強化 
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（６）環境保全・地球市民育成戦略 

 

 

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持ち、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本戦略における市民と行政の協働の方向と主な役割 

協働の方向 市民の主な役割 行政の主な役割 
地球環境と身近な自

然を保全・継承する 
・公共交通機関・自転車の利用や

アイドリングストップや新エネ

ルギー*の導入に努めます。 
・地域の環境美化活動への参加や

環境保全に対する意識高揚に努

めます。 

・庁舎の省エネルギーなどに対す

る取り組みや低炭素社会に向け

た啓発活動を進めます。 
・市民の環境美化活動への支援と

意識啓発を進めます。 

環境負荷を低減する ・ごみの分別回収、ごみの減量化

への協力に努めます。 
・庁舎等から出されるごみの分別、

ごみの減量を進めます。 
・環境負荷低減に関する意識啓発

を進めます。 

 

戦略のねらい 

戦略のイメージ 

主要な施策 

地 球 環 境 の
保 全 と 継 承

里山の保全と育成

宅地内緑化の推進

公園、緑地等の整備

農地の保全と活用

主要な施策 

環 境 教 育 の 推 進

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地球環境と身近

な自然の保全と

継承 

 
環境負荷の低減

市民 
企業 

行政 

環境を守り、育てる活動

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の創造 
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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、市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、魅力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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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、地域に存在する様々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。 
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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*による進行管理の考え方を導入し、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 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 基本計画 
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１ 個性を活かした魅力ある

地域文化の創造
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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、木津川や里山等から構成される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、山城町が守り、育ててきた自然と伝統・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。 

 

 

 

・豊かな自然環境と一体となった文化・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。 

 

 

 課   題 

施策の体系 

 展   望 

将来像 基本方針 施策の主要目標 
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■京都府市町の国指定文化財指定件数 

平成20年４月１日現在 

建造物 美工 
自治体 

国宝 重要文化財 国宝 重要文化財
有形計 無形民俗 

史跡名勝天然記念物

(括弧内は特別の件数)

京都市 40 201 169 1,629 2,039 2 102(12)

木津川市 3 19 3 32 57 1 5（1)

宇治市 3 13 6 34 56 0 2

亀岡市 0 7 0 14 21 0 3

宮津市 0 2 1 17 20 0 3(1)

舞鶴市 0 3 1 16 20 0 1

京丹後市 0 2 0 5 7 0 7

福知山市 0 1 0 4 5 0 0

（資料：京都府文化財保護課） 

■木津川市の国指定文化財 

国宝 

文化財 所有者・管理者 文化財 所有者・管理者 文化財 所有者・管理者

海住山寺五重塔 海住山寺 浄瑠璃寺三重塔（九体寺三

重塔） 

浄瑠璃寺 浄瑠璃寺本堂（九体寺本

堂） 

浄瑠璃寺 

木造阿弥陀如来坐像 浄瑠璃寺 木造四天王立像 浄瑠璃寺 銅造釈迦如来坐像 蟹満寺 

 
重要有形文化財 

文化財 所有者・管理者 文化財 所有者・管理者 文化財 所有者・管理者

相楽神社本殿 相楽神社 小林家住宅主屋 （個人） 木造十一面観音菩薩坐像 現光寺 

五輪塔 木津川市 木造文殊菩薩坐像 大智寺 木造薬師如来坐像 西明寺 

海住山寺文殊堂 海住山寺 木造十一面観音立像 大智寺 木造薬師如来坐像 高田寺 

岩船寺三重塔 岩船寺 木造十一面観音立像 法泉寺 木造愛染明王坐像 神童寺 

岩船寺十三重塔 岩船寺 木造十一面観音菩薩立像 海住山寺 木造不動明王立像 神童寺 

岩船寺石室 岩船寺 木造十一面観音菩薩立像 海住山寺 木造阿弥陀如来坐像 神童寺 

岩船寺五輪塔 岩船寺 木造四天王立像 海住山寺 木造毘沙門天立像 神童寺 

五輪塔 木津川市 厨子入木造吉祥天立像 浄瑠璃寺 木造日光月光菩薩立像 神童寺 

御霊神社本殿 御霊神社 木造馬頭観音立像 浄瑠璃寺 木造伎楽面 神童寺 

十三重塔 千日墓地管

理組合 

木造地蔵菩薩立像 浄瑠璃寺 絹本著色法華経曼荼羅図 海住山寺 

白山神社本殿 白山神社 木造薬師如来坐像 浄瑠璃寺 三重塔初重壁画十六羅漢像 浄瑠璃寺 

泉橋寺五輪塔 泉橋寺 木造地蔵菩薩立像 浄瑠璃寺 絹本著色仏涅槃図 常念寺 

神童寺本堂 神童寺 木造不動明王及二童子立像 浄瑠璃寺 海住山寺文書 海住山寺 

天神神社十三重塔 天神神社 木造阿弥陀如来坐像 岩船寺 浄瑠璃寺流記 浄瑠璃寺 

松尾神社本殿 松尾神社 厨子入木造普賢菩薩像 岩船寺 石燈籠 浄瑠璃寺 

（注：国宝を除く。） 
 
重要無形民俗文化財 

文化財 所有者・管理者 

涌出宮の宮座行事 涌出宮宮座行事保存会 

 

史跡名勝天然記念物 

文化財 所在地 文化財 所在地 文化財 所在地 

恭仁宮跡 

（山城国分寺跡） 

木津川市加茂町

例幣他 

歌姫瓦窯跡 木津川市市坂他 椿井大塚山古墳 木津川市山城

町椿井 

浄瑠璃寺庭園 木津川市加茂町

西小 

石のカラト古墳 木津川市兜台他 高麗寺跡 木津川市山城

町上狛 

（注：浄瑠璃寺庭園は、特別名勝及び史跡。） 
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（１）歴史・文化の保全・活用 

◆施策の基本方針 

木津川市には、豊かな自然環境と調和した史跡、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、これらを観光や憩いの空間としての活用を図り、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 

・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進めます。 

・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。 

・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。 

・古墳、瓦窯跡等の遺跡をはじめ、近代遺産として関心の高い大仏線跡

について、その保全及び活用のための環境整備に努めます。 

・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】 

・史跡等の公有地化・整備 

・遺跡発掘調査 

・文化財の公開・管理 

・歴史的文化的遺産を活用した散策環境づくり 

・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の活用等により、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。 

 施策の展開 
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・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 
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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。 

・観光案内板・観光案内所や観光トイレの整備など、観光地に訪れる市

民や観光客の快適性を高める取り組みを進めます。 

【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 

・観光客の受け入れ体制と観光施設の充実 

 
○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の文化学術研究地区（以下、「学研都市」という。）

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 

・学研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】 

・けいはんなプラザ・プチコンサート IN 木津川 

・公共スペース等を活用した市民が気軽に参加できる文化的イベ

ントの実施 

・地域文化創造活動の支援策の充実 

 

○国民文化祭～京都開催～を活かした文化活動の創造・推進 

・平成２３年秋に開催される第２６回国民文化祭・京都２０１１に多く

の市民の方が参加・参画・交流できる取り組みを行い、国民文化祭を

契機に、改めて、本市の文化の良さを見つめ直し、創造性あふれる豊

かな文化の創造を推進します。 
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２ 地域力を活かした産業・

事業の創造
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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。 

・木津川市の主要産業の一つである農業については、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自然環境、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 

 

 課   題 

施策の体系 

 展   望 
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■木津川市域の学研都市内の研究施設等の数 

種類 件数 

独立行政法人 2 

財団法人 3 

大学 1 

企業（株式会社） 13 

（平成 20 年 7 月現在） 

 

■荒茶生産量の推移 

 

木津川市の荒茶生産量の推移

43,269

37,122

37,978

117,000

119,097

118,720

39,030

38,431

38,077

16,000

16,546

16,412

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

平成16年

平成17年

平成18年

てん茶 かぶせ茶 煎茶 番茶
(kg)

 

（資料：京都府統計書） 

 

■従業・通学地による従業者数及び通学者数 

 

 

（資料：平成 17 年国勢調査） 
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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造 

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

学研都市において、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、学研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や学研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 

 

○学研都市における産業機能の導入 

・学研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、大学や研究施設とも連携

を図り、研究開発型産業施設の誘致を促進します。 

 

○学研都市の研究機能と連携した産業施設の立地促進 

・学研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 

 

○企業立地の推進 

・企業訪問、関連情報の提供や立地に関する相談体制の充実を進め、企

業立地を促進します。 

・進出企業との懇談会を行うなど、地元定着・流出防止対策を推進しま

す。 

・企業立地を促進するため、土地利用の規制緩和や支援制度等について

検討します。 

 施策の展開 



 

－55－ 
 

・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・

工業系の新たな土地利用や整備手法等を検討します。 

【主な事業等】 

・企業誘致の推進 
 

 

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 

学研都市において、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 

○学研都市における都市的サービス機能の充実 

・学研都市のセンターゾーンにおいて、商業核等の都市的サービス機能

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、地域の産業振興が不可欠であるこ

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、中山間地域をはじめ、農地や里山の荒廃化について、担い手の高

齢化や減少などにより、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課題となることから、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。 

・農業の経営感覚のある人づくりのための取り組みに対する支援を進め

ます。また、女性の経営参画と農業技術や経営管理等の向上に向けた

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・環境保全向上対策 

・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 
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○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

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。 

・地域産の農産物や木材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、農林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 

・農林産物直売所整備の支援 

 

○豊かな里山の保全・活用 

・森林は、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

暖化防止機能など様々な機能を有しています。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、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 

・本市における荒茶生産量は、減少傾向にあります。今後、茶業の育成・

支援や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、お茶の生産と体験・交流の場となる農業公園の整

備など、お茶を活かした観光振興を検討します。 

【主な事業等】 

・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
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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、ＮＰＯ、ボランティア等と連携・協

働した取り組みを推進します。 

・地元の農産物等を活用した郷土食、工芸品などの特産物の開発を促進

するとともに、販売ルートの確立を図ります。 

・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り観光商業を展開しま

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】 

・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 

・農産物等を活用した食品・民芸品、工芸品などの特産品の開発支援 

・イベント支援 

 

○商業・中小企業の活性化 

・快適で利便性の高い商業環境の整備、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、気軽で親しみやすく活気

のある地元商店街づくりを支援し、活力あるまちづくりを図ります。 

・厳しい経営状況にある中小企業の事業の継続・再生を推進するため、

金融支援策を展開します。 

【主な事業等】 

・中小企業特別融資制度信用保証料及び利子補給事業 

 

 

○伝統産業の支援・振興 

・相楽木綿から発達した織物、 襖
ふすま

・壁紙をはじめ、茶葉、柿渋等の伝統

産業の支援に努め、振興を図ります。 

 

○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、学研都市

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
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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

環境と調和した持続可能な
まちの創造

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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■医師・歯科医師・薬剤師届け出数 

平成 18 年 10 月 1 日現在 （人） 

 総数 病院の従事者 診療所の従事者 その他 

医師数 75 32 42 1

歯科医師数 25 - 25 -

薬剤師数 67 26 12 29

（資料：厚生労働省(医師・歯科医師・薬剤師調査)） 

 

■救急活動の状況 

（件） 

  出動件数 火災 自然災害 水難事故 交通事故 労働災害 運動競技 

平成 17 年 2,291 6  2 336 17 8 

平成 18 年 2,317 3  1 268 24 4 

平成 19 年 2,392 3  1 243 22 10 

 

  一般負傷 加害 急病 自損行為 病院転院 その他 不搬送 

平成 17 年 319 10 1,342 24 103 17 107 

平成 18 年 318 12 1,447 18 116 14 92 

平成 19 年 345 9 1,483 24 128 20 104 

（資料：相楽中部消防組合） 
■市内交通事故発生状況 

（件・人） 

  発生件数 死亡事故件数 死者数 負傷者数 

平成 17 年 371 2 2 514

平成 18 年 298 2 2 396

平成 19 年 263 5 5 354

(資料：木津警察署)  

 

■刑法犯罪の認知件数 

（件） 

  総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 

平成 17 年 1,001 1 27 713 43 15 202

平成 18 年 864 2 20 630 18 7 187

平成 19 年 787 2 20 545 25 6 189

(資料：木津警察署) 
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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援護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、橋りょう、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*を支援し、市域における建築物

の耐震化を図るよう努めます。 

 施策の展開 
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・水道施設について、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】 

・橋りょう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

から連携の強化を図ります。 

・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。 

・京都府とともに土砂災害警戒区域の指定を進めるとともに、土砂災

害警戒区域における警戒避難体制の確立を進めます。 

【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 

・土砂災害警戒区域における警戒避難体制の確立 

 

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

の迅速な把握に努めます。 

・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、震度情報及び地域

住民への避難勧告など、災害に関する重要な情報を「敏速」かつ「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、自主防災組織の立ち上げ、育
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成及び活動に対する支援の充実に努めます。 

【主な事業等】 

・自主防災組織活動支援 

・災害予防・減災意識の啓発の推進 

・避難経路の確保・整備の推進 

 

エ．要援護者対策等の充実 

・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援護者の台帳整備を進めます。また、災害時の

安否確認や様々な機関と連携できる体制整備を進めます。 

【主な事業等】 

・災害時の要援護者台帳の充実 

・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るとともに、

施設整備や地域ぐるみによる防犯・交通安全に対する取り組みを進め、犯

罪の起こりにくい、誰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 

 

○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。 
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【主な事業等】 

・道路維持管理 

・橋りょう維持管理 

・交通安全対策協議会との連携 

・交通安全施設の整備 

・街路樹等の適切な維持管理 

 

○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 

 

 

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。 
計画的に上下水道や道路・公園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。 

【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 

・宮ノ裏水源系統の大規模改修 

 
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において、計画的な整備を促進するため、

下水道計画を策定し、快適な生活環境の充実を推進します。 
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・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。 

【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、都市基盤の整備・充実を図り、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少していますが、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．情報通信基盤の整備 

・情報通信の利便性を高めるため、地上デジタル放送*にかかる難視聴

地域や携帯電話の不感地域において、国・府・民間事業者等との連

携・協力を図り、解消に向けた取り組みを促進します。 

【主な事業等】 

・情報通信格差の是正促進 

 

オ．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 

市民の誰もが、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後期高齢者医療制度につ

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 

・初期救急医療について、市内の医療機関、保健所、福祉施設等の連携

等により、その充実に向けた取り組みを推進します。 

・重症患者等に対応する二次救急医療や診療内容等について、地域の中

核病院である公立山城病院を中心として、充実に向けた支援を推進し

ます。 

・地域医療のネットワークづくりを支援し、夜間や救急医療体制の確立

をはじめ、誰もが、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 

・公立山城病院改革に対する支援 

 

 

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、保健センターや包括支援センターの機能を活用し、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】 



 

－70－ 
 

・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 

・健康増進計画策定と健康増進事業の充実 

 

○総合的な支援・サービスの充実 

・地域包括支援センター*や保健センター等を活用し、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 

・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 

・介護予防・包括支援・任意事業の充実 

・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どもからお年寄りまで、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、ＮＰＯ、ボランティア等

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、包括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、運営の改善・充実に向けて、利用者や関係自治

体等と検討を進めます。 
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【主な事業等】 

・地域福祉計画の策定 

・災害時の地域支援 

・くらしの資金貸付事業 

・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、障害者補装具費支給等 

・自立支援法認定調査・審査会 

・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 

・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 

・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 
 

○老人介護保健環境の充実 

・病院を退院するのにあたり、特に高齢者の中には、すぐに在宅生活に戻

るのが難しい方や、家庭での介護が困難になった方が多くみられます。

このため、介護・看護・リハビリテーション*を行うための介護老人保健

環境の充実や人材育成を支援します。 

 

○自殺者対策 

・厚生労働省の統計によると、平成 19 年度の本市内の人口あたり自殺者

数は、京都府平均の約半分です。 

・自殺者の原因を見ますと、健康問題や多重債務等による経済問題が半数

以上を占める一方で、インターネット等による連鎖反応的な自殺が社会

問題化しています。今後、保健所等の相談機関、医療機関及び警察など、

関係機関との連携を強化し、自殺の予防に努めます。 
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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など、自立に向けた

支援を行います。 

・公共施設について、バリアフリー*化やユニバーサルデザイン*の理念を

活かした整備を進め、すべての人々が利用しやすい生活環境の向上を

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持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。 

・高齢者と子どもや若者との交流機会の拡大を推進し、高齢者が元気

で楽しく長生きできるまちづくりを推進します。 

【主な事業等】 

・敬老会 

・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 

 



 

－73－ 
 

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、いきいきと活動でき

るよう、シルバー人材センター*、ＮＰＯ、ボランティア等の活動支

援を進めます。 

【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
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４ 豊かな心を育む教育・文化の創造 

 

 

 

・学研都市を中心に人口が急増しており、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、各学校間で格差のないよう、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し学びや生きがいが実感できる生涯学習の充実や余暇時間

の増加とスポーツに対するニーズ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。 
 

 

 

・未来を担う子どもが夢を持って健やかに成長するよう、家庭と地域、行政が一体と

なって子どもを育む環境づくりを進めます。 

・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 

 

 課   題 

施策の体系 

 展   望 
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■年間出生数 

589 586
532 567 593

703
727
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出生数
(人）

 
（資料：市民課） 

 

■木津川市の小学校児童数・中学校生徒数の推移 

1,669 1,579 1,515 1,534 1,540 1,634

3,625 3,634
3,773 3,879

4,053 4,142

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000
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平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

(人)

 
（資料：教育委員会） 

 
■図書館蔵書数 

平成 20 年 3月末現在 （単位：冊） 

資料種別貸出冊数 

 
蔵書冊数 

年度内

購入冊数
貸出冊数

成人書 児童書 視聴覚資料 雑誌 

中央図書館 123,705 5,600 281,192 123,321 127,669 9,094 21,108

加茂図書館 51,169 1,912 77,389 37,235 34,069 1,826 4,259

加茂図書館南加茂台分室 10,653 220 6,899 2,843 3,088 33 935

山城図書館 79,221 3,726 123,071 54,794 48,747 9,157 10,373

合 計 264,748 11,458 488,551 218,193 213,573 20,110 36,675

（資料：中央図書館） 

小学校児童数 

中学校生徒数 
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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

家庭を取り巻く様々な状況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、ボランティアなど、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、子育ての不安から解消

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 

・子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、妊婦健診の公費負担の充

実やマタニティマーク*の活用、母子保健に関する健診や相談活動等に

より、親の出産・育児に関する不安の解消、安心して出産・子育てが

できるやさしい環境づくりを推進します。 

・母子家庭の生活を支援し、自立のための取り組みを促進します。 

【主な事業等】 

・母子保健計画の策定 

・妊婦健診、不妊治療助成の充実 

・母親教室 

・乳幼児健診、乳幼児発達相談 

・母子保健事業 

・乳児医療制度の充実 

・児童扶養手当支給 

・マタニティマークの配布 

・助産施設、母子生活支援施設への入所 

・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を図ります。 

 施策の展開 
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・ＮＰＯ・ボランティア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。 

・保育ニーズの増大に対応するため、保育士や教員の有資格者を対象と

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 

・子育てに関する総合的な窓口機能の提供 

 

○放課後児童の居場所づくりの推進 

・子どもが犠牲となる犯罪・事件が社会問題化するなか、子どもたちが安

全で安心して健やかに育まれるよう、地域性を活かしつつ、放課後や週

末等の子どもたちの適切な遊びや生活の場を確保したり、学習やスポー

ツ・文化活動、地域住民との交流活動などの取り組みの充実を推進しま

す。 

【主な事業等】 

・児童館事業 

・放課後子どもプラン（放課後児童健全育成事業、放課後子ども

教室推進事業） 

 

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、待機児童が生じないよう、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学研都市における対象園児の急増など、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。 
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・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 

・病児・病後児保育の検討 

・私立保育園と連携した待機児童の解消対策 

・幼保一元化による保育園の入園要件の緩和等による保育サービ 

スの充実の検討 

・認定こども園の検討 

・地域交流活性化支援 

 

③児童虐待の防止 

◆施策の基本方針 

児童虐待を防止し、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 

○いじめ・児童虐待の防止 

 ・子どもに対するいじめ・児童虐待相談が増加している背景には、近年人

間関係が希薄になり、子育てを行う親が孤立してしまっているという、

子育てをめぐる環境の変化が大きく影響していると考えられます。子

育てに自信をなくし、不安感や焦燥感からいじめ・児童虐待へと発展

しないよう、子育て不安に苦しむ親に対し、関係機関や近隣の人たち

が協力し合いながら援助の手を差し伸べることも大切です。 

・また、子どもが明るく健やかに育つよう、一人ひとりの子どもにあった

支援を相談者と一緒に考えることが必要です。 

・いじめ・児童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

めの職員・組織体制を充実するとともに、いじめ・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 

 



 

－81－ 
 

（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・増改築及び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。 

・教育設備の整備については、児童生徒数の増減への対応、校内ＬＡＮ*

整備など情報化の推進、バリアフリー化及び環境負荷軽減の取り組み

など、教育環境の整備を図ります。 

・学校給食は、児童生徒の心身の健全な発展のため、栄養バランスの良

い食事を提供するとともに、食に関する教育等の重要な役割を担って

います。このため、生徒児童の増加への対応や全小・中学校での学校

給食の実施に向け、食材・献立の工夫改善はもとより、限られた財源

を効率的・効果的に活用し、安全で安心できる学校給食環境の充実を

図ります。 

・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、増築の検討 

・小中学校の新設 

・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 

学研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や歴

史的文化的遺産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。 

・いじめや不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 

・育英資金貸付事業 

 

○地域の特徴を活かした教育内容の充実 

ア．郷土教育の充実 

・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】 

・郷土の素材を活かした社会科副読本の充実 

 

イ．科学教育の充実 

・学研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 

・宇宙少年団運営事業 

 

ウ．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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エ．福祉教育とボランティア活動の充実 

・身近なところで暮らしている高齢者、外国人、ひとり暮らしの人な

ど様々な生活や生き方があることに気づき、福祉に対する理解と関

心を持ち、ボランティア活動等を通じて、共に地域で幸福に暮らし

ていくための福祉の心を育てる福祉教育を学校・地域と連携・協働

して進めます。 

 

 

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・地域における青少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、青少年活動

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】 

・放課後子どもプラン（放課後子ども教室推進事業・放課後児童

健全育成事業） 

・子ども会活動支援 

・青少年健全育成 

・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 

・小学校における安全・防犯体制の充実 
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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 

○生涯学習の充実と施設環境の整備 

・生涯学習活動を通じて市民の輪が広がるよう、生涯学習講座における

受講者間のネットワークづくりや、各種団体が交流できる機会づくり

の取り組みを進めます。 

・生涯学習メニューの充実を図るとともに、生涯学習を通じたボランテ

ィア等の人材育成の充実に努めます。 

・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図り、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。 

・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。 

・公民館活動や生涯学習の場となっている施設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、公民

館活動や生涯学習の活動の場の確保や各種活動支援を検討します。 

・子どもから高齢者まで、誰もが気軽に図書館やプラネタリウムなど様々

な教育・文化施設を活用し、日常生活がより楽しく、豊かになるよう、

取り組みを進めます。 

【主な事業等】 

・公民館事業 

・男性・女性教育事業 

・高齢者教育事業 

・文化教室事業 

・ボランティア等の人材育成とネットワークづくり 

・図書館など教育・文化施設の充実 

 

○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。 
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・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 

・音楽フェスタ等の活動支援 

 
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

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、誰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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－87－ 
 

 
 
 
 

５ 連携を強め地域を支える

ネットワークの創造
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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。 

 

 

 

・木津地域、加茂地域、山城地域の個性と魅力を高めるとともに、それぞれの役割分

担や補完関係を充実していくため、円滑に交流・連携できる道路や公共交通の整備・

充実を図ります。 

・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 

 

 課   題 

施策の体系 

 展   望 
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■鉄道乗車人員 

【ＪＲ】                                          （単位：人） 

棚倉駅 上狛駅 木津駅 
年次 総数 

乗車人員 1 日平均 乗車人員 1日平均 乗車人員 1日平均 

平成 17 年 2,837,510 209,145 574 168,265 461 1,129,675 3,095

平成 18 年 2,809,040 204,765 561 167,535 459 1,138,070 3,117

平成 19 年 2,809,405 203,670 558 170,455 467 1,169,095 3,203

 

（単位：人） 

西木津駅 加茂駅 
年次 

乗車人員 1 日平均 乗車人員 1日平均

平成 17 年 186,150 511 1,144,275 3,136

平成 18 年 174,470 478 1,124,200 3,080

平成 19 年 168,995 463 1,097,190 3,006

（資料：西日本旅客鉄道株式会社） 

 

 

【近鉄】                                          （単位：人） 

木津川台駅 山田川駅 高の原駅 
年次 総数 

乗車人員 1 日平均 乗車人員 1日平均 乗車人員 1日平均 

平成 17 年度 8,073,147 434,776 1,191 890,702 2,440 6,747,669 18,487

平成 18 年度 8,056,007 440,432 1,207 882,874 2,419 6,732,701 18,446

平成 19 年度 8,652,659 437,181 1,194 853,656 2,332 7,361,822 20,114

（資料：近畿日本鉄道株式会社） 

 

 

■市道、都市計画道路の整備状況 

【市道】 

改良済 舗装率 
道路延長 道路面積 

延長 改良率 延長 面積 舗装率

479,500.0m 2,283,496.7m2 215,909.6m 45% 404,224.2m 2,082,807.3m2 91.2%

(平成 20 年 3月末 資料：管理課) 

 

 

【都市計画道路】 

計画決定総延長 改良済延長 概成済延長 

73,060m 49,988m 7,270m

(平成 20 年 3月末 資料：都市計画課) 
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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、国道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。 

・府道上狛城陽線椿井バイパス等の改良について、京都府と連携・調整

を図り改良・整備を促進します。 

【主な事業等】 

・国道 163 号の拡幅等整備促進 

・木津川右岸宇治木津線道路新設促進 

・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 

・府道上狛城陽線椿井バイパス等の整備促進 
 

○地域間循環道路の整備 

・広域幹線道路の整備とともに、市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 

 施策の展開 
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・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 

 

○地域内生活道路網の整備 

・歩行者や自転車が安全に通行できるバリアフリーの視点を重視して生

活道路等の整備・充実を計画的に進めます。 

【主な事業等】 

・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 

・市道１０９２号道路整備事業 

・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事業化に向けた検討 

・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 

○まちづくりと連携した公共交通戦略の取り組み 

・コンパクトで持続可能な魅力あるまちの実現に向け、まちづくりと一体と

なって、円滑な交通の確保や、徒歩・自転車・公共交通の役割分担など総

合的な公共交通戦略の検討と実現に努めます。 

 

○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
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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。 

・木津駅東駐輪・駐車場整備に併せ、市営駐輪・駐車場の管理及び使

用料等のあり方について、検討を進めます。 

【主な事業等】 

・JR 駅舎再生業務委託事業 

・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。 

・京阪奈新線の市域内への延伸を関係機関に働きかけるなど、積極的

に促進します。 

【主な事業等】 

・JR 複線化、輸送力向上等の促進要望 

・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、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、早期に再編のための実証

運行を行い、本格運行をめざします。 

【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

奈良街道や三重とを結ぶ旧伊賀街道を歴史文化軸としてとらえ、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 

○木津川及び支流の水辺環境の整備 

・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、木津浜、木津川潜没橋（泉橋）及び加茂浜につい

て、親水公園としての再整備や散策路等によるネットワーク化など、

増水時の安全対策等も考慮し、関係機関と協議・検討を進めます。 

・京都府と連携して、山田川など、河川改修が完了した河川の河川敷を

活用した散策路整備等、水と緑のネットワーク化を進めます。 

【主な事業等】 

・木津川を活かした親水公園整備等の検討 

・河川管理用通路等を活用した遊歩道等の整備の検討 

 

 

○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
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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】 

・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、土木の近代遺産である

橋りょう跡・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・田園環境の保全を図るとともに、快適な

生活環境と風格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 

・市役所周辺は本市の中心市街地として市街地整備を進めるとともに、

加茂地域及び山城地域については、市街地整備事業等により整備され

た都市基盤を活かして地域コミュニティ・日常生活の顔・核としての

都市機能の充実を図り、活力と持続可能なまちづくりを進めます。 

・学研都市において、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。 

・中心市街地や学研都市等において、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。 

・中山間地域や限界集落化傾向にある地域においては、過疎化・高齢化

の進行や農業・農村の担い手の減少及び耕作放棄地の増加等により、

地域活力や多面的機能の低下が懸念されており、地域の活性化・振興

を図ります。 

・良好な都市環境の形成を図るため、まちづくりの進展に応じて用途地

域の設定を検討します。 

・少子高齢化社会に対応したコンパクトで魅力あるまちづくりに向けて、

交通渋滞の緩和、交通に起因する環境負荷の軽減等のため、過度に自

家用車に依存することなく、徒歩、自転車、公共交通等の各モードが

連携し、適切な役割分担による望ましい都市・地域像の検討と実現に

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 

・都市・地域総合交通戦略の検討 

 

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
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を育み、にぎ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。 

【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。 

 
③学研都市の整備促進 

◆施策の基本方針 

学研都市について、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持つ都市の形成を促進します。国や京都府、都市再生

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。 
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◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○学研都市の個性ある景観形成の促進と機能充実 

・学研都市において、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

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、精華・西木津地区、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、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。 

【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 

・学研都市の公共施設の移管と維持管理体制の確立 

 

 

○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（基本構想「将来都市構造図」における学研

市街地整備ゾーン部分）については、平成 15 年度に都市基盤整備公団

（（現）都市再生機構）による土地区画整理事業の中止が決定されとこ

ろでありますが、関係機関及び地元地権者等と連携・協働して、関西文

化学術研究都市にふさわしい地域環境が有する可能性を活かして、新た

な土地利用のあり方の検討を進め、その具体化をめざします。 

・木津北地区については、本市の里山景観のシンボル性や歴史的重要性を

考慮し、里山環境の再生を図り、地域づくり及び地域振興のための資源

としての視点からも検討を進めます。 

・木津東地区については、優れた田園環境の保全と活用に配慮しながら、

宅地等整備のための諸条件を整理し、都市的土地利用の可能性について

検討を進めます。 

 

○周辺地域における市街地整備の推進 

・学研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。 
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６ 環境と調和した持続可能な

まちの創造
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６ 環境と調和した持続可能なまちの創造 

 

 

 

・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与えてくれています。次世代にわたって、豊かな自然と

地球環境への負荷の軽減を図ることが必要です。 

・環境負荷を軽減するため、省資源・省エネルギーの推進や自然エネルギーの導入等

により、持続可能なまちづくりが求められています。 

・地域の環境が地球全体の環境と深く関わっていることから、生態系及び自然的条件

に配慮した自然と共生するまちづくりが求められています。 

・西部塵埃処理組合打越台環境センターの老朽化が進んでいることから、その対応が

求められています。 

 

 

 

・市民一人ひとりが環境保全を意識するとともに、住民、事業者及び行政等が連携し、

それぞれの責務と役割に応じて自主的・積極的に環境への負荷軽減に努めるなど、

自然の物資循環を損なうことなく、持続的に発展でき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 

 

 課   題 

施策の体系 

 展   望 
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■ごみ処理状況 

 

総排出量（ｔ） 年間収集量（ｔ）

住民 1 人あたり年

間平均排出量 

（ｋｇ） 

住民 1 人あたり 1

日平均排出量 

（ｇ） 

 

計画処理

区域内人

口(人) 
可燃物 不燃物 可燃物 不燃物 可燃物 不燃物 可燃物 不燃物

平成 17 年 65,159 10,666 3,708 10,666 3,613 164 57 448 156

平成 18 年 66,110 11,020 3,864 11,020 3,780 167 58 457 160

平成 19 年 67,707 10,973 3,548 10,973 3,469 162 52 444 144

(資料：まち美化推進課) 

 

■リサイクル事業の状況 

（単位：ｔ） 

 
計 缶・金属類 びん類 ペットボトル

プラスチック

製容器包装 
紙パック 

平成 17 年 1671.02 374.57 272.81 131.35 869.13 23.16

平成 18 年 1747.14 342.40 336.88 152.47 894.23 21.16

平成 19 年 1659.74 286.35 366.60 142.09 843.83 20.87

(資料：まち美化推進課) 

 
■都市公園の状況 

平成 19 年度末現在 

木津地区 加茂地区 山城地区 合計 

 箇所数 面積（㎡） 箇所数 面積（㎡） 箇所数 面積（㎡） 箇所数 面積（㎡）

街区公園 40 62,762.60 14 32,123.44 6 9,363.12 60 104,249.16

近隣公園 4 88,846.85 2 35,359.28     6 124,206.13

地区公園 2 80,005.43  －  － 1 43,802.57 3 123,808.00

広場公園 1 10,715.63 1 5,664.00  －  － 2 16,379.63

都市緑地 12 79,830.98  －  －  －  － 12 79,830.98

緑   道  －  － 2 2,565.00  －  － 2 2,565.00

合   計 59 322,161.49 19 75,711.72 7 53,165.69 85 451,038.90

(資料：管理課) 
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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不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 

・地域特性を踏まえた省資源・省エネルギーの推進や太陽光発電等の新エネル

ギーの導入等に向けた未来像の検討を進めるとともに、環境負荷の軽減に対

する情報提供や意識向上を図ります。 

・電気・ガス・自動車等の使用により排出される二酸化炭素等の温室効果ガス

の地球環境への負荷について、市民・行政がともに認識する中で、省エネル

ギー対策、新エネルギーやフードマイレージ*等の普及・導入に関する活動を

はじめ、環境共生のまちづくりを進めます。 

・日本の伝統でもある“もったいない”精神を深化させ、ごみの分別・減量・

再資源化や買い物袋持参運動等のエコライフスタイルの啓発や実践を促進

し、身近な自然環境に及ぼす影響の少ない生活環境づくりを進めます。 

・ごみのポイ捨て、落書き防止や各家庭におけるペットの適正な飼養に関する

啓発活動を進めます。 

【主な事業等】 

・環境基本条例*の実践 

・地球温暖化対策実施計画の策定 

 

 

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。 
 

 施策の展開 



 

－103－ 
 

◆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、自然環境への負荷が少ない土地利用

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。 

・豊かな里山・河川等の自然環境とそこに生息・生育する様々な動植物

を保護する意識を高め、市民と行政が連携し、自然の生態系を守るた

めの保護活動を進めます。 

【主な事業等】 

・放置竹林拡大防止対策 

・里山保全対策の検討 
 

○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、地区ごとに地区計画制度の導入を住民参加により検討し

ます。 

【主な事業等】 

・新たな地区への地区計画制度の導入検討 
 

○公園、緑地等の整備 

・公園や身近なオープンスペース等における緑の保全・創出を計画的に

進めるため、「緑の基本計画」の見直しを行うなど、市街地等の緑化

率の向上と自然環境の啓発を進めます。 

・公園や森林等の緑化対策や、ビオトープ*、雨水浸透ます*など、環境に

配慮した取り組みを進めます。 

・公園・緑地・街路樹等の維持管理に際しては、周辺の自然環境への配

慮に努めます。 

【主な事業等】 

・公園・緑地・街路樹維持管理の推進 

・森林ボランティア活動等の推進 

・緑の募金活動の推進 
 

○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。 

・休耕地等を活用して、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*・市民農園を検討します。 

【主な事業等】 

・クラインガルテン、市民農園の検討 
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・生産緑地制度 

○河川・地下水の水環境の保全 

・住民、NPO・ボランティア、事業者、行政など、それぞれが環境に対

する認識を深めながら、周辺の地下水、河川の水質汚濁や土壌汚染等

の公害防止に努めるとともに、河川の美化・浄化活動を推進します。 

・定期的に河川の水質検査を実施し、水質汚濁防止を図ります。 
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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、行政等において、環境保全に対する認識が

深まり、それぞれの立場での取り組みや連携した活動が進むよう、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 

○環境教育と環境保全活動の推進 

・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、環境保全に関する情報発信と啓発

活動を積極的に推進します。 

・冷暖房温度の目標設定やクールビズ、ウォームビズ*、節水、節電、フ

ードマイレージ等の身近な取り組みの実践を推進します。 

・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

それぞれの立場での取り組みや連携した活動が進むよう、人材・環境

保全団体育成や環境保全活動を支援します。 

【主な事業等】 

・ごみの４Ｒ運動*の実践 

・リサイクル研修ステーション運営 

・各種リサイクル・環境保全イベント 

 

 

②環境への負荷が少な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、不法投棄、ごみのポイ捨てをなくすなど、

生活環境の美化を推進します。 

・公害防止策や環境への負荷が少ない循環型社会を実現するため、近隣

自治体等の連携や本市の財政運営などあらゆる視点からごみの適正処

理のあり方を検討します。 
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・清掃センターの建設･稼動に向けて市民に理解と協力を求めるとともに、

関係機関との調整など計画的に取り組み、市民の日常生活に欠かすこ

とのできないごみ処理対策を推進します。 

【主な事業等】 

・環境美化事業 

・ごみ処理 

・し尿処理 

・合併浄化槽設置助成 

・不燃物管理地の管理 

・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*、エコドライブ*等の啓発を推進します。 

・環境への負荷が少な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 

・地球温暖化防止対策の啓発活動 
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７ まちづくりへの参画と協働の

創造



 

－108－ 
 

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・高度化する市民ニーズを

的確に把握し、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。 
 

 

 

・地域課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

環境と調和した持続可能な
まちの創造

連携を強め地域を支えるネット
ワークの創造

すべての市民が等しく社会参加できるまちづくりの推進

市民と行政のパートナーシップの推進

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

地方分権改革への対応

 

 課   題 

施策の体系 

 展   望 
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■木津川市内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人 

 

平成 20 年現在のＮＰＯ法人の団体数 12 件 

 

1

0

1 1

3

0

2

4

0

0

1

2

3

4

5

平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19

木津川市のＮＰＯ法人の年別認証件数
(件）

 

(資料：京都府認証のＮＰＯ法人一覧表) 

 

■木津川市の住民参加のまちづくりに関するアンケート調査結果 

 

今後、住民参加のまちづくりや地域でのコミュニティ活動などを推進していくためには、ど

のような取り組みが必要だとお考えですか。次の中から特に優先すべきと思うものを２つ以内

で選び番号に○をつけてください。 

 

3.0%

1.8%

7.8%

11.4%

10.4%

27.8%

26.0%

12.8%

30.2%

12.1%

18.9%

0% 10% 20% 30% 40%

１　まちづくりや地域活動の組織の育成

２　多様なボランティアの育成

３　活動への参加の機会、場づくり

４　人材の発掘とリーダーの育成

５　住民のまちづくりへの関心を高めるためのイベントの実
施

６　各種活動に関する情報の提供

７　各種活動団体相互の交流やネットワークの充実

８　それぞれの自主性にまかせる

９　わからない

10　その他

　　不明・無回答

 

５ 住民のまちづくりへの関心を高めるためのイベントの実施
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（１）すべ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、すべての住民が安心・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（ドメスティックバイ

オレンス）などによる人権侵害、女性・男性・子ども・高齢者・障害者・

外国人等に関する様々な人権問題に配慮した施策を推進します。 

・人権に関する様々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。 

・女性に関する様々な相談、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 

・人権教育・啓発推進事業 

・女性センター事業 

・男女共同参画の推進 

・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。 
市民が様々な国・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、様々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、国際理解や

学校教育等の充実の推進を図ります。 

【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 

・多くの市民の声を市政に活かすため、インターネット等の多様な情報

通信手段を活用し、市民とのパートナーシップの向上を図ります。 

・市民の生活実感に基づく多様な意見を施策に反映するための市民参

加・参画の基本ルールの検討を進めるとともに、パブリックコメント*

制度、ワークショップ*や各種委員会への公募等の充実を図ります。 

【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 
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・行政相談 

・公聴活動の充実 

・選挙投票率の向上活動の推進 

 

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・高度化する地域課題を解決するため、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 

・市民と行政が協働してまちづくりを進める上で、市民と行政の役割分

担や連携のあり方、市民同士の連携のあり方を検討し、協働によるま

ちづくりのルールの確立をめざします。 

・地方分権の本格化により、「団体自治」の拡充と「住民自治*」確立に

よる自治体の自律的運営がさらに求められていることから、住民自治

の理念を示すための自治基本条例等の調査・検討を進めます。 

・NPO・ボランティア団体等と行政が協働事業等に取り組むことにより、

行政の効率化と行政主導体制の改善を図ります。 

・地域課題をともに解決する NPO・ボランティア団体など、市民活動団

体の育成や活動支援の充実を図ります。 

【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 

・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 

 

○学校・企業等との交流連携 

・多様化する地域課題に対応するため、教育、福祉、産業など各分野の

最先端の専門情報が集まる大学・研究機関や、経営や人材育成等のノ

ウハウを持つ企業との連携・協働による取り組みを推進します。 

・市内の同志社大学（学研都市キャンパス）をはじめ、多くの大学・研
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究機関・企業等と本市の双方が持つ資源を有効に活用するため、人材

交流等の取り組みを進めます。 

・小、中、高等学校等では、近年、地域を対象に福祉、環境、文化、芸

術、スポーツなど様々な分野で活動が盛んになってきています。地域

との連携など特色ある学校づくりの活動に対する支援や市が取り組む

事業との協働・連携の取り組みを進めます。 
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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機構や予算等を連携させ、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 

・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め

ざします。 

【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、地域間格差のない

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推進 

・外国人登録事務 

・窓口サービスの充実と時間延長の検討 

 

 

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るため、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・地域課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】 

・行政評価・事業評価システムの構築 

・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、コスト意識の徹底や民間活力の導入等により、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 

・指定管理者制度*の活用 

・市場化テスト*の検討と導入 
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○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】 

・財政健全化判断比率*及び財務書類４表*の作成・公表 

・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、税制改正など課税内容に対する説

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 

・課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 

・税の課税・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 

・支所施設の有効活用の検討 
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（４）地方分権改革への対応 

◆施策の基本方針と取り組み 

第 1 次地方分権改革では、国と地方との関係を対等・協力の関係へと転換

することを中心に分権型社会への基礎作りが進みました。 

今次の地方分権改革では、各地域がその特性を活かして発展できるよう、

事務事業の移譲を進め、地方自治体の自由度を拡大する仕組みを構築するこ

とで、元気があり多様な個性と創造力を発揮できる地域社会を形成すること

をめざして検討が進められています。 

地方分権改革推進委員会による第 1 次勧告（平成 20 年５月 28 日）では、

くらしづくり分野やまちづくり分野を中心に、６４の法律、３５９の事務権

限を基礎自治体に移譲する方針が示されました。 

本市では、地方分権に対応した責任ある政策形成ができるよう、行財政運

営を進めるとともに、生活圏域に対応して多様な課題に対処できるよう、柔

軟に広域的な都市連携を探り、また NPO 等との連携・協働を図ります。 

 

 
 

（５）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課題に対応するため、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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8 財政収支見通し
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8 財政収支見通し  

※第８章は、平成２１年度当初予算等の状況により、 

今後、最新のデータで更新する。 

（１）財政収支見通しとは 

     財政収支見通しは、歳入歳出の各項目別に、過去の決算・直近の決算見込みの

状況や現行の財政制度等を勘案し、歳入・歳出について普通会計ベースで推計し

たものであり、個別の事業を積み上げて算出する単年度の予算とは、算出方法が

異なるものです。 

また、事業費は概算であり、将来の社会経済情勢の変化等に伴い変動する場合

があります。 

 

（２）財政収支見通しを設定する目的 

     財政収支見通しは、今後の財政見通しを明らかにするとともに、中長期的な展

望に立って、選択と集中により限られた財源の効率的な運用を図り、適切な財政

運営の下に、総合計画の着実な推進を図るために設定するのもです。 

 

（３）財政収支見通しの設定方法 

現在の案は、平成１９年度決算及び平成２０年度当初予算を基に、人口増加によ

る影響や今後実施する大規模事業計画案を考慮して推計しています。 
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（４）財政収支見通し 

（単位：百万円）

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算）

7,554 7,612 7,746 7,960 8,599 8,699 9,076 9,428 9,854 10,032

1,020 1,218 1,280 1,488 233 1,138 1,166 1,174 1,184 1,194

313 294 297 229 967 170 170 170 170 170

4,389 4,206 4,200 4,164 4,771 4,708 4,713 4,711 4,667 4,635

13,276 13,330 13,523 13,841 14,570 14,715 15,125 15,483 15,875 16,031

164 369 116 62 70 185 40 40 40 40

532 560 623 649 657 706 709 710 711 678

1,425 1,951 1,127 1,549 1,222 1,928 1,205 1,219 1,233 1,248

630 992 246 872 286 1,031 360 304 243 360

1,224 996 1,038 1,030 1,076 987 992 998 1,003 1,009

371 219 107 163 155 103 60 87 40 39

302 118 155 95 60 32 32 32 32 32

5 5 136 715 92 225 13 12 12 26

1,282 1,321 1,197 7,343 506 488 751 560 334 211

354 533 458 334 227 0 0 0 0 0

133 124 675 1,442 121 100 100 100 100 100

3,111 2,262 2,096 3,483 2,858 2,605 1,332 1,016 817 971

21,808 21,569 21,144 30,543 21,459 21,971 20,299 20,170 20,157 20,346

4,506 4,427 4,340 4,332 4,191 4,376 4,335 4,345 4,361 4,381

うち職員給 3,103 3,047 2,960 2,982 2,909 2,840 2,847 2,882 2,892 2,907

2,856 2,776 2,732 3,094 2,951 3,370 3,278 3,186 3,095 3,003

125 137 108 95 182 73 75 75 75 75

7,487 7,340 7,180 7,521 7,324 7,819 7,688 7,606 7,531 7,459

1,117 1,324 1,442 1,580 2,312 2,100 2,134 2,168 2,224 2,282

2,497 2,422 2,554 2,562 2,595 3,205 3,221 3,237 3,253 3,269

4,484 4,649 4,440 8,236 3,884 4,648 3,116 2,941 2,844 2,943

1,762 2,199 545 1,903 711 1,914 1,268 1,054 1,059 1,068

2,625 2,428 3,879 6,258 3,173 2,734 1,848 1,887 1,785 1,875

52 3 13 34 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,033 2,816 2,432 2,411 2,420 2,471 2,382 2,428 2,482 2,537

304 239 449 5,850 450 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,261 2,258 2,240 2,121 2,140 1,728 1,758 1,790 1,823 1,856

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21,235 21,051 20,750 30,315 21,127 21,971 20,299 20,170 20,157 20,346

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算）

573 518 394 228 332 0 0 0 0 0

183 227 234 144 243 0 0 0 0 0

12,680 12,648 12,834 12,944 13,829 14,272 14,385 14,505 14,626 14,731

0.604 0.619 0.633 0.645 0.662 0.657 0.646 0.628 0.632 0.637

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

89.2 91.3 91.0 92.1 90.3 93.3 92.9 92.7 92.5 92.4

－ － 17.5 16.3 13.7 14.8 14.7 14.6 14.4 14.1

22,282 22,299 22,474 24,033 24,957 25,646 25,031 24,071 22,983 22,076

13,510 12,480 11,799 10,374 10,330 9,842 9,091 8,531 8,197 7,986

3,993 3,748 3,638 3,264 3,379 3,079 2,779 2,280 2,080 1,969

443 273 536 540 841 841 541 541 541 541

9,074 8,459 7,625 6,570 6,110 5,922 5,771 5,710 5,576 5,476

区　　分

地 方 税

地 方 譲 与 税

交 付 金

地 方 交 付 税

小計（一般財源計）

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国 庫 支 出 金
うち普通建設事業に係るもの

府 支 出 金
うち普通建設事業に係るもの

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

地 方 債

歳 入 合 計

人 件 費 ａ

物 件 費 ｂ

維 持 補 修 費 ｃ

ａ＋ｂ＋ｃ＝ｄ

扶 助 費

補 助 費 等

普 通 建 設 事 業 費

う ち 補 助 事 業 費

う ち 単 独 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

失 業 対 策 事 業 費

公 債 費

積 立 金

貸 付 金

繰 出 金

そ の 他

歳 出 合 計

（単位：百万円）

区　　分

【財政指標等】

形 式 収 支

実 質 収 支

標 準 財 政 規 模

財 政 力 指 数

実質赤字比率(％)

経常収支比率(％)

実 質 公 債 費 比 率

地 方 債 現 在 高

積 立 金 現 在 高

財政調整基金

減 債 基 金

その他特定目
的 基 金
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9 まちづくりの成果指標
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9 まちづくりの成果指標  

 

（１）成果指標とは 

成果指標の設定は、効率的で効果的な市政の実現をめざすとともに、市政の

透明性を高め、その内容を市民のみなさんにわかりやすく説明するための手段

のひとつです。 

成果指標による評価は、 PDCA サイクルの点検（Check）にあたります。 

成果指標を活用し、施策の改善や見直しを行います。（基本構想の「５ 行

政経営の方針」を参照） 

 

（２）成果指標を設定する目的 

成果指標を設定する目的としては、主に、以下の３点があげられます。 

○施策の目的や到達点の公表 

・施策の目的や到達点を数値化することで、市民のみなさんにわかりやす

く伝えます。 

○施策の進ちょく状況の把握・点検とそれに基づく改善 

・施策について、その時々の到達点を客観的に把握・点検するとともにそ

の結果に基づき改善します。 

○職員の能力向上と質の高い市政の運営 

・施策の継続的な評価とその結果による改善を繰り返すことによって職員

の政策形成能力を高め、より質の高い市政の運営をめざします。 

 

（３）成果指標の設定方法 

基本構想に定める「まちづくりの重点戦略」と「行政経営の方針」の各項目

の進ちょくと成果に関する評価指標を設定するとともに、総合計画の目標年次

における目標数値を定めます。 

成果指標の項目は、施策の目的・目標を端的に表し、市民のみなさんにわか

りやすいもの、継続的にデータを収集できるものとします。 
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（４）成果指標と目標数値 

～木津川市総合計画の進ちょくを測る４６の成果指標と目標数値～ 

①まちづくりの重点戦略に関する成果指標と目標数値 

 
□関西文化学術研究都市まるごと活用戦略 

現状数値及び目標数値 

目標数値 分野 成果指標 数値の算出方法 現状数値 

(H19 年度

末を基本) 
H25年度末 H30年度末 

備考 

木津川市で新規

開業した事業所

数 

1 年間の法人市民

税の申告に基づく

法人設置数 

130 社 ↑ ↑ 

 

学 研 都 市 の

産 業 分 野 で

の 活 用 木津川市で廃止

した事業所数 

1 年間の法人市民

税の申告に基づく

法人廃止数 

86 社 ↓ ↓ 

 

学 研 都 市 の

教育・交流分

野 で の 活 用 

学校教育に関わ

った学研都市の

研究者数 

1 年間で小中学生

を対象に授業、講

義を行った学研都

市立地企業の研究

者の延べ人数 

６人 ↑ ↑  

 

 

 

□木津川市文化創造戦略 

現状数値及び目標数値 

目標数値 分野 成果指標 数値の算出方法 現状数値 

(H19 年度

末を基本) 
H25年度末 H30年度末 

備考 

公民館における

文化活動の参加

者数 

1 年間に公民館で

行われた文化関連

の講座に出席した

市民の数 

1,905 人 3,000 人 5,000 人  

けいはんなプラ

ザ・プチコンサー

ト IN 木津川来場

者数 

1 年間に行われた

けいはんなプチコ

ンサートの来場者

数 

450 人 500 人 550 人 
年 2 回

実施 

地 域 文 化 の

融 合 に よ る

新たな「木津

川市文化」の 

創 造 地域の歴史や文

化とのふれあい

活動のための環

境に対する満足

度 

アンケート調査で

「地域の歴史や文

化とのふれあい活

動のための環境」

に対して「満足」、

「ほぼ満足」と答

えた人の割合 

27.3% 33.3% 38.3%  

地 域 資 源 の 

保 全 ・ 活 用 

木津川市を訪れ

た観光客数 

１年間の観光入込

客数 
714,609人 759,000人 797,000人  
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現状数値及び目標数値 

目標数値 分野 成果指標 数値の算出方法 現状数値 

(H19 年度

末を基本) 
H25年度末 H30年度末 

備考 

ボランティアガ

イドの登録者数 

年 3 月末時点での

ボランティアガイ

ド（NPO 法人ふる

さと案内・かも、

山城町ふるさと案

内 人 の 会 等 ） の

登録者数 

64 人 ↑ ↑  

地 域 資 源 の 

保 全 ・ 活 用 

まちなみやまち

の雰囲気に関す

る満足度 

アンケート調査で

「まちなみやまち

の雰囲気」に対し

て「満足」、「ほ

ぼ満足」と答えた

人の割合 

42.7% 48.7% 53.7%  

 
 
 
 
 
 
□安心・安全のくらし実現戦略 

現状数値及び目標数値 

目標数値 分野 成果指標 数値の算出方法 現状数値 

(H19 年度

末を基本) 
H25年度末 H30年度末 

備考 

自主防災組織へ

の加入世帯割合 

３月末時点での自

主防災組織への加

入世帯数÷全世帯

数 

42% 48% 53%  

自主防災訓練参

加者数 

１年間に地域で行

われた自主的な防

災訓練への参加者

数 

1,850 人 1,964 人 2,064 人  

木造住宅耐震診

断件数 

１年間で木造住宅

の耐震診断を実施

した件数 

5 件 
累計 

35 件 

累計 

60 件 
 

ま ち の 

安 心 ・ 安 全 

防災対策に対す

る満足度 

アンケート調査で

「地震、火災、水

害などに対する防

災対策」に対して

「満足」、「ほぼ

満足」と答えた人

の割合 

13.0% 20.1% 27.2%  

交通事故件数 
１年間の交通事故

発生件数 
263 件 ↓ ↓  

犯罪発生件数 
１年間の犯罪発生

件数 
787 件 ↓ ↓  

生 活 の 

安 心 ・ 安 全 
防犯・交通安全対

策に対する満足

度 

アンケート調査で

「防犯・交通安全

対策」に対して「満

足」、「ほぼ満足」

と答えた人の割合

15.9% 24.3% 32.8%  
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現状数値及び目標数値 

目標数値 分野 成果指標 数値の算出方法 現状数値 

(H19 年度

末を基本) 
H25年度末 H30年度末 

備考 

生 活 の 

安 心 ・ 安 全 

学校給食での地

元産食材の使用

頻度 

学校給食で使用し

た年間使用回数÷

年間実施回数 

25% 30% ３0% 

H30 年

度には一

日の献立

の食材品

目での使

用 割 合

30％を

めざす。
特定健康診査に
おけるメタボリ
ックシンドロー
ム*該当者及び予
備群の減少率 

平成 20 年度と比
較したメタボリッ
クシンドローム該
当者及び予備群の
割合 

_ 12％の減少 20％の減少 

 

普通救命講習、上

級救命講習を新

規に受講した人

の数 

普通救命講習と 

上級救命講習の 

終了証発行数 

普通1,624人

上級32人 

普通1,700人 

上級40人 

普通1,750人 

上級60人 
 

ボランティア登

録者数 

社会福祉協議会の

ボランティア登録

者数 

1,079 人 1,145 人 1,204 人  

病院、診療所の利

用のしやすさ、サ

ービスに対する

満足度 

アンケート調査で

「病院、診療所の

利用のしやすさ、

サービス」に対し

て「満足」、「ほ

ぼ満足」と答えた

人の割合 

27.3% 31.3% 35.3%  

心 と 身 体 の

安 心 ・ 安 全 

高齢者・障害者の

福祉援助に対す

る満足度 

アンケート調査で

「高齢者・障害者

の福祉援助」に対

して「満足」、「ほ

ぼ満足」と答えた

人の割合 

14.4% 20.2% 25.9%  
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□まちぐるみの子育て・教育環境づくり戦略 

現状数値及び目標数値 

目標数値 分野 成果指標 数値の算出方法 現状数値 

(H19 年度

末を基本) 
H25年度末 H30年度末 

備考 

保育園の待機乳

幼児数 

保育園の待機乳幼

児数 
26 人 ↓ ↓ 

子 育 て

支 援 課

保 育 環 境 、 

サ ー ビ ス の 

充 実 
保育、子育てを支

援するサービス

に対する満足度 

アンケート調査で

「保育、子育てを

支 援 す る サ ー ビ

ス」に対して「満

足」、「ほぼ満足」

と答えた人の割合

16.3% 18.8% 21.3% ( 

乳幼児相談の利

用割合 
利用者/対象者 115.9% 120% ↑ 

健 康 推

進 課子 ど も の 

安 心 ・ 安 全 

対 策 「こども110番

の家」設置数 

「こども 110 番

の家」設置数 
641 件 ↑ ↑  

スクールボラン

ティアの登録数 

スクールボランテ

ィアの登録数 
1,200 人 ↑ ↑  

教 育 環 境 、 

サ ー ビ ス の 

充 実 

小・中学校の教

育に対する満足

度 

アンケート調査で

「小・中学校の教

育」に対して「満

足」、「ほぼ満足」

と答えた人の割合

17.6% 19.1% 20.6%  

 
 
 
 
 
 
 

□地域間連携強化戦略 

現状数値及び目標数値 

目標数値 
分野 成果指標 数値の算出方法 

現状数値 

(H19 年度

末を基本) 
H25年度末 H30年度末 

備考 

国道 24 号の混

雑度 

国道 24 号の木津

川原田での平日混

雑度 

1.40 1.25 1.00 

混雑度の

目安 

1.00 ～

1.25：混

雑する時

間帯が 1

～2 時間

ある状態

1.00 未

満：渋滞

のない状

態 

地 域 間 の 

連 携 強 化 

都市計画道路整

備率 

整備済延長/計画

延長 
78.4% ↑ ↑  
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現状数値及び目標数値 

目標数値 
分野 成果指標 数値の算出方法 

現状数値 

(H19 年度

末を基本) 
H25年度末 H30年度末 

備考 

コミュニティバ

スの年間利用者

数 

コミュニティバス

（福祉バス含む）

の年間利用者数 

385,000人 390,000人 400,000人  

地 域 内 の 

連 携 強 化 生活道路の便利

さに対する満足

度 

アンケート調査で

「生活道路の便利

さ」に対して「満

足」、「ほぼ満足」

と答えた人の割合

40.6% 46.6% 51.6%  

 

 

 

□環境保全・地球市民育成戦略 

現状数値及び目標数値 

目標数値 
分野 成果指標 数値の算出方法 

現状数値 

(H19 年度

末を基本) 
H25年度末 H30年度末 

備考 

まちの美化活動

に参加されるボ

ラ ン テ ィ ア の 

人数 

アダプトプログラ

ム登録者数 
483 人 ↑ ↑  地 球 環 境 と

身 近 な 自 然

の 保 全 と 

継 承 里山の維持管理

への参加者数 

1 年間で里山の維

持管理活動に参加

した人数 

440 人 780 人 1,255 人  

市民一人あたり

の一般廃棄物（可

燃・不燃、粗大ご

み）の排出量 

1 年間に排出量さ

れたごみの総量÷

人口 

可燃 162kg

不燃 42kg 

粗大 10kg 

↓ ↓  

一般廃棄物（不

燃、粗大ごみ）の

再資源化率 

1 年間に中間処理

等によって再資源

化された廃棄物の

量÷廃棄物の総量

不燃系 

60% 

粗大系 

31% 

↑ ↑  

ごみの減量化や

リサイクルの取

り組みに対する

満足度 

アンケート調査で

「ごみの減量化や

リサイクルの取り

組み」に対して「満

足」、「ほぼ満足」

と答えた人の割合

38.3% 44.3% 49.3%  

リサイクル研修

ステーション利

用者数 

1 年間でリサイク

ル研修ステーショ

ンを利用した人数

6,480 人 ↑ ↑  

環 境 負 荷 の 

低 減 

電気、ガスによ

る市民一人あた

り二酸化炭素排

出量 

1 年間の電気、ガ

ス（都市ガス、プ

ロパン）による二

酸化炭素の排出量

÷人口 

1.32 ﾄﾝ 1.23 ﾄﾝ 1.15 ﾄﾝ 

2050年

で半減を

目標（毎

年均等に

削減） 
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②行政経営の方針にかかる成果指標と目標数値 

 

現状数値及び目標数値 

目標数値 分野 成果指標 数値の算出方法 現状数値 

(H19 年度

末を基本) 
H25年度末 H30年度末 

備考 

実質赤字比率 ― → → 
H19黒字 

早期健全化基準

12..81% 

連結実質赤字比率 ― → → 
H19黒字 

早期健全化基準

17.81% 

実質公債費比率 13.7% ↓ ↓ 
早期健全化基準

25.0% 

財政健全化判断

比率 

将来負担比率 87.3% ↓ ↓ 
早期健全化基準

350.0% 

財 政 

市税収納率 
現状値：H19 収入

済額/調定額 
98.00% 98.50％ 98.80%  

市の審議会等に

おける市民・市民

代表の割合 

木津川市で設置し

た審議会、委員会

等における公募委

員の数÷審議会・

委員会の全委員数

2.3% ↑ ↑  

審議会における

女性委員の割合 

審議会・委員会等

における女性の登

用数/全委員数 

25.7% 35％ ↑  

市民意識調査の

回収率 

総合計画の進ちょ

くを測るためのア

ンケート調査の回

収率 

約 40％ 46% 51%  

協 働 の ま ち

づ く り 

コミュニティ活

動への参加率 

アンケート調査で

「自治会活動など

のコミュニティ活

動」に「積極的に

参加している」、

「必要なものには

参加している」と

回答した人の割合

47.7% 53.7% 58.7%  

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資 料 
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用語の解説 

 
Ａ～Ｚ 

ＬＡＮ 

建物内など敷地が限定された範囲で構築されているコンピュータネットワークのこ

と。 

ＮＰＯ 

「Nonprofit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略で、広義

では非営利団体とされていますが、この総合計画では、非営利での社会貢献活動や慈

善活動を行う市民団体で特定非営利活動促進法（1998 年 3 月成立）により法人格を

得た団体（NPO 法人）のことを指します。 

ＰＤＣＡサイクル 

マネジメント手法の一種。計画を作成（Plan）し、その計画を組織的に実行（Do）

し、その結果を内部で点検（Check）し、不都合な点を改善（Action）したうえでさ

らに、元の計画に反映させていくことで、ら旋状に、品質の維持・向上や環境の継続

的改善を図ろうとするもの。 

 

ア行 

アダプト制度 

公園、河川、道路など公共施設の一部を養子とみなして、市民が里親となって養子

の美化（清掃）等を行う制度。 

インセンティブ方式 

予算執行にあたり、効率的な事業実施や仕様書の見直しなどにより、経費が節減さ

れたり増収につながった場合には、その部局の次年度の当初予算に一定額を上乗せす

るというような方式。 

インターネット 

個々のコンピューター通信ネットワークを相互に結んで、世界的規模で電子メール

やデータベースなどのサービスを行えるようにした、ネットワークの集合体。 

雨水浸透ます 

建物の屋根に降った雨水を地下に浸透させ、下水道管への雨水の流出を抑制すると

ともに水循環を促進するもの。通常の雨水ますと違い、底や横に穴が開いています。 

エコドライブ 

空ぶかし、急発進、急加速等を控え、燃料の節約を心がける運転。 

温室効果ガス 

二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、フロンなど、太陽からの熱が地表から輻射され

る際、地球の外に放出されるのを防いで地球に封じ込め、地表を暖める働きをするガ

ス。 
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カ行 

学校評議員制度 

保護者や地域の方々の意見を幅広く聞き、開かれた学校づくりを推進していくため

の制度。 

環境基本条例 

環境の保全及び創造についての基本理念や市民、事業者及び市の責務を明らかにす

るとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めた条例。 

関西文化学術研究都市 

京都府、大阪府、奈良県の３府県（５市３町）にまたがる京阪奈丘陵に、文化学術

研究施設、文化学術研究交流施設、公共施設、公益的施設、住宅施設、その他の施設

を一体的に整備することを目的として建設する都市をいいます。木津川市では、精華・

西木津地区、平城・相楽地区、木津地区が指定されています。 

関西文化学術研究都市サード・ステージ・プラン 

2006 年 3 月、国土交通省により策定された関西文化学術研究都市の今後おおむね

10 年間の取り組みを示すプラン。 

旧大仏線 

加茂駅から現在の奈良駅の北約 1km の地点に仮設的に作った「大仏駅」との間を

結んだ距離約 8km の路線の通称。明治３１年に開通し、明治４０年に廃線となりま

した。 

共生 

異種の生物が緊密な結びつきを保ちながら一緒に生活すること。 

京都議定書 

1997 年 12 月に京都で開催された「気候変動枠組条約第３回締結国会議（ＣＯＰ

３）」で採択された、二酸化炭素（ＣＯ2）など 6 種類の温室効果ガス*についての排

出削減義務などを定めた議定書のこと。2005 年２月 16 日に発効しました。1990

年を基準年として 2012 年までに温室効果ガスを先進国全体で 5.2％削減することが

義務づけられました。 

クールビズ、ウォームビズ 

クール（cool）、ウォーム（warm）とビジネス（business）の略語である（biz）

を合成した和製英語。クールビズは、仕事場の冷房温度を 28 度に設定しても涼しく

働けるような装い。冬の暖房温度を下げるための厚着のスタイルがウォームビズ。 

クラインガルテン 

クラインガルテンとはドイツ語で「小さな庭」を意味し、ドイツで 19 世紀初めに

自給自足のために作られた小作農園が始まりで、現在では市民農園のことをいいます。 

この総合計画では、都市の人々が気軽に楽しめる市民農園のうち、滞在型のものを

いいます。 

クラスター 

クラスターとは、本来は「ブドウの房」のことで、一体的空間の中に多種多様な機
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能が集積することを意味します。ここでは関西文化学術研究都市の各開発地区を指し

ます。 

グローバル化 

これまでの国の枠を越えて、生活や経済活動における相互関係が世界的規模で広が

っていくこと。 

限界集落 

過疎化などで人口の 50%が 65 歳以上の高齢者になり、社会的共同生活の維持が困

難になった集落のこと。 

高規格幹線道路 

全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路。自動車の高速交通の確保を図る

ために必要な道路で、高速自動車国道及び一般国道の自動車専用道路で構成されます。 

国民保護計画 

外国からの武力攻撃や大規模テロ等に際して、迅速・的確に対処するため、あらか

じめ策定する計画。 

ごみの４R 運動 

リジェクト（発生回避）、リデュース（廃棄物の発生抑制）、リユース（廃棄物の

再使用）、リサイクル（廃棄物の再資源化）の頭文字をとったもので、ごみ減量のキ

ーワードとして 4R といわれます。 

コミュニティ・ビジネス 

営利を目的とするのではなく、地域社会と有機的に結びついて地域社会コミュニテ

ィ全体の活性化、経済的発展に役立つことをめざす活動。 

コミュニティバス・福祉バス 

通常のバスでは対応が困難な地域での公共交通需要に対応するために運行するバス

の総称。木津川市発足当初は、木津地域に「きのつバス」、加茂地域に「加茂コミュ

ニティバス」、「当尾線」、山城地域に「山城送迎循環バス（福祉バス）」を運行し

ていました。 

（第 1 次木津川市総合計画策定時点において、再編に取り組んでいます。） 

 

サ行 

財政健全化判断比率 

自治体の財政状況を判断する４つの基準で、具体的には実質赤字比率、連結実質赤

字比率、実質公債費比率、将来負担比率のこと。 

財務諸表 

企業や団体が作成する一定期間内の財務状況を表した計算書類で、 企業や団体の経

営成績や財務の安全性、利益額の処分方法などを示したもの。 

財務書類 4 表 

貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書のこと。 

貸借対照表とは、市の保有する資産、負債及びその差額である正味財産を示したも



 

－136－ 
 

の。行政コスト計算書とは、発生主義会計の考え方に基づいたうえで収入と費用とを

示したもので、民間企業の損益計算書にあたるもの。資金収支計算書とは、現金収支

の状況を示したもの。純資産変動計算書とは、貸借対照表の正味財産の変動状況を示

したもの。 

市場化テスト 

これまで「官」が独占してきた「公共サービス」について、「官」と「民」が対等

な立場で競争入札に参加し、価格・質の両面で最も優れた者が、そのサービスの提供

を担っていくこととする制度。 

自然エネルギー 

太陽光や熱、風力、潮力、地熱など自然現象から得られるエネルギーのこと。 

指定管理者制度 

公の施設の管理・運営について、民間の能力や活力を活用し、行政の効率化と住民

サービスの向上を図るため、指定を受けた民間事業者、NPO 法人等が管理できる制度。 

住民自治 

地方自治体の行政について、できるだけ幅広く地域住民の参加の機会を認め、住民

の意思に基づきその責任において地方自治の運営を行うこと。 

循環型社会 

有限な地球環境を意識して資源やエネルギーをできるだけ節約し、物を徹底的に再

資源化し廃棄物を出さない社会。 

情報セキュリティポリシー 

情報セキュリティに関する組織の規定であり、セキュリティ対策の基本的な考え方

や具体的なルール、手続きを網羅的にとりまとめたもの。 

シルバー人材センター 

高齢者が日常生活に密着した臨時的、短期的な就労を行い、社会参加と収入の確保

を図るための人材登録組織。 

新エネルギー 

自然の力を利用したり、これまで使われずに捨てていたエネルギーを有効利用する、

環境への負荷が少ないエネルギーのこと。太陽光発電や風力発電、バイオマスエネル

ギー、燃料電池などをはじめ、様々な分野での技術開発が進んでいます。 

総合行政ネットワーク（LGWAN） 

すべての地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワークのこと。 

 

タ行 

第 1 次産業、第 2 次産業、第 3 次産業 

第 1 次産業は、農業、牧畜業、水産業、林業、狩猟業など、農林・水産業を中心と

した採取産業。第 2 次産業は、鉱業、製造工業、建築・土木、ガス・電気・水道業を

含む産業部門で、製造工業を中心とした加工業。第 3 次産業は、卸売・小売業や運輸

業、金融業、公務、その他のサービス業などがあり、第 1 次産業や第 2 次産業に分類
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されない産業が分類されます。 

 

第 6 次産業 

農産物を生産する第 1 次産業と、それを加工する第 2 次産業、農産物・加工製品を

流通・販売し、消費に結びつける第３次産業（流通、情報、サービス等）を、一体的

に展開する産業のこと。1（次産業）×2（次産業）×3（次産業）＝6（次産業）で

あることから第 6 次産業と言われています。 

耐震診断・耐震改修 

耐震診断は、地震に対して建物が、十分な耐震性を持っているかどうかを調べるも

の。耐震改修は、耐震診断の結果、対象建築物が有する耐震性が目標水準より下回っ

ていることが判明した場合、目標の耐震性能を実現するために行う耐震補強のための

改修工事。 

地域包括支援センター 

高齢者が地域で生活していくため介護だけでなく、医療や財産管理、虐待防止など

様々な問題に対して地域において総合的なマネンジメントを担い、支援していく中核

機関。 

 

地域防災計画 

地域並びに地域住民の生命身体及び財産を災害から守るため、 防災に関して必要な

組織体制及びこれを構成する関係諸機関の行うべき活動等を定めた総合的な計画。 

地球温暖化 

石油等の化石燃料の燃焼などにより大気中の二酸化炭素等が増加し、地表から放出

される赤外線を吸収することにより、地球の温度が上がる現象。 

地区計画 

地区の特性に応じて地区施設の規模や建築物の用途等についての制限を総合的な計

画で定め、良好な市街地の形成をめざす制度。市町村が土地の所有者の意見を聴き、

都市計画の一つとして決定します。 

地産地消 

主に農産物の分野等において、地元で生産されたものを地元で消費すること。 

地上デジタル放送 

デジタル波によりテレビ放送を送受信する形態。これまでのアナログ波からデジタ

ル波にすることにより、テレビ放送の多チャンネル化、高画質化、高機能化（双方向

機能など）が実現されます。 

地方政府 

行政権、立法権、財政権を有する自治体のこと。 

地方分権 

国の権限や財源を地方に移し、住民に身近な行政はできるだけ身近な市町村や都道

府県が行うことができるように、行政の仕組みを変えていこうとするもの。 
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低炭素社会 

地球温暖化の原因である二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガスの排出を、自然が

吸収できる量以内に削減するため、低炭素エネルギーの導入などの環境配慮を徹底す

る社会システム。 

電子市役所 

情報通信技術（IT）を活用し、住民や事業所にサービスを提供する市役所のこと。 

都市計画マスタープラン 

市町村が都市計画を決定するにあたって指針となる市町村の都市計画の基本的な方

針のこと。 

土地区画整理事業 

都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図る

ため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設・変更を行う事業。 

 

ナ行 

ノーマイカーデー 

マイカー(自動車)の使用を自粛しようとする日。交通量を削減し、環境への負荷が

少ない街をつくろうとする取り組み。 

 

ハ行 

パブリックコメント 

市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画や条例等を立案する過程において、

これらの案の趣旨、内容等を公表し、当該案について市民等から提出された意見を考

慮して意思決定を行う一連の手続のこと。 

バリアフリー 

高齢者や障害者などが生活する上で、身体的・精神的なバリア（障壁）を取り除こ

うという考え方。 

ビオトープ 

ドイツ語で生物を意味する「ビオ」と、場所を示す「トープ」の合成語で、野生生

物が生息・生育する空間をいいます。身近な自然という意味もあります。 

フードマイレージ 

輸入食料の総重量と輸送距離を乗じて数値化したもの。生産地から食卓までの距離

が短い食べ物を食べることで、輸送に伴って発生する二酸化炭素（ＣＯ2）など温室

効果ガスの排出量を少なくして、環境への負荷を小さくする「フード・マイルズ」と

いう考え方に基づきます。 

ブランド農産物 

地域の気候、風土などを活かして栽培する、その地域ならではの特徴ある農産物。

地域のイメージと関連させながら、高付加価値化等に取り組むことにより、その価値

を広く認知させるとともに、更に地域イメージを向上させます。 
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平成の大合併 

平成 7 年（1995）の市町村合併特例法の改正に始り、平成 11 年（1999）の政

府通達によって強化・促進された全国規模市町村合併の動き。市町村の合併を進め大

規模化することで地方財政基盤の強化と効率化をめざします。 

ベンチャー企業 

高い志と成功意識の強いアントレプレナー（起業家）を中心に、高度な技術力や専

門的な知識を活かして、新規性をもって創造的な事業展開や起業を行う中小企業。 

ホームページ 

インターネットの Web サイト、もしくはそのトップページのこと。 

ほ場整備 

生産性の向上とともに農村環境の整備、地域活性化などを目的とする農地基盤の整

備。区画の規模・形状の変更、用排水、道路等の整備のほか農地の利用集積や非農用

地の創出による土地利用の秩序化などを行います。 

ボランティア 

特に見返りを求めず相手に何かをすること、あるいはする人。相手は人間に限らず、

自然、社会などの場合もあります。 

 

マ行 

マタニティマーク 

妊産婦が交通機関等を利用する際に身につけ、周囲が妊産婦への配慮を示しやすく

するマーク。 

マネジメントシステム 

組織が自ら目的や目標を設定し、その達成に向けた実施、結果の点検、見直しを繰

り返しながら継続的に改善に取り組む仕組み。 

メタボリックシンドローム 

内臓脂肪型肥満等によって動脈硬化性疾患などの様々な病気が引き起こされやすく

なった状態。 

 

ヤ行 

ユニバーサルデザイン 

はじめから、あらゆる人の多様なニーズを考慮して障害のあるなしや年齢、性別な

どの違いにかかわらず、すべての人にとって安全で安心して利用できるように建築や

機器、身の回りの生活空間などを計画・設計する考え方や心の持ち方。 

 

ラ行 

リハビリテーション 

心身に障害を持つ人の能力を最大限に発揮させ、その自立を促進するために行われ

る専門的技術。利用者の診断・評価、心理的援助による意欲の促進、機能訓練などを
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通じて心理的・社会的な自立性・共存性の向上を図ります。 

 

類似団体 

人口および産業構造等により、グループごとに分類された地方公共団体のこと。 

連結ベース 

自治体の普通会計に公営事業会計や一部事務組合、第 3 セクターなどの会計を含め

たもの。 

 

ワ行 

ワークショップ 

講義などのように一方的に知識を教わる、というスタイルではなく、参加者自らが

主体的に参加・体験してグループの相互作用の中で何かを学んだり、創り出したりす

るグループ形式による参加型の学習会のこと。ワークショップでは、ファシリテータ

ーと呼ばれる進行役の人の運営のもとで進められることが多いです。 

枠配分方式 

自治体が予算編成を行う際、各課が主体性を持って予算編成を行うため、一定の額

を各課に配分し、その範囲内でその課の予算を組み立てる方式のこと 
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木津川市総合計画審議会委員 

区 分 氏 名 備 考 

1 号委員（議会委員） 髙味 孝之 議会推薦 

中谷 武弘 

（第１～９回審議会） 

木津地域 

福岡 正司 加茂地域 

中谷 啓一 山城地域 

2 号委員（公募委員）

森本 茂 

（第１０～１１回審議会） 

木津地域 

真山 達志 同志社大学政策学部教授 3 号委員（識者委員）

井上 典之 神戸大学大学院法学研究科教授 

天津 泰治  

稲田 進 

（第４～１１回審議会） 

 

大倉 惠美子  

長西 養子  

木村 浩三  

中津川 敬朗  

西澤 浩美  

西村 紀寛  

西村 正子  

4 号委員 

原本 敏明 

（第１～３回審議会） 
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策定経過 

○木津川市総合計画審議会・木津川市総合計画策定庁内ワーキングチーム 

会 議 開催日時 主な議題 

第１回庁内ワーキン

グチーム会議 

平成19年11月2日 ・スケジュール 

・進め方 

第１回審議会 平成19年11月22日 ・スケジュール 

・住民アンケート調査 

第２回庁内ワーキン

グチーム会議 

平成19年12月21日 ・重点戦略の検討のためのワークショップ 

第３回庁内ワーキン

グチーム会議 

平成20年1月9日 ・重点戦略検討のためのワークショップのま

とめ 

・総合計画（総論・基本構想）構成案等の意

見照会の集計結果 

第２回審議会 平成 20 年 1 月 24 日 ・総合計画（総論・基本構想）の構成等 

・中学生を対象としたアンケート調査 

第３回審議会 平成 20 年 2 月 28 日 ・総合計画（総論・基本構想） 

第４回庁内ワーキン

グチーム会議 

平成 20 年 3 月 3日 ・基本計画策定のための基礎調査 

第４回審議会 平成 20 年 4 月 4日 ・総合計画（総論・基本構想） 

・基本計画の構成、とりまとめイメージ 

第５回庁内ワーキン

グチーム会議 

平成 20 年 5 月 9日 ・基本計画(事務素案) 

第５回審議会 平成 20 年 5 月 19 日 ・今後の検討スケジュール 

・総合計画（基本計画） 

第６回審議会 平成 20 年 6 月 11 日 ・総合計画（基本計画） 

第６回庁内ワーキン

グチーム会議 

平成 20 年 6 月 18 日 ・成果指標等に関する調査 

第７回審議会 平成 20 年 7 月 15 日 ・総合計画（基本計画） 

・数値目標の設定方針 

・基本構想の懸案事項 

第８回審議会 平成 20 年 7 月 30 日 ・総合計画中間原案（案） 

第７回庁内ワーキン

グチーム会議 

平成 20 年 8 月 4日 ・総合計画中間原案 

第９回審議会 平成 20 年 9 月 3日 ・総合計画中間案（案） 

・総合計画中間案概要版 

・パブリックコメント、住民説明会 

中間案答申 平成 20 年 9 月 16 日 ・総合計画(基本構想・基本計画)中間案答申

第 10 回審議会 平成 20 年 12 月 10 日 ・パブリックコメントでの意見の取り扱い 

・住民説明会での意見の取り扱い 

第 11 回審議会 平成 21 年 1 月 21 日 ・総合計画(基本構想・基本計画)答申案 

答申 平成 21 年 1 月 日 ・総合計画(基本構想・基本計画)答申 
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○市民参加の取り組み 

取り組み 日時 内容 

住民アンケート調査 平成19年12月～平成

20年1月 

・市民5,500人を対象としたアンケート調査

・回収数2,184 回収率約40％ 

山城地域審議会 平成19年12月18日 ・策定方針 

・策定スケジュール 

加茂地域審議会 平成19年12月18日 ・策定方針 

・策定スケジュール 

中学生アンケート調

査 

平成20年2月 ・市内の４中学校（木津中学校、木津第二

中学校、泉川中学校、山城中学校）の２

年生全員を対象 

・回収数473 

事業者アンケート 平成20年2月 ・木津川市に所在する事業所200社を対象

としたアンケート調査 

・回収数89 回収率約45％ 

山城地域審議会 平成20年6月24日 ・アンケート結果 

・基本構想素案 

加茂地域審議会 平成20年6月25日 ・アンケート結果 

・基本構想素案 

山城地域審議会 平成20年8月11日 ・総合計画中間原案諮問 

加茂地域審議会 平成20年8月12日 ・総合計画中間原案諮問 

山城地域審議会 平成20年9月1日 ・総合計画中間原案答申 

加茂地域審議会 平成20年9月1日 ・総合計画中間原案答申 

パブリックコメント 平成20年9月29日～

平成20年10月28日 

・総合計画中間案についてパブリックコメン

トの募集 

中間案概要版 平成20年10月1日 ・総合計画中間案概要版を全戸配付 

中間案住民説明会 平成20年11月15日 ・木津地域 中央交流会館 

中間案住民説明会 平成20年11月16日 ・加茂地域 加茂文化センター 

中間案住民説明会 平成20年11月22日 ・山城地域 山城総合文化センター 

中間案住民説明会 平成20年11月29日 ・木津地域 中央交流会館 
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策定体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 木津川市総合計画審議会

事務局 
（学研企画課） 

庁内ワーキングチーム会議 

 
住民・中学生・事業者等 

地域審議会 

市議会 

上程・議決 

指示 

諮問・答申

アンケート調査 

パブリックコメント

住民説明会 

諮問・答申 

市民 木津川市 

報告 
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諮問 

 

 

９ 木 企 第 5 4 号 

平成 19 年 11 月 22 日 

 

木津川市総合計画審議会 

  会 長 真山 達志 様 

 

木津川市長 河井 規子  

 

 

木津川市第１次総合計画の策定について（諮問） 

 

木津川市のさまざまな地域資源を最大限に活かし、より豊かで魅力的なまちに飛躍するた

め、木津町・加茂町・山城町合併協議において策定された「新市基本計画」を継承すること

を基本に、木津川市のまちづくりの基本理念と基本方向を定めるとともに、地域経営の指針

として、また市民との協働のまちづくりを推進するため、平成 30 年度を目標年次とする総

合計画を策定したいので、その基本構想及び基本計画について、木津川市総合計画審議会条

例（平成 19 年条例第 230 号）第２条の規定により、貴審議会の意見を求めます。 
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 答申 

＜未定稿＞ 
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加茂地域審議会答申 

 

平成２０年９月１日 
 
 木津川市長 河井 規子 様 
 
                             加茂地域審議会 
                             会長 永 嶋 和 男 
 

木津川市第１次総合計画（中間原案）について（答申） 
 
平成２０年８月１２日付け０木企第５３号で諮問のありました標記のことについて、地域審

議会の設置に関する協議書第４条第１項第２号の規定により、下記のとおり答申します。 
 

記 
 
木津川市第１次総合計画（中間原案）について審議した結果、基本的に了とします。 

但し、当審議会において別紙のとおり意見が出されましたので、当該意見について十分検討さ

れ、中間原案に盛り込まれますよう要望します。 
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山城地域審議会答申 

 

平成２０年９月１日 
 
 木津川市長 河井 規子 様 
 
                            山城地域審議会 
                            会長 三九 博 
 

木津川市総合計画【中間原案】について（答申） 
 
平成２０年８月１１日付け０木企第５２号で諮問のありました標記のことについて、地域審

議会の設置に関する協議書第４条第１項第２号の規定により、下記のとおり答申します。  
 

記 
 
木津川市総合計画【中間原案】について慎重に審議した結果、木津川市の計画的なまちづく

りの指針を定めるものとして、概ね妥当であると認めます。 
 なお、計画の推進に当たっては、審議過程において各委員から出された各施策等に対する主

な意見等について、十分検討されることを要望します。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


