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総 論 

木津川市では、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に、平成２６年２月

に「木津川市地域連携保全活動計画」を策定しました。 

この計画に基づき、具体の事務事業の内容や実施時期を明らかにした「木津川市地

域連携保全活動計画実施計画」を策定するものです。 

「実施計画」は、５か年の計画とし、社会経済情勢の変化や市民ニーズに対応する

ため、 必要に応じて柔軟に見直しを行い、毎年修正を加えながら期間延長する「ロ

ーリング方式」を採用しています。 

 

【実施計画の計画期間】 

平成２９年度から令和３年度まで 

 

 

１ 地域連携保全活動計画の目的 

・豊かな自然や生態系の保全 

・貴重な動植物の保護 

・里地里山景観の維持再生 

・地域の歴史文化の保全 

・生物多様性の価値や楽しさを実感し、伝承する仕組みを構築 

 

２ 地域連携保全活動計画の長期・短期の目標 

①長期の目標（平成２６年令和１５年） 

  農と里地里山の植生に景観的彩りを加え 

    多様な生き物が住む歴史ある憧れの里づくり 

 

②短期の目標（平成２６年令和元年）  

   地域文化やコミュニティーの良さを子どもや若者に伝え 

     持続可能な組織づくり・プログラムづくりによって 

       活動拠点・道・水辺を整備する 

 

３ 保全に向けた基盤等整備イメージ 

 ①湿地環境の保全エリア 

 ②オオタカの飛翔ルート 

 ③管理用通路（作業用ルート） 

 ④散策路 

 ⑤ビューポイント確保エリア 

 ⑥陽だまり確保エリア 
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４ 地域連携保全活動計画の達成に向けて 

 ①共同作業 

  ・市 ：活動拠点通路及び水路の基盤整備 

  ・団体：通路及び水路の管理 

  目標：里地里山のにぎわいの再生 

  活動：管理用通路及び水路等の基盤整備及び管理 

 

 ②日常活動 

  ・市 ：主伐・間伐、伐採木竹の有効活用の検討 

  ・団体：里山再生（放置竹林抑制、地域種の植栽） 

対象：里山再生・活用フィールド 

  目標：里地里山における景観や環境の保全と魅力の向上 

  活動：畦畔や水路の維持 

     竹林の健全化と拡大抑制、里地里山の魅力の向上 

     竹の有効活用、修景用の苗木、苗育成 

 

  対象：自然環境保全フィールド 

  目標：アカマツ林の再生や樹木の健全化による猛禽類の生息保全 

  活動：オオタカ等の猛禽類が営巣できるように大径高木の保全 

     里地里山で生物と人が共生できる空間づくり 

 

  対象：歴史・文化・観光フィールド 

  目標：鹿背山城跡の快適性の向上と情報発信 

  活動：山城の快適性の向上や眺望の確保 

     遺構の保全や情報発信 

 

  対象：田園保全・活用フィールド 

  目標：農耕地や農的景観の維持 

  活動：都市住民との交流による鹿背山柿の栽培 

     後継者の育成 

 

 ③協力を求める活動 

  ・市 ：SATOYAMAフォーラム等の里山イベント及び広報活動 

  ・団体：里地里山保全活動体験・講習会、城跡見学会の開催 

  目標：持続可能な活動に向けた多くの市民参加 

  活動：里地里山保全活動体験・講習会の開催 

     城跡見学会の開催 
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④恵みを得る活動 

  ・市 ：里山の恵みのPR 

  ・団体：子どもたちの環境学習の場を提供、里山の恵みの収穫 

 目標：里地里山の恵みを享受 

 活動：里地里山遊び体験会の開催 

    自然体験教室の開催 

 

５ 木津北地区活動団体の取り組み 

 ・鹿背山倶楽部 

  ★短期的事業計画 

  里山再生保全活動 

   古代米や季節野菜などの栽培 

   市民のプチ里山農業体験の実施 

   里山林の整備 

  

  ☆長期的事業計画 

  里山再生保全活動 

   里山散策路整備 

   カスミサンショウウオ生息調査 

 

 ・NPO法人 京都発・竹・流域環境ネット 

  ★短期的事業計画 

  里山再生保全活動 

   竹林整備（5.5ｈａ） 

   果樹園の整備約100本の苗木育成 

   間伐竹のリサイクル（竹炭、燻し竹の花器製造） 

   竹林整備研修会の実施 

 

  ☆長期的事業計画 

  里山再生保全活動 

   人材育成（新規担い手の育成） 

   民有地の竹林整備指導 

   活動地を市民の憩いの場へ（散策路の整備、竹の子掘りや果樹狩り）  

   燻し竹教室 

 

 

 ・木津の文化財と緑を守る会 

  ★短期的事業計画 
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   鹿背山城跡散策道整備 

   城跡の保存活動 

    

☆長期的事業計画 

 史跡指定を目指した調査研究 

 

 ・鹿背山の柿を育てるネットワーク 

  ★短期的事業計画 

  通常作業 柿園の手入れ 

       竹林整備 

   

☆長期的事業計画 

会員の拡大に向け、接木研修会・柿の収穫体験 

 

 ・鹿背山元気プロジェクト 

  ★短期的事業計画 

  通常作業（アカマツ林・柿畑の手入れ） 

  こどもエコクラブ、里山学校、子育てネット受け入れ 

  【拠点施設の充実】 

   里山ガーデンづくり（果樹、菜園、ハーブ） 

   倉庫、休憩所の整備、花木や紅葉木の植樹 

  【尾根道のネットワーク化】 

   尾根筋の整備（広場）と活用（里山めぐりツアー） 

   その様子を描く絵本の制作 

  【里山とニュータウンの好環境づくり】 

   城山台里山プロジェクト協議会の立ち上げ 

   城山台に里山の木や土を移植する。 

   城山台小学校で里山の庭づくり 

   城山台小学校児童の校外授業の受け入れ 

 

  ☆長期的事業計画 

【拠点施設の充実】 

   峠道の再整備、水道整備、雨水貯留施設、ため池浄化 

   チェーンソー教室で遊びの森づくり 

   倉庫、休憩所の整備、花木や紅葉木の植樹 

   太陽光発電パネルの移設 

  【尾根道のネットワーク化】 

   広場・フットパスづくり、名所めぐりイベント、野鳥の森づくり 
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   アートワークショップによる場所づくり 

  【里山とニュータウンの好環境づくり】 

   薪や植栽の提供でつながりを深める 

   学校、公園、街路、個人の庭に里山の木や土を移植 

   生物多様性のふるさとづくり 

   里山学校の発展（大人向けプログラム等） 

 

 ・木津川市こどもエコクラブサポーターの会 

  ★短期的事業計画 

  川の水質調査、生物と水生生物の観察 

  里山整備作業のお手伝い 

 

☆長期的事業計画 

  将来の里山の担い手となるこども達の育成 

 

 ・キノコもクラブ 

  ★短期的事業計画 

  里山再生保全活動 

里山林の整備 

   キノコなどの栽培 

   野菜栽培及び果樹園整備 

 

  ☆長期的事業計画 

   里山整備によりギャップの形成 

キノコ栽培や薪作りをとおし里山資源の活用 

   里山の担い手の育成 

 

 ・ネイチャーファミリーかせやま 

  ★短期的事業計画 

   里山整備活動及びイベント 

   リーダー育成講座 

   地域参加型イベントの開催 

   活動エリアへの養護施設団体の受け入れ 

 

 ☆長期的事業計画 

   果樹を植樹して魅力ある里山づくり 

 

 ・こそだてママｎｅｔ☆ 
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  ★短期的事業計画 

   親子で里山に触れ合えるイベントの実施（鹿背山おやこ森のkichiなど） 

 

 ☆長期的事業計画 

   将来の里山保全活動の担い手の育成 

 

６ 計画の推進 

 木津川市地域連携保全活動計画で定めた計画区域の維持・再生を進めるためには、

鹿背山地区、活動団体、企業などと行政といった多様な主体が協力して進めることが

必要です。 

 市として計画の推進を図るため、以下の事業をとおして積極的に取り組みます。 

  

①拠点施設の整備 

  計画区域には、活動拠点が十分でないことから、必要な拠点の整備を進めます。 

  ・会議スペース（旧鹿背山分校、環境の森センター・きづがわや市役所の活用） 

  ・各活動団体活動地での資材倉庫やレストスペースの確保 

 

②基盤整備 

  各活動団体の活動地間をつなぐ管理用通路及び水路の整備とレストスペースの

整備を進める。 

  ・管理用通路を市民の散策路として開放 

  ・散策ルートの整備 

  ・山桜の群生地やビューポイントにレストスペースの設置 

  ・散策路に案内サインの設置と散策マップの作成 

 

③民有地の活用 

  木津北地区の所有状況は、市有地と民有地がモザイク状であることから、整備が

進んでくれば活動フィールドの一体的な利用に支障が生じる。 

  このことから、市民緑地制度などを活用して一体的な利用が出来るような手法を

検討する。 

  また、民有地の所有者に里地活用を促すことや、土地の寄附や無償使用の申し出

を受け付ける広報活動を展開する。 

 

④都市部との交流の取り組み 

    里地里山保全活動の重要性を都市に住む人々に広くＰＲ・啓発を展開する。 

   ・里山学校事業を承継した里地里山整備事業の実施 

   ・企業ＣＳＲ活動の受け入れ 

   ・市内小学校の校外学習の場としての提供 
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 ７ 実施計画の年次計画 

 

   年度 

事業名 
平成29年度 平成30年度 

平成31年度 

（令和元年） 
令和2年度 令和3年度 

既存の活動

団体 
活動の継続 / 整備地の公開    ←-------------------→ 

市民緑地制

度の活用 
  調査 周知･啓発 契約 

通路整備 

    Ｅルート→ 

  Ｆルート-------------→  

散策路整備 

←大野山ルート→ 
新規ルート  

←-→ 
←-→ 

鹿背山倶楽部

ルート→ 
     

飛翔ルート 

整備 
←-→ ←-→ ←-→ ←-→ ←-→ 

ギャップの

形成 

←------------→ 

ｷﾉｺもｸﾗﾌﾞｴﾘｱ 
 ←-→  

←-------------------→ 

 元気ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾘｱ 
  ←-→ 

山桜群生地 

整備 
←-→ ←-→ ←-→   

環境調査 ←-→ ←-→ 調査 ←-→ ←-→ 

里山学校 ←-------------------→    

ＣＳＲ活動 活動 活動の継続 ←--------------------------------→ 

民有地の活

用 
  調査 周知･啓発 契約 

鹿背山城跡 

の史跡指定 
調査 -------------→ 史跡指定   

 



旧鹿背山分校

鹿背山城跡
キノコもクラブ

木津の文化財と緑を守る会

鹿背山の柿を育てる
ネットワーク

バイオトイレ

バイオトイレ
整備済

未整備(Ｅ･Ｆルート)

通路整備箇所

みもろつく
ネイチャーファミリーかせ山

南谷駐車場

大野山大野山

○大野山散策ルート整備○大野山散策ルート整備

鹿背山元気プロジェクト

鹿背山倶楽部

旧歩道の飛翔
ルート整備
旧歩道の飛翔
ルート整備

○山桜群生地整備○山桜群生地整備

散策路整備散策路整備

○ギャップの形成○ギャップの形成

○ギャップの形成○ギャップの形成

アカマツ林の健全化アカマツ林の健全化

京都発・竹・流域環境ネット
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