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１.生物多様性と社会的潮流

1992年 生物多様性条約の成立

1995年 生物多様性国家戦略の策定

2002年 新・生物多様性国家戦略の策定

2008年 生物多様性基本法の制定

2010年 生物多様性国家戦略2010の策定

生物多様性条約締約国会議(COP10)の開催

SATOYAMAイニシアティブ

2011年 生物多様性地域連携促進法の施行

目的：生物の多様性の保全、生物の多様性の持続的な利用、利益の配分
生物多様性の3つのレベル( 生態系の多様性、種の多様性、遺伝的多様性 )

※地方自治体の役割の重要性
都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略を基本として、単独で又は共同して、当該都道府県

又は市町村の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的
な計画（「生物多様性地域戦略」という。）を定めるよう努めなければならない。 (第十三条)

生物多様性の3つの危機を提起
①人間活動による生息地の破壊など
②人間の働きかけの減少による生息環境の変化

(アンダーユース（利用の低下）による危機)
③外来種や化学物質による生態系の攪乱

世界各地で急速に進む生物多様性の損失を防ぐためには、原生的自然を保

護するだけではなく、人間の営みにより維持されてきた日本の里山をはじ
めとする二次的自然地域を維持・再生することが重要であることから、そ
のための理念と指針を構築し、「自然共生社会」の実現を目指す。



２．木津川市地域連携保全活動協議会の位置付け

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（平成22年法律第72号。以下「生物多様性
地域連携促進法」という。）第5条第１項の規定

に基づく協議会。
【参考】
【生物多様性地域連携促進法】（平成２２年法律第７２号）

（地域連携保全活動協議会）
第五条 地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村は、地域連携保全活動計画の作成に関する協議及び地域連携保全活動計画の実施に
係る連絡調整を行うための協議会（以下この条において「地域連携保全活動協議会」という。）を組織することができる。
２ 地域連携保全活動協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村
二 地域連携保全活動計画に記載しようとする地域連携保全活動を行うと見込まれる特定非営利活動法人等
三 前二号に掲げる者のほか、第十三条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者、関係住民、学識経験者、関係行政機関その他
の市町村が必要と認める者



３．木津川市地域連携保全活動協議会の役割

【生物多様性地域連携促進法第５条第１項】

地域連携保全活動計画の作成に関する協議作成に関する協議

地域連携保全活動計画の実施に係る連絡調整実施に係る連絡調整
※地域連携保全活動計画
【参考：生物多様性地域連携促進法】（平成２２年法律第７２号）

（地域連携保全活動計画の作成等）
第四条 市町村は、単独で又は共同して、地域連携保全活動基本方針に基づき、当該市町村の区域における地域連携保全活動の促進に関する計画
（以下「地域連携保全活動計画」という。）を作成することができる。
２ 地域連携保全活動計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 地域連携保全活動計画の区域
二 地域連携保全活動計画の目標
三 第一号の区域において市町村又は生物の多様性を保全するための活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第
二条第二項に規定する特定非営利活動法人若しくはこれに準ずる者として主務省令で定めるもの（以下「特定非営利活動法人等」という。）が行う地域

連携保全活動の実施場所、実施時期及び実施方法その他地域連携保全活動に関する事項
四 前号の地域連携保全活動に係る国又は都道府県との連携に関する事項

五 計画期間
３ 地域連携保全活動計画に特定非営利活動法人等が行う地域連携保全活動に係る事項を記載しようとする市町村は、当該事項について、あらかじめ、
当該特定非営利活動法人等の同意を得なければならない。

４ 地域連携保全活動を行おうとする特定非営利活動法人等は、当該地域連携保全活動を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、当該地域
連携保全活動に係る事項をその内容に含む地域連携保全活動計画の案の作成についての提案をすることができる。



４．木津川市地域連携保全活動計画の概要

【計画の区域】
木津北地区の
「里山の維持再生ゾーン」

【計画の目標】
・どうしたいの？
《地区全体の目標像》
《長期目標・短期目標》
《エリア別の整備目標》

【地域連携保全活動】
・誰が、いつ、なにをするの？
《活動の基本方針》
《実施場所》
《実施時期》
《実施方法》
《その他》
例）重点プロジェクト

成果指標、評価方法 など

木津川市地域連携保全活動計画

【計画期間】
・いつまでに実現するの？
長期目標⇒目標年度
短期目標⇒計画期間

【国・府との連携】
・国や府との関わりは？

《上位法・行政計画との関連》
《他の事業との連携》

【活動実施主体（NPO法人、市民団体、個人等）】
・計画に記載する地域連携保全活動に対する同意が必要 ⇒ 協議会において同意を得る

協議 同意※法第4条第3項



５．「地域連携保全活動」とは？

《よくわからないので具体的に・・・》（「地域連携保全活動の促進に関する基本方針」より）

◎希少な野生動植物の生息・生育環境の改善

◎雑木林の下草刈りや竹林の管理

◎生態系に配慮した農業活動 ◎外来種対策

◎市民参加型の身近な生きもの調査

◎地域資源を活用したエコツーリズム

◎環境教育・学習 などなど

※地域連携保全活動
【参考：生物多様性地域連携促進法】（平成２２年法律第７２号）
（定義）
第二条 この法律において「生物の多様性」とは、生物多様性基本法 （平成二十年法律第五十八号）第二条第一項
に規定する生物の多様性をいう。
２ この法律において「地域連携保全活動」とは、生物の多様性をはぐくむ生態系に被害を及ぼす動植物の防除、生物
の多様性を保全するために欠くことのできない野生動植物の保護増殖、生態系の状況を把握するための調査その他
の地域における生物の多様性を保全するための活動であって、地域の自然的社会的条件に応じ、地域における多様
な主体が有機的に連携して行うものをいう。

例）環境学習



６．「地域連携保全活動」の意義

《「地域連携保全活動」を促進すると、何かいいことがあるの？》

①生物多様性の保全の推進と豊かな暮らしの源泉

②地域の個性の再認識と魅力的で活力のある地域づくり

③豊かな感性の涵養と健康で文化的な生活

私たちの生活は、地域固有の文化の継承、気候の安定や災害の軽減、観
光や特産品といった経済活動など、地域の生態系から多くの恵み（生態系
サービス）を受けて成り立っています。

活動による地域コミュニティの再構築や地域への誇りや愛着が生まれます。
また、バイオマスなど新たな産業の創出や他の地域との交流の促進、環境
学習による小・中学生との交流など、地域の活力が生まれます。

活動に参加する一人ひとりにとって、自然の中での活動や様々な関係者と
のふれあいを通じて、精神の安定や健康の増進が図られるとともに豊かな
感性が育まれます。



７．木津川市地域連携保全活動協議会の構成

【第１号委員】
《木津川市》
・市長公室長

【第２号委員】
《活動実施（予定）者》
・鹿背山倶楽部
・鹿背山元気プロジェクト
・鹿背山の柿を育てるネットワーク
・木津の文化財と緑を守る会
・特定非営利活動法人
京都発・竹・流域環境ネット

・こどもエコクラブサポーターの会

木津川市地域連携保全活動協議会 要綱第３条第２項

【第３号委員】
《関係住民》
・地元（鹿背山）区長
《学識経験者》
・森本幸裕 （京都大学）

・深町 加津枝 （京都大学）
・吉村 文彦 （京都造形芸術大学）

《関係行政機関》
・京都府山城広域振興局
《その他》
・（公社）国土緑化推進機構
・都市再生機構（UR）

・積水化学工業株式会社

【委員の任期】
委嘱の日から３年間 （ただし、前任者の辞任に伴う者は残任期間。）

【会長・副会長の役割】
《会 長》 協議会を代表し、会務を総理する。

《副会長》 会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。
【選出方法】
委員の互選により選任する。

要綱第５条

・会長 １名

・副会長 １名
・委員 １３名



８．協議会の検討体制

【第１号委員】
《木津川市》

【第２号委員】
《活動実施（予定）者》

協議会

【第３号委員】
《関係住民》
《学識経験者》
《関係行政機関》
《その他》

要綱第８条
※今後、協議会の審議を経て設置
例） 《活動効果の評価部会》

《特定事業のプロジェクトチーム》
《エリア別のプロジェクトチーム》 など

要綱第９条

【学研企画課】
・事務局長 学研企画課長

・事務局次長 企画政策係長
・事務局員 係員

事務局

【役割】
・資料作成 生物多様性の調査等
・協議会運営 開催案内、会議記録等
・関係機関調整 関連計画等
・その他、協議会の庶務

設置

報告

【新たな活動実施（予定）者等】要綱第３条第１項

※委員上限数20名 ⇔ 5名が新規参画枠

市
長
か
ら
委
嘱

運営支援

新規参画

専門部会



９．協議会の運営で重視する点

【科学的・機動的な運営の推進】※基本方針第１章

《専門部会の設置》（要綱第８条）

・科学的、専門的な視点からの検証
⇒成果の共有と柔軟な実施（計画と活動の見直し）

・機動的な組織による重点事項の集中的な検討
⇒新規参画の促進や活動の継続に関する仕組みづくり

【開かれた運営の推進】※基本方針第５章

《新規参入枠の設定》（要綱第３条）

・既得権に捉われない開かれた運営 ⇒ 協議会の継続性と発展性を確保
《委員以外からの意見聴取》（要綱第６条）

・専門家、関係機関からの意見聴取 ⇒ 公平性と公正性の確保
《会議の公開》（要綱第７条）

・会議案内の事前公表、会議資料・会議結果の公表 ⇒ 透明性の確保



１０．協議会における情報の取り扱いについて

【会議の公開方法】※要綱第７条

○傍聴（審議の妨げとならないよう、遵守事項を設けています。※運営内規）
○会議資料の公表
○会議結果の公表

⇒ただし、動植物の保護等の必要がある場合は非公開にできます。

【貴重種の分布等に関する情報の取り扱い】
○生物多様性の現状把握のための調査では、現地踏査により生息・生育場所
を特定します。

○会議資料では、詳細な場所を特定せず、概ねの分布範囲や分布の有無を
掲載します。

⇒協議会が、詳細な生息・生育場所を踏まえた議論が必要と判断した場合、
協議会を非公開とした上で資料を提供します。



対象地区の概要

木津川市学研企画課

第1回協議会 資料２



1.学研都市としての位置付け

木津地区

【関西文化学術研究都市木津地区】
・木津地区の北部に位置している。
・ニュータウン開発が実施された木津南地
区、木津中央地区に隣接している。

《木津北地区》
面 積：約１５２ｈａ
経 過：平成１５年 事業中止

《木津南地区》
面 積：約２８４ｈａ
計画人口：１８，６００人
経 過：平成９ 年 まちびらき

平成２３年 事業完了
《木津中央地区》

面 積：約２４６ｈａ
計画人口：１１，０００人
経 過：平成２４年 一部まちびらき



２.木津川市学研木津北・東地区土地利用計画での位置付け

【木津北地区の２つのゾーン】
○環境調和型研究開発ゾーン
○里山の維持再生ゾーン＝検討対象地域

【里山の維持再生ゾーンの概要】

《面 積》
約１４０ｈａ

《土地利用方針》
●多様な主体の参画による里山の維持再生
●里山の維持再生活動に伴う副産物を資源として活用
●オオタカやカスミサンショウウオなどの貴重種の保全
●鹿背山城跡の整備
●持続的な農業に向けた取組み
《４つのフィールドを設定》
●里山再生・活用フィールド
●自然環境保全フィールド
●歴史・文化・観光フィールド
●田園保全・活用フィールド

自然環境
保全フィールド

歴史・文化・観光
フィールド

田園保全・活用
フィールド

里山再生・
活用フィールド

図 木津北地区のゾーニング

環境調和型研究開発
ゾーン

里山の維持再生ゾーン
《当計画の対象地域》



3．地理的特徴

木津川市域

対象地域

【多様な環境の接点】

・茶 色（集落）
・水 色（木津川）
・赤 色（ニュータウン）
・緑 色（森林）

《エコトーン》
水辺や森林の辺縁部など、異なる環境

が移行する空間



４.地形の特徴

【最高点】
２０３．９ｍ

（※集落周辺で約５０ｍ）

【全体的な傾向】

・「東高西低」

・北部は、尾根と谷が入り組んだ
複雑な地形

・南部は、比較的なだらかな地形

【最高点】
２０３．９ｍ



５.地質の特徴

【北部】主に、花崗岩の強固な地盤で形成

【南部】 砂泥互層（大阪層群）で形成

木津4地区航空写真（H22年）に加筆



６.土地利用の変遷

(1)明治中期～明治末期

※岩佐匡展・深町加津枝・奥敬一・福井亘・堀内美緒・三好岩生 「大都市近郊に位置する京都府木津川市鹿背山地区における1880年代以降の里山景観の変遷」



６.土地利用の変遷

（2）戦後～現代

※岩佐匡展・深町加津枝・奥敬一・福井亘・堀内美緒・三好岩生 「大都市近郊に位置する京都府木津川市鹿背山地区における1880年代以降の里山景観の変遷」



（3）各時期の概要

６.土地利用の変遷

1880～1910年

瓦や陶磁器
(=鹿背山焼)生
産の燃料として
割木や柴の利
用が高く、それ
を反映した松
林や雑木林が
多く見られた。

1910年～1940年

鉄道輸送の全国
的な拡大に伴う陶
磁器業の衰退に
よって燃料の割木
や柴の需要が低
下し、新たな商品
作物(甘藷・柿)の
栽培などが拡大し
た。

1940年～1950年

戦中・戦後の食
糧増産に伴う、畑
の開墾拡大が行
われた。他にもパ
ルプの原料として
マツの大径木の
強制伐採が行わ
れた。

1950年～1970年

畑や水田から果樹園へ
の転換が著しく、柿の栽培
が強化された。また、戦後
の木材重要の高まりからス
ギ・ヒノキの植樹が盛んに
行われた。
燃料革命と化学肥料の普
及から今まで続いてきた地
域資源の利用(割木や柴・
刈り草の堆肥化)が無くなっ

た。

1970年～2000年代

地域資源の利用の
消失や農業の衰退
による耕作放棄地の
増加や竹林の侵入
が増加した。

※岩佐匡展・深町加津枝・奥敬一・福井亘・堀内美緒・三好岩生 「大都市近郊に位置する京都府木津川市鹿背山地区における1880年代以降の里山景観の変遷」



７.植生の変遷

２００３年の植生図

１９９３年の植生図

竹林の拡大

アカマツ林の減少

竹林の現状

※平成20年度木津地区モニタリング
調査報告書/UR都市機構



８.貴重種の生息①

《カスミサンショウウオ》

木津北地区では平成22年5月に幼生の生息が確

認され、また隣接する木津中央地区でも幼生が
確認された。府の許可をもらい開発が進む中央
地区から卵塊を回収し、昨年木津北地区の湿地
に放流するミティゲーションを実施した。

体長およそ10cmほどの両生類。普段は浅い土

中や落葉、倒木、石の下などの陸地に生息し、繁
殖期にのみ水域に集まり、林縁部の沼地や池な
どの湿地環境、水田脇の側溝で産卵を行う。幼
生は水中に生息する。

岐阜県以西の本州、四国、九州に分布

京都府内では、中部と南部に分布を確認

・レッドリスト

絶滅危惧Ⅱ類(環境省) / 絶滅寸前種(京都府)
・条例

指定野生生物 (京都府絶滅のおそれのある野
生生物の保全に関する条例)

木津北地区にお
ける状況

特性

分布

国・府の指定

UR都市機構提供資料



８.貴重種の生息②

《オオタカ》

木津北地区では平成5年から11年までの期間
は毎年営巣が確認されていたが、翌12年から
は確認されなくなった。平成15年から一部で荒

廃した里山環境の再生事業に着手した結果、
平成20年に人工巣で繁殖が確認されている。

カラスと同じ大きさの中型の猛禽類。生息地は
放置され荒れ果てた森林よりも水田や畑のよう
に開けた場所と森林がモザイク状に入り組ん
だ里山環境を好む。繁殖期はアカマツ林を営
巣地とすることが多い。

全国の山地や丘陵地に分布、最近では都市近
郊の平地林でも確認される。

・レッドリスト

準絶滅危惧(環境省) / 絶滅危惧種(京都府)
・法律/条例

国内希少野生動植物種 (種の保存法)
指定野生生物 (京都府絶滅のおそれのある
野生生物の保全に関する条例)

木津北地区にお
ける状況

特性

分布

国・府の指定

UR都市機構提供資料



９.生物多様性保全の取組み①

《各市民団体の

主な活動場所》

鹿背山倶楽部

京都発・竹・流域
環境ネット

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

鹿背山元気
プロジェクト

【こどもエコクラブ】

対象地域内のいくつかの場所で、
カスミサンショウウオの保全活動
や生物調査などを実施。



９.生物多様性保全の取組み②

《希少種の保護と里山の再生》

カスミサンショウウオ
放流場所

オオタカ営巣域

アカマツ林等の再生等による
オオタカの営巣環境の整備

水辺の創出等によるカスミサン
ショウウオの生息環境の整備

間伐・下草刈りでアカ
マツ林等の再生を行う

UR都市機構提供資料に一部加筆



今後の取り組みについて

木津川市学研企画課

第１回協議会 資料３



協議会での検討の基本的な考え方

① 現地で考える！
～地域の自然的・社会的な特性を理解するために～

② 活動から学ぶ！
～作成過程に多様な主体の参加を促すために～

基本方針

《具体的な取組み》
・現地ワークショップ ・自然観察会
など

《具体的な取組み》
・既存活動の継続（実証事業）
・市民モニタリング ・活動体験
など

期待される効果

協
議
会
へ

・地域の現状と課題の把握
・地域の個性（資源）の再認識
・地域のくらしや文化の理解

・活動が生物多様性の保全に
与える影響の共有
・新たな参加のきっかけづくり
・科学的なデータの蓄積

～計画の方向性～

「地域の活性化」と「生物多様性の保全」の双方に役立つ計画へ



検討フロー

◆生物多様性の社会的潮流
◆上位計画での位置付け
◆木津北地区の現状
◆貴重種の生息

前提

＜全体目標の設定＞
どのような地区を目指すか？
◆長期目標（ありたい姿）
◆短期目標（当面の整備目標）

【過去】
○土地利用や植生の変遷の把握
○地域特有の歴史･文化・景観の把握

【現状】
○生物多様性の状況の把握
○地域特有の文化・景観の把握

【将来】
○やってみたいこと

＜ゾーン別の目標設定＞
◆地質・地形、土地利用等社会的条件、
指標種の分布状況、植生、既存の活動な
どから検討

目標の設定

＜情報の蓄積と共有＞
◆既存文献の収集
◆現地調査の実施
◆市民モニタリング（試行）
◆活動体験（ニーズ調査）
◆ワークショップ

各種調査と情報整理

＜既存活動の整理（縦串）＞
◆対象地域
◆活動内容、活動量
◆活動時期（実施計画）

＜重点プロジェクト（横串）＞
◆対象区域の喫緊な課題と活動の設定
例) 放置竹林対策

貴重種保全対策 など

＜新規参画を促す方策＞
◆一斉活動（里山整備体験）
◆市民モニタリング（継続）
◆市民ボランティア育成
◆サポート体制、新しい企画づくり
※「関わりの場」の創出

地域連携保全活動の設定

＜広報紙等の活用＞
＜市民フォーラム＞
◆地区の魅力発信
（動植物、歴史、食）
◆活動の案内
※多様な関わり方の提案

市民への情報提供

＜活動指標(アウトプット)の設定＞
◆どれだけできたか

＜成果指標(アウトカム)の設定＞
◆その結果、どうなったか

評価指標の設定

指標抽出

効
果
の
検
証

情報の公開

目標へ反映 活動へ反映

＜既存制度の活用＞
◆貴重種の保全に関する
制度
◆活動に対する支援制度

国・府との連携

※ マネジメントサイクル



フォーラム

協議会

検討項目

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

平成23年度

生
物
多
様
性
地
域
連
携
促
進
法

施
行

協議会設置・運営準備
協
議
会
設
置

現地調査

1

※基調講演
●協議会の目的・位置付け
●木津北地区の概要把握
●今後の取り組み
○活動団体の紹介

第1回協議会 議題

既存文献の整理

社会的条件の把握

協議会スケジュール（平成２３年度）

○報告事項
●確認事項
◎協議事項

凡 例



フォーラム

ＷＳＷＳＷＳＷＳ協議会

検討項目

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

平成24年度

全体目標設定

現地調査（市民モニタリングの試行含む）

第1回フォーラム準備 既存活動の整理

ゾーニング設定

指標の検討

2 3 4

1

○現地調査の結果報告①
（動植物、地形・地質など）

◎全体目標の検討
◎ゾーン別目標の検討
◎第1回フォーラム内容検討

第２回協議会 議題

◎既存活動の整理
◎新規参画を促す方策の検討
◎関連計画との調整
○第1回フォーラムの報告

第3回協議会 議題

○現地調査の結果報告②
●既存活動の今後の計画を確
認
●新規参画促進事業の確認
●重点プロジェクトの位置付け
◎実施に向けた調整
◎指標の設定に向けた検討

第４回協議会 議題

植生・猛禽類(鳥類)・
両生類・地質、地形の
調査結果の反映

植生・昆虫類の
調査結果反映

生物多様性の現状
把握

協議会スケジュール（平成２４年度案）

既存活動（実証事業）の継続

活動実施の課題整理

※準備ができ次第、市民への情報提供、市民モニタリング調査（観察会）などを実施。
※環境省の委託事業のため、各年度の契約内容により変更となる場合があります。
※ＷＳ：ワークショップのほか、活動体験や市民モニタリングなどの現地活動を含みます。



フォーラム

ＷＳＷＳ協議会

検討項目

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

平成25年度

新規参画促進事業の実施

モニタリング調査指導

地域連携計画の調整

地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
の
完
成

5 6 7

2

◎第２回フォーラム内容検討
◎関連計画との整合性検討
○既存活動の経過報告（H24）
◎既存活動の影響検討
○新規参画促進事業の経過
報告

第5回協議会 議題

●第２回フォーラム内容確認
◎新規参画促進事業の効果
検証（ニーズ把握）
◎情報発信の効果検証
◎市民モニタリング結果検証

第6回協議会 議題

○第2回フォーラムの報告
◎効果に基づく計画記載活動
案の修正
●地域連携保全活動計画案
の確認

第7回協議会 議題

協議会スケジュール（平成２５年度案）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

既存活動の継続


