
鹿背山の自然環境調査 

資料１ 
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1975年の鹿背山 
 

里山では落葉低木林
（藪）が広がっている。 
 

谷部（谷内）では田圃が
維持されている。 
 

竹林はそれほど広がっ
ていない。 
 

一部では裸地も見られ
る。 
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平成15年の植生 平成22年の植生 
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鹿背山の貴重種 
 鳥類 

目名 科名 種名 京都府RED 環境省ＲＬ 

カイツブリ カイツブリ カイツブリ 準絶滅危惧種 

タカ タカ ミサゴ 絶滅危惧種 準絶滅危惧種 

オオタカ 絶滅危惧種 準絶滅危惧種 

ハイタカ 準絶滅危惧種 準絶滅危惧種 

ノスリ 準絶滅危惧種 

サシバ 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類 

ハヤブサ 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類 

ハチクマ 絶滅危惧種 準絶滅危惧種 

キジ キジ ヤマドリ 準絶滅危惧種 

ツル クイナ オオバン 準絶滅危惧種 

チドリ シギ ヤマシギ 絶滅危惧種 

アオシギ 絶滅危惧種 

クサシギ 準絶滅危惧種 

ハト ハト アオバト 絶滅危惧種 

カッコウ カッコウ ジュウイチ 絶滅危惧種 

フクロウ フクロウ フクロウ 準絶滅危惧種 

キツツキ キツツキ アカゲラ 準絶滅危惧種 

スズメ ツバメ イワツバメ 準絶滅危惧種 

サンショウクイ サンショウクイ 絶滅危惧種 絶滅危惧Ⅱ類 

カササギビタキ サンコウチョウ 準絶滅危惧種 

10 12 20 
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目名 科名 種名 京都府RED 環境省ＲＬ 

サンショウウオ サンショウウオ カスミサンショウウオ 絶滅寸前種 絶滅危惧Ⅱ類 

イモリ イモリ 要注目種 準絶滅危惧 

カエル アカガエル ニホンアカガエル 要注目種 

トノサマガエル 要注目種 準絶滅危惧 

ヌマガエル 要注目種 

アオガエル シュレーゲルアオガエル 要注目種 

モリアオガエル 要注目種 
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目名 科名 種名 京都府RED 環境省ＲＬ 

トカゲ トカゲ トカゲ 要注目種 

ナミヘビ シマヘビ 要注目種 

アオダイショウ 要注目種 

シロマダラ※ 要注目種 

ヒバカリ 要注目種 

ヤマカガシ 要注目種 

クサリヘビ マムシ 要注目種 

カメ ヌマガメ クサガメ 要注目種 

イシガメ 準絶滅危惧種 

2 4 9 

鹿背山の貴重種-2 
両生類、は虫類、昆虫類、植物 

目名 科名 種名 京都府RED 環境省ＲＬ 

トンボ ムカシヤンマ ムカシヤンマ 準絶滅危惧種 

サナエトンボ キイロサナエ 準絶滅危惧種 準絶滅危惧種 

アオイトトンボ オツネントンボ 準滅危惧種 

チョウ ジャノメチョウ オオヒカゲ 準絶滅危惧種 

コウチュウ ホタル ゲンジボタル 要注目種 

ヘイケボタル 要注目種 
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科名 種名 京都府RED 環境省ＲＬ 

ラン ギンラン 準絶滅危惧種 

ムヨウラン 絶滅寸前種 

コクラン 準絶滅危惧種 

アカバナ ミズユキノシタ 準絶滅危惧種 

イチヤクソウ イチヤクソウ 準絶滅危惧種 

3 ５ 
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トンボ類 
 10科38種と多様なトンボが確認された。環境省のレッドリストで準絶滅危惧、京都府のレッド

データブックでも準絶滅危惧種にあげられているキイロサナエ及び京都府のレッドデータブック
で準絶滅危惧種にあげられているムカシヤンマ、オツネントンボの合計3種が確認された。 

大きく分けると流水性の環境を好む種と止水性の環境を好む種に分けられる。鹿背山地区に
は平地から丘陵、山地にかけて樹林に囲まれた細流があり、細流の周囲を中心に流水性の環
境を好むトンボ類（アサヒナカワトンボ、ハグロトンボ、キイロサナエ、コヤマトンボ、オニヤンマ
等）が確認された。 

 樹林に囲まれた中に位置する湿地や池、水田など止水性の環境も多く存在し、止水性の環境
を好むトンボ類（サラサヤンマ、コシアキトンボ、シオヤトンボ、カトリヤンマ、リスアカネ、マユタ
テアカネ等）の他、水がしみ出てくる斜面などを好むムカシヤンマが確認された。 

チョウ類 
 5科47種とこれもさらに多様なチョウが確認された。47種のうち貴重種は、京都府のレッドデー

タブックで準絶滅危惧種にあげられているオオヒカゲである。確認されたチョウ類を大きく分け
ると、樹林環境を好むチョウ類、林縁部から周辺の草地にかけての環境を好むチョウ類、耕作
地や河川敷を好むチョウ類、人里や人家の周辺を好むチョウ類等に分けられる。 

 鹿背山地区にはクヌギ、コナラ等の樹林が残されており、このような場所では樹林環境を好む
チョウ（ムラサキシジミ、ミズイロオナガシジミ、アカシジミ、オオミドリシジミ等）が確認され、林縁
部ではネザサ、ススキ等のイネ科に集まるチョウ（クロヒカゲ、サトキマダラヒカゲ等）、フジ、ク
ズ、ハギ類、ウツギ等の林縁の花に集まるチョウ（キタキチョウ、ウラギンシジミ、イチモンジチョ
ウ等）、放棄田に生育するカサスゲやヒゴクサ等のカヤツリグサ科が生育する環境を好む貴重
種のオオヒカゲが等が見られた。耕作地周辺ではナズナ、イヌガラシ、カラスノエンドウ等小さ
な草本類に集まるチョウ（モンシロチョウ、キアゲハ等）、サンショウ、ミカン等が植栽された人家
の庭先などによく見られるチョウ（アゲハ、アオスジアゲハ等）等、多様なチョウ類が確認された。 
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その他の昆虫 

 子ども達にも馴染みのあるホタルやカブトムシ、クワガタムシ、セミなどの調査に
よりセミ類5種、クワガタムシ類5種、コガネムシ類4種、ホタル類3種が確認された。

このうちゲンジボタルとヘイケボタルは京都府のレッドデータブックで要注目種に
なっており、環境省のレッドリストで情報不足とされているアカマダラコガネがハチク
マの巣跡で確認された。 

 地元の方の話では、昔よくホタルが見られたということで、現在も人家の多い耕作
地周辺ではヘイケボタルが、鹿背山倶楽部の活動地付近でゲンジボタルが確認さ
れた。ホタルの見られる環境がまだ残されているといえる。 

 地区内にはクヌギ、コナラ、ナラガシワ等の樹液の出る樹木も多く、カブトムシや
クワガタムシ類の生息が確認された。子供たちのためには、これらの樹木の保全
が重要である。 

 セミ類については、本来南方のセミで生息域を拡大し、公園などでよく見られるク
マゼミ、人家の庭先から雑木林まで広く生息するアブラゼミ、山地の広葉樹林でみ
られるミンミンゼミ、平地から丘陵地のサクラ、ケヤキ、マツが生育する樹林でよく
見られるニイニイゼミ、スギ、ヒノキの針葉樹林でよく見られるヒグラシなど、多様な
環境を好むセミ類が確認された。 
カブトムシの仲間 

コクワガタ、スジクワガタ、ヒラタクワガタ、ミヤマクワガタ、ノコギリクワガタ、カブト
ムシ 

13 



イシガメ イモリ 

シュレーゲルアオガエル ヌマガエル 

は虫類と両生類 
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コクガワガタ 

ムカシヤンマ オニヤンマ サラサヤンマ 

オオヒカゲ イチモンジチョウ オオミドリシジミ 

ノコギリクワガタ ミヤマクワガタ 

昆虫 
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ミヤマガマズミ 

コバノミツバツツジ 
ヤマユリ 

モチツツジ 

カマツカ 

サワオグルマ 

タンナサワフタギ 

ホナガタツナミソウ 

里山に彩りを添える植物群 

16 



ギンラン ムヨウラン コクラン 

イチョウウキゴ
ケ 

貴重植物 
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地域生物多様性保全計画（中間案） 
に向けて 

木津川市学研企画課 

資料２ 



地域連携保全活動計画における計画項目 

項目① 項目② 内容 

①計画区域 地域連携保全活動計画の対象となる区域 

②計画目標 -1 長期目標 10年後・20年度の地域文化や自然と人との関わりについて望
ましい姿 

-2 短期目標 長期目標に向けた個々の活動の達成目標 

※例えば・・・ 定量的目標 

 定性的目標 

具体的な数値を示すもの 

地域の将来像のイメージを描くようなもの 

③活動内容 

（具体的に） 
それぞれの主体が、計画目標を達成するために行う地域連携
保全活動の内容 

 実施主体、実施場所、実施時期、実施方法 等  

④国・府との連携 一体的に実施することが望ましい取組の調整 

⑤計画期間 目標を達成するための必要な適切な期間の設定 

活動計画の実施状況の点検・見直し（時期的考慮） 

⑥各種計画との調和 関連する計画等との適合性等について点検 
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計画目標の設定について ① 

計画目標とは・・・ 
計画区域において、各団体の連携保全活動によって地域の生物多様性や人と自然との関わりが将来ど
のような状態になることを目指すのかというもの。 

【全体目標の設定】 
▼将来 

 ・将来に夢が膨らむ姿 

  ※次世代に託す・引き継ぐことも考慮 

▼現状 

 ・生物多様性の状況、団体活動や思いの把握 

 ・地域特有の文化・計画の把握 

▼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 

長期目標（ありたい姿） 
10年度・20年度の地域文化や自然と人との関わりに
ついて望ましい姿 

 

短期目標（当面の整備目標） 
長期目標の実現に向けた個々の活動の達成目標 

ゾーン別目標 
ゾーン毎に目標設定 

 「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」 

活動内容の設定 
それぞれの主体が計画目標を達成するために行う
地域連携保全活動の内容 

実施主体・実施場所・実施時期・実施方法 等 

【目標設定の例】 
○定量的目標 

   ・ ・ ・具体的な数値を示すもの 

○定性的目標 

   ・ ・ ・地域の将来像のイメージを描くようなもの 

○評価指標 

 活動目標（アウトプット）・ ・ ・どれだけできたか 

 成果指標（アウトカム） ・ ・ ・その結果、どうなったか 

 

市民モニタリングの取組 

活動効果＝市民へのアピール 
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計画区域の設定について 

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 

環境調和型研究開発
ゾーン 

里山の維持再生 
ゾーン 

木津川市域 

対象地域 

▼学研木津北・東地区土地利用計画（H24.2策定）での位置付け ▼学研木津北地区周辺の地理的特徴 

【多様な環境の接点】 集落・木津川・ニュータウン・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 

【面 積】 約１４０ha 

【４つのフィールド】  

  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 

4 ＝ 



計画区域の設定について 

【里山の維持再生ゾーン】 
自然と人間のかかわりをベースに
歴史・文化も活用した里山環境価値
の創造 

 

○里山再生・活用フィールド 
多様な主体の参画による森林風致の向
上への取り組み 

里山の維持・再生活動の展開 

 

○自然環境保全フィールド 
オオタカの生息環境保全 

オオタカ、サシバ、ハヤブサなどの猛禽
類が飛び交う森林を自然と人間の共生
文化を象徴するシンボル的緑地として保
全 

 

○歴史・文化・観光フィールド 
鹿背山の歴史文化のシンボル性を発揮
鹿背山城跡を拠点とした活動の展開 

 

○田園保全・活用フィールド 
農的利用の維持活動の展開 

農とふれあう市民との連携による生産・
振興 

 

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 

里山の維持再生ゾーン 
《当計画の対象地域》 
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環境調和型研究開発
ゾーン 



長期・短期目標の設定について 

長期目標（ありたい姿）   10年後・20年後の地域文化や自然と人との関わりについて望ましい姿 
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短期目標（当面の整備目標）  長期目標の実現に向けた3～5年後の活動の達成目標 

（参考）ワークショップでまとまったA班の各目標 

 長期目標：農と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。 

 

 短期目標：木津川市の地域コミュニティの良さを子ども若者に伝え、持続可能 

        な組織づくり・プログラムづくりをして、拠点・道・水辺を整備する。 

【ワークショップでのキーワード整理】 
▼長期  

目標の視点：自分たちが夢を膨らまし、外部からは「あこがれ」られる姿を実現 

主なキーワード： 
  交流、里山再生、動物、竹林、バイオマス、景観、農業、歴史、遊び 

 

▼短期  

目標の視点：自分たちの活動範囲とその尐し周りを考える視点 

主なキーワード： 
  地域コミュニティ、NPO的組織づくり、プログラムづくり（運営）、施設づくり（拠点）、 

  子ども・若者の参加、道・水辺、耕作・手入れ・樹木活用 

 

▼その他のキーワード 

 里づくり、プログラム、鹿背山の方々との連携、地域コミュニティ 



長期目標の設定について 

長期目標（ありたい姿）   10年後・20年後の地域文化や自然と人との関わりについて望ましい姿 

   長期目標「              」 

（絵のイメージ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【計画期間】 
平成２６年度～３５年度 7 

▼オオタカが飛び、ヒナが餌を待っている ▼マツタケの豊作が見られるマツ林 

▼ツツジやヤマザクラが咲く里山 ▼水辺でカエルを追っかける子ども 

▼カスミサンショウウが生息しオサワオグルマが咲く湿地 

▼稲や古代米の世話をする谷内の田んぼ ▼竹細工を作る親子 

▼谷筋を行き交うオニヤンマ ▼夜に舞うホタル 

▼里山でカブトムシやクワガタムシを探す子ども ▼城山で木津川を見ながらのお花見 

▼ベースキャンプで楽しむキノコ汁 ▼たわわに実る鹿背山柿の畑 

▼子どもや大人もあふれる笑顔 ▼柿をほおばる子どもたち 

▼近隣のニュータウンの住民がトマトやキュウの栽培 

▼炭窯から煙がもくもく（薪や柴を活用した暮らしの体験） 



短期目標の設定について 

短期目標（当面の目標）   長期目標の実現に向けた3～5年後の活動の達成目標 
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▼短期   

目標の視点：自分たちの活動範囲とその尐し周りを考える視点 

キーワード： 
  地域コミュニティ、NPO的組織づくり、プログラムづくり（運営）、施設づくり（拠点）、 

  子ども・若者の参加、道・水辺、耕作・手入れ・樹木活用 

【体感】 
様々な世代が自然を感じ、自然を通して様々なことを学ぶ、プログ
ラムづくり 

【共生】 
いのちのつながり、生きものとの共生について考える 

【協働】 
さまざまな主体が一緒に取り組み、地域コミュニティの良さを子ど
も・若者をはじめ幅広い年代に伝える持続可能な組織づくり 

 
理
念 

理念の具体化・・・ 
【整備】 
質が高く豊かな里山空間を再生するために、必要な整備
（森林、基盤、施設）、それを維持するための制度、維持・
創造するための活動など 



ゾーン別目標について 

○里山再生・活用フィールド 

◆目標：里山景観の質の向上 

クワガタムシなどに子どもが目を輝かす
里山、カスミサンショウウオやトノサマガ
エルなどの両生類の楽園の維持 

（参考）グループの取組イメージ 

谷内田の利用（古代米やもち米の栽培） 

山の見回り（つる切り、笹刈り）、花が咲く
里山植物の栽培と山への移植など 

○自然環境保全フィールド 

◆目標：松林の健全化によるオオタカの
生息保全 

（参考）グループの取組イメージ 

オオタカが生息できる松林保全、マツタケ
生育環境整備など 

○歴史・文化・観光フィールド 

◆目標：鹿背山城跡を拠点とした活動の
展開 

（参考）グループの取組イメージ 

山城の機能回復としての眺望の確保、遺
構の保全や情報発信 

○田園保全・活用フィールド 

◆目標：農的利用の維持活動の展開 

（参考）グループの取組イメージ 

都市住民との交流による鹿背山柿の維
持普及活動 

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 

里山の維持再生ゾーン 
《当計画の対象地域》 

9 

環境調和型研究開発
ゾーン 



各活動団体の活動内容について 

各団体で検討していただくこと（例） 

10 

計画区域内の各活動について、詳細な活動内容 

を記載していく。 

 ◆実施場所 

 ◆実施主体及びそれに協力する関係者 

 ◆実施時期（スケジュール） 
 ◆実施方法 

 ◆モニタリング項目・評価軸 

検討のポイント 

○実現可能な規模や方法にしましょう。 

○科学的な知見を踏まえ、活動自体が生物多様性 

に悪影響を与えないよう十分に注意しましょう。 

 例えば、次のような活動には特に注意が必要です。 

 ・ 在来種を導入しようとする場合は、遺伝的な撹 

  乱に十分注意しましょう。 

 ・ 植物を植栽する場合は、その生態や分布域、 

  生育環境を十分調査しましょう。 

 ・ 地域の生態系に大きな被害を及ぼすおそれが 

  ある外来種の導入はやめましょう。 

 ・ 外来種の防除を行う場合、防除の方法等に注 

  意しましょう。 

項目 内容 

実施場所 木津川市鹿背山××× 

実施主体
及びそれ
に協力す
る関係者 

実施主体：○○○クラブ 

関  係  者：××株式会社 

実施時期
（スケ
ジュール） 

H２６～３０年 

実施方法 樹木の間伐、下草の刈り込み、活
動地までの道の整備 

 

モニタリン
グ項目・
評価軸 

活動目標：おいしい▲▼を楽しむ。 

成果指標：山の手入れ日数 

計画の実効性を高めるため、各主体が活動しやすい計画となるよう、活動内容は可能な限り具体的に盛
り込んでいきます。 



重点プロジェクトについて 

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 

活動拠点を結んだり、以前は結ばれていた道を復興し、
地域を回遊することにより、人の結びつきが生まれる空
間形成につなげる。 

道づくりからつながる整備目標イメージ 

 ▼人と人との交流活動 

  

 ▼景観を楽しむ里山活動 

 

 ▼文化を大切にする活動  など 

【計画期間】 
平成２６年度～３５年度 

団体の主な活動拠点 

①鹿背山倶楽部 

②NPO法人 京都発・竹・流域環境ネットワーク 

③木津の文化財と緑を守る会 

④鹿背山の柿を育てるネットワーク 

⑤鹿背山元気プロジェクト 

１ ２ 

３ 

４ 

５ 

人 人 

自
然

文
化 

自
然

文
化 

道のイメージ 

みんなをつなげるシンボル「道」 

「自然・文化と自然・文化」 
  「人と人」 「人と自然・文化」 
              のつながり 

11 



新規参画促進事業ついて 

12 

NPO 企業 大学 等 

木津川市地域連携保全活動協議会 

CSR活動 等 研究のフィールド活用 等 連携・情報交換 等 

市 

地権者 

市民 活 動 団 体 

コーディネーター(機能を持つ組織) 

支援 

新たな協働の仕組み 

人材育成のプログラム 

コーディネーター機能、 

子どもとの事業 

小学校との取組 

親世代に興味を持たせる 



新規参画促進事業 
新規参画促進事業 

目標等体系図 

13 

長期目標 

短期目標 

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 

ゾーン別 

目標 

鹿背山 

倶楽部 

京都発・
竹・流域
環境ネット
ワーク 

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
クラブサ
ポーター
の会 

活動内容 新規 新規 

目標内容 

新規参画促進事業 
重点プロジェクト 



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 

 （参考）学研木津北・東地区土地利用計画 
里山再生・活用フィールド 

◆土地利用の展開イメージ 

 ・市民緑地制度を活用し身近に利活用できる里山環境を創出 

 ・京都大学やRITEの研究フィールド（生物多様性の保全等）や、環境調和型研究開発施設の 

   実証・実験フィールドとして活用 

 ・多様な主体による里山活動を通じ、人と自然との持続的な調和を図り多様なライフスタイル 

    を実践するための場として提供 

◆維持管理・活用アイディア例 

 ・カスミサンショウウオ等の貴重種の保全 

 ・木津川市・市民団体・地元住民（土地所有者等）・企業等が連携し里山の維持再生活動を展開 

 ・里山活動に伴う発生材を環境調和型研究開発施設等へ安定的に供給 

 ・生物多様性の保全や里山活動等の環境学習・自然体験等のフィールドとして活用 

自然環境保全フィールド 

◆土地利用の展開イメージ 

 ・オオタカの保全活動に最低限必要な整備（里道の活用等） 
 ・自然災害（地すべり・土砂流出等）の防止等、安全・安心な生活を確保するための必要最小限の 

    整備 

 ・極力、人の影響を与えない土地利用 

◆維持管理・活用アイディア例 

 ・オオタカ等の貴重種の保全 

 ・木津川市や市民団体・地元住民（土地所有者等）・企業等による里道の管理及び、飛翔空間確 

    保のための枝打ちや採餌空間確保のための下草管理の実施 

歴史・文化・観光フィールド 

◆土地利用の展開イメージ 

 ・鹿背山城跡を史跡公園等として整備 

 ・里山の維持再生活動の拠点、都市との交流の拠点として活用 

◆維持管理・活用アイディア例 

 ・公園の維持管理 

 ・芸術振興（鹿背山焼き、木津川アート等）の活性化 

田園保全・活用フィールド 

◆土地利用の展開イメージ 

 ・生産緑地制度を活用した農ある暮らしの創出 

 ・地産地消・市民農園・観光農園との連携 

 ・市民団体等との連携による固有の農作物（鹿背山柿等）の生産・振興 

 ・地元住民（土地所有者等）・京都大学・企業等と連携し、研究・実証実験フィールドとして活用 

 ・都市と農村が共存する自然豊かなライフスタイルの創出 

 ・持続的な農業※に向けた取組み 

◆維持管理・活用アイディア例 

 ・市民団体や教育機関との連携による食育活動 

 ・市民や地元住民・企業等との連携による農業・里山研修（イベント等）の実施 

 ・京大附属農場・ＪＡ等との連携 14 



フォーラム 

協議会 

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 

既存活動（実証事業）の継続 

○現地調査の結果報告 

 （H23動植物、地形・地質結果） 

○今年度の調査概要 

◎全体目標の検討 

◎ゾーン設定 

◎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 

◎既存活動の整理 

◎新規参画促進方策 

◎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 

◎活動全体の目標 

         （短期・長期） 
◎ゾーン区別・目標 

◎既存活動の計画確認 

◎重点プロジェクト 

        の位置付け 

◎新規参画促進事業の確認 

◎指標の設定に向けた検討 

   （活動指標・成果指標） 
◎実施に向けた調整 

○現地調査の結果報告 
  （H24調査内容） 

第
４
回
協
議
会 

市民団体 

現地調査（生物多様性の現状把握） 

ＷＳ 

市 

開催  11/4 

開催 開催 開催 

既存活動の計画・新規参画促進に向けた課題整理 

アウト 

リサーチ 

活動 

協議会スケジュール（平成２４年度） 

15 

7/21 

6/30 

12/20 

2/25 

12/1 1/26

7 



グリーンウェイブの取組 

植樹箇所：１３ケ所  参加人数：３１３人  植樹本数：１５６本 

木津エコリージョン協議会 

UR  ・  市 

森林ボランティア 

木津高校 

桜を植えよう会 

こどもエコクラブ   

木津南中学校 

木津第二中学校 

棚倉小学校 

恭仁小学校 

梅美台小学校 

相楽台小学校 

相楽小学校 

木津川市役所 
城山台  

農（みのり）のまちづくり
スタート記念式典 

鹿背山倶楽部 

鹿背山元気プロジェクト 

資料３ 

１ 



木津川市制５周年記念グリーンウェイブ２０１２  

平成２４年５月２０日～６月２０日 ２ 



 

木津川市役所 

相楽台小学校 

鹿背山 
元気PJ 

鹿背山倶楽部 

山城町森林公園 

城山台 
スタート式典 

梅美台小学校 

相楽小学校 

恭仁小学校 

棚倉小学校 

木津第二中学校 

木津南中学校 

木津城址公園 

参考資料１ 

３ 



グリーンウエィブ２０１２活動報告

植樹箇所 植樹活動団体等 植樹日 人数 植樹数 コブシ ヤマボウシ ビワ スモモ ザクロ サクラ

木津川市役所 市長及び議員 6月11日 13 1 0 0 0 0 0 1

木津川市城山台 愛光保育園、地元区長ほか 5月22日 55 25 0 0 0 0 0 25

相楽小学校 生徒及び先生 5月24日 10 2 0 0 0 1 0 1

相楽台小学校 生徒及び先生 5月28日 10 12 3 3 0 3 3 0

梅美台小学校 生徒及び先生 6月5日 8 10 2 2 2 2 2 0

恭仁小学校 生徒及び先生 6月5日 26 3 0 0 1 1 1 0

棚倉小学校 生徒及び先生 6月6日 59 10 2 2 2 2 2 0

木津第二中学校 生徒及び先生 5月21日 13 6 0 0 2 2 2 0

木津南中学校 生徒及び先生 6月20日 9 3 0 0 0 0 0 3

木津川市こどもエコクラブ 5月20日 40 21 5 5 2 2 2 5

京都府立木津高校 25

桜を植えよう会 8

木津川市 鹿背山元気プロジェクト 5月26日 17 11 2 0 4 1 3 1

木津川市 鹿背山倶楽部 5月26日 9 7 1 3 0 0 0 3

山城森林公園 森林ボランティア 5月20日 11 5 0 0 2 1 0 2

合計 313 156 20 20 15 15 15 71

＊日本植木協会から90本、セブンイレブン財団から40本の苗木提供があった。

5 0 0 0 30
木津城址公園

405月22日 5

参考資料２ 

４ 



平成２５年度木津川市グリーンウェイブ 実施イメージ 
（想定される取組を列挙。このうち、実施できる取組に絞って実施） 

①計画 
段階 

木津川市 
 

学校等 

校内活動登録 
支援要望 

ＮＰＯ 

公募活動登録 
支援要望 

企業・団体 

公募活動登録 
支援内容検討 

活動参加者の募集・プレスリリース 

 ①NPO等へのイベント情報、②苗木配布情報、③どんぐり里親情報、④活動宣言   

市広報 学校通信 チラシ チラシ 

ＮＰＯ、企業・団体等 

①植樹活動等実施、②苗木配布等の実施、 
（③指導者派遣、④GW告知、⑤募金活動） 

②募集 
段階 

③登録 
段階 

④告知 
段階 

⑤活動 
実施 

木津川市 

市役所窓口で 
苗木配布 

【団体】 活動参加賞授与、キャラクター訪問  【個人】 シール等の配布 

市民 

活動登録 
支援要望 

市全体 

学研木津北地区での地域連携保全活動計画策定に向け、生物多様性保全に向けた取組を展開中 

参加・協力団体の募集 

【参加タイプ】 ①自団体で実施、②公募活動実施、③苗木等配布、④告知・資金協力 
【支援メニュー】 a:苗木提供、b:教材提供、c:指導者・キャラクター派遣、d:広報支援 

①a・c ①a・c、② ①a・c ③ 
④d 

学校等 

授業等 
で実施 

窓口 

５ 


