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１  国内外の動向  

１-１ 生物多様性とは 

地球上の生物は、約 40 億年にも及ぶ進化の過程で様々に分化し、生息環境に応じてあ

る生物種は進化・生き残り、ある生物種は死滅する等、複雑な相互関係の下、現在に至っ

ています。地球上のこのような複雑で多様性のある状況を一括りにして「生物多様性」と

呼んでいます。 

 また、生物多様性は、生物間の食物連鎖や生態系の中の「つながり」と、同一種であっ

ても個体それぞれが少しずつ違うことやそれぞれの地域の文化と結びついて地域に固有の

風土を形成している「個性」のことであり、様々な恵みを通して｢いのち｣と私たちの「暮

らし」を支えています。 

 生物多様性条約では、生物多様性を全ての生物間の変異性と定義し、｢生態系の多様性｣

「種の多様性」「遺伝子の多様性」の３つのレベルの多様性があるとしています。 

 

１-２ 生物多様性を取り巻く動向 

表１に示すとおり国連環境計画の会合（平成４年（1992 年）にケニア・ナイロビで開

催）において、「生物多様性条約」が採択され、ストックホルム条約第 6 回締約国会議[Ｃ

ＯＰ６]（平成 14 年（2002 年）にオランダ・バーグで開催）では、「現在の生物多様性

の損失速度を平成 22 年（2010 年）までに顕著に減少させる」という「2010 年目標」

が設定されました。生物多様性条約第 10 回締約国会議[ＣＯＰ10]（平成 22 年（2010

年）に愛知県名古屋市で開催）における本会議では、長期目標、短期目標及び個別目標で

構成する「愛知目標（愛知ターゲット）（2011-2020）」や、遺伝子資源へのアクセス

と利益配分（ＡＢＳ）等が盛り込まれた名古屋議定書のほか、二次的な自然環境における

生物多様性の保全と、その持続可能な利用の両立を目指す「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアテ

ィブ」が議決されました。 

 わが国では、平成 5 年（1993 年）に「生物多様性条約」を締結し、これを受けて、 

平成７年（1995 年）に「生物多様性国家戦略」が策定されました。以後、４回の改定

をおこない、平成 24 年（2012 年）に、「生物多様性国家戦略 2012‐2020」が策

定されました。 
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時期 国際的な動向 国内の動向 

1992年 

(平成 4年) 

・国連環境計画が生物多様性条約を採択 

・地球サミットで生物多様性の署名開始 

 

1993年 

(平成 5年) 

 ・生物多様性条約を締  

 結 

1995年 

(平成 7年) 

 ・生物多様性国家戦略

を策定 

2002年 

(平成 14年) 

・ＣＯＰ6で生物多様性条約戦略計画を採択 

・2010年目標を設定 

・新・生物多様性国家

戦略を策定 

2005年 

(平成 17年) 

・国連環境計画がミレニアム生態系評価を公表  

2007年 

(平成 19年) 

 ・第三次生物多様性国

家戦略を策定 

2008年 

(平成 20年) 

 ・生物多様性基本法を

制定 

2010年 

(平成 22年) 

・国連環境計画で 2011-2020年を国連生物多様性年と

する決議を採択 

・ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ国際パートナーシ

ップ(ＩＰＳＩ)が発足 

・生物多様性国家戦略

2010を策定 

・生物多様性地域連携

促進法の公布 

2012年 

(平成 24年) 

・生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政

策プラットフォーム(ＩＰＢＥＳ)を設立 

・生物多様性国家戦略

2012-2020を策定 

2013年 

(平成 25年) 

・ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ国際パートナーシ

ップ第 4回定例会合（ＩＰＳＩ-4）の開催 

 

 

１-３ 生物多様性基本法 

生物多様性基本法（平成 20 年（2008 年）制定）は、制定の目的を「生物多様性の

保全及び持続可能な利用に関する施策を計画的に推進し、もって豊かな生物の多様性を保

全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現を図り、あわせて

地球環境の保全に寄与すること（法第 1 条）」とし、生きものが持つ「個性」と「つな

がり」がもたらす恵みを将来にわたり、上手に利用していくために、野生生物とその生育

環境及び生態系のつながりも含めて保全する包括的な法律です。 

 同法では、生物多様性の保全及び持続可能な利用について、次の５つの「基本原則」を

示しています。 

表 1 生物多様性に関連する世界と日本の動向 
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(1)野生生物の種の保存等を図るとともに多様な自然環境を保全する。 

  (2)国土及び自然資源を持続可能な方法で利用する。 

  (3)予防的かつ順応的取組方法により対応する。 

  (4)長期的な観点から保全と再生に努める。 

  (5)地球温暖化防止に資するとの認識の下におこなう。 

 

１-４ 地域連携保全活動計画 

生物多様性基本法を受け、平成 22 年（2010 年）に「地域における多様な主体の連

携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律」（生物多様性地域連携

促進法 枠組み：図１）が制定され、平成 23 年（2011 年）に施行されました。 

 本法は、地域における多様な主体が連携しておこなう生物多様性保全活動を促進するこ

とによって、豊かな生物多様性を保全することを目的としています。 

 なお、本計画は、本法に基づく「地域連携保全活動計画」を策定するものです。 

 

図 1 地域連携保全活動の促進の枠組み（概要）  出典：生物多様性国家戦略 2012-2020 

基本原則 
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２  木津川市の概況  

２-１ 地勢 

木津川市は、図２に示すとおり近畿のほぼ中央、京都府南部の山城地域に位置し、北は

井手町、北東は和束町、東は笠置町、西は精華町、南は奈良県奈良市に接し、京都・大阪

の中心から約 30 ㎞の圏内にある面積 85.12㎢のまちです。 

 市の北東側と南東側には、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、そして西端部を大きくカーブし、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。 

 主な土地利用の現況（平成 24 年度版京都府市町村のあらまし）は、森林が 32.14㎢  

で最も多く、耕地が 15.9㎢、宅地が 8.69 ㎢となっています。 

 

 

 

 

 

 

図 2 木津川市位置及び市域図 

木津川 
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２-２ 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 22 年（国勢調査）69,761 人 

と増加傾向にあります。 

 これは、最先端の関西文化学術研究都市（以下、「学研都市」という。）機能と自然・

歴史・文化等の融合により、さらに魅力ある学研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るもので、第１次木津川市総合計画では、平成 30 年度の人

口目標を「８万人」と定め、将来的には「10 万人都市」の構築を目指すとしています。 

 

２-３ 学研都市 

学研都市は、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、文化学術研究機関、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とともに、魅力ある居住環境、都市環境の創造を目指してお

り、国家プロジェクトとして位置づけられています。 

 木津川市には、精華・西木津地区、平城・相楽地区及び木津地区といった中核地として

のクラスターがあり、国内でも有数の研究機関をはじめ、文化施設や学術施設等、多彩な

施設が進出しています。 

 

２-４ 学研木津北・東地区 

クラスターのひとつである学研木津地区は、中央、北、東及び南の４つの地区に分けら

れ、順次ニュータウン事業等の開発が進められる予定でした。 

 しかしながら、学研木津北・東地区は、事業を取り巻く社会経済状況等の変化や当時の

都市基盤整備公団（現 UR 都市機構）に対する今後のあり方についての議論があり、隣接

する学研木津中央及び学研木津南地区に今後供給予定の宅地が相当量あること、また、同

地区は交通条件が厳しいことから、平成 15 年国土交通省通知により、同公団による事業

中止が決定されました。 

 さらに、平成 22 年には独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針が閣議決定され

ました。その中には、ＵＲ都市機構について平成 25 年度末までに事業を完了させること

が発表されました。 

 このような中、同地区の位置付けや特性・地域資源・取り巻く状況等の整理に基づく課

題等を踏まえ、今後のまちづくりに向けた視点から、同地区の土地利用の検討・協議を進

めるため、平成 23 年２月に木津川市学研木津北・東地区土地利用検討委員会を設置し、

平成 24 年２月に木津川市学研木津北・東地区土地利用計画（以下、「土地利用計画」と

いう。）を策定しました。 
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２-５ 木津川市学研木津北・東地区土地利用計画 

木津川市学研木津北・東地区土地利用計画（以下、「土地利用計画」という。）におけ

る学研木津北地区の土地利用は、自然、社会(歴史・文化・産業)、生活、まちの４つの側

面から基本方針等（表２）を設定しています。  

 木津北地区は、立地特性及び市民団体等による積極的な里地里山保全活動がおこなわれ

ていること、そして、近年の里地里山を取り巻く状況（生物多様性地域連携促進法や企業

による不適切利用・買収の発生等）から、都市的な開発をおこなわず、里地里山の維持再

生を図り、都市と自然とが共生するエリアとして位置づけることが示されています。 

 また、歴史・文化の継承、エネルギー回収推進施設や環境調和型研究開発施設との相互

連携、環境学習や研究フィールドとしての活用など、持続可能な都市の実現に向けた取組

みを実践するエリアとしても位置づけることとしています。 

 

テーマ 基本方針 機  能 

①自然 

自然環境の保全・活用

によるまちづくり 

多様な主体と連携し、自然環境

を保全するとともに、自然が持

つ多様な機能を享受する。 

・里地里山の保全 

・田園環境の保全・活用 

・生物多様性の回復・向上 

②社会 

(歴史・文化・産業) 

歴史・文化・観光を活

かしたまちづくり 

より豊かな生活の実現に向け

て、地域資源を活かしたサービ

スを創出する。 

・歴史・文化に関わる機能の強化 

・国際化に関わる機能の強化 

・教育・学習機会の創出 

・産学官連携・ネットワークの強化 

③生活 

農ある暮らしを実現す

るまちづくり 

「農」を通じた多様な社会参加

の機会の創出や、食による生活

の質の向上を図る。 

・食育の推進 

・産学官連携・ネットワークの強化 

・農業と調和した生活環境の創出 

・社会参加の機会の創出 

④まち 

未利用・再生可能エネ

ルギーを活かした低炭

素社会のまちづくり 

地区全体としての環境負荷低減

を図ることで、低炭素社会の実

現を目指す。 

・環境調和型研究開発施設の立地促進  

・未利用・再生可能エネルギーの利  

 活用 

・資源リサイクルの推進 

・持続可能社会のための科学の実践 
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３  木津川市総合計画等  

３-１ 木津川市総合計画 

第 1 次木津川市総合計画（平成 21 年３月策定）では、「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～」を将来像としています。 

 また、まちづくりの基本方針として、個性を活かした魅力ある地域文化の創造、連携を

強め地域を支えるネットワークの創造、環境と調和した持続可能なまちの創造等を定めて

おり、まちづくりの重点戦略として、関西文化学術研究都市まるごと活用戦略、木津川市

文化創造戦略、環境保全・地球市民育成戦略等としています。 

 

３-２ 木津川市環境基本計画 

木津川市環境基本計画（平成 25 年 2 月策定）では、「人と環境が共生するまち 木  

津川市 ～環境と調和した持続可能な街の創造をめざして～」を本市の目指すべき環境像

（メインテーマ）としています。 

 また、サブテーマとして、自然環境においては「木津川の悠久の流れがきらめくまち」

等としており、木津川や里地里山の保全・継承とそこに生息する動植物の生態系の保護を

目的とし、景観保全や自然保護活動への積極的な取組みを示しています。 

 

３－３ 木津川市緑の基本計画 

 木津川市緑の基本計画（平成 26 年３月策定予定）では、「人が輝き、ともに創り、育

て、活かす 豊かな緑につつまれた交流のまち」を緑の将来像としています。 

 また、緑の将来像を実現するため、まちの緑を「創る」「育てる」「活かす」を基本方

針として設定し、この３つの基本方針に沿って施策の展開を図っていきます。 

 特に、学研木津北地区については、本市の中央に位置し、豊かな緑を有する地区であ 

り、交流エリアとしての活用も期待できることから、緑の重点的地区として検討すること

としています。 
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