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第１章 保全活動計画策定の背景第 章 保全活動計画策定の背景

(1)生物多様性の動向

1.国内外の動向

( ) 物多様性の動向

生物多様性に関する世界と日本の動向について下記の表を参考に記述する。

世界 日本

年 国連環境計画 生物多様性条約を採択1992年 国連環境計画で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 生物多様性条約を締結

1995年 生物多様性国家戦略を策定物多様 国 戦 策定

2002年 ＣＯＰ10で生物多様性条約戦略計画を採択し、
2010年目標を設定

新・生物多様性国家戦略を策定

2005年 国連環境計画がミレニアム生態系評価を公表

2007年 第三次生物多様性国家戦略を策定

2008年 生物多様性基本法を制定

2010年 ＣＯＰ10で愛知目標と名古屋議定書を合意 生物多様性国家戦略2010を策定
ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアチブ国際パートナーシップ発足ＳＡＴＯＹＡＭＡイ シアチブ国際パ トナ シップ発足
生物多様性地域連携促進法を制定
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(2)生物多様性基本法

生物多様性基本法は、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
保全するはじめての包括的な法律である。

(3)地域連携保全活動計画

平成22年に生物多様性地域
連携促進法が制定され、
平成23年に施行された。

法の枠組みについては右図
について簡潔に記述する
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(1)地勢・人口等

2.木津川市の概況

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㎢のまちである。

北東側と南東側に山地が広がり、市域の中心部を東から西に、そして市域の西端部を大きくカーブし、北へ向
かって木津川が流れており、木津川に沿って平野部が広がっている。森林が41.9％で も多く、耕地が19.0％、
宅地が9.3％である。
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人と増加傾向にある。

(2)関西文化学術研究都市（学研都市）
関西文化学術研究都市（以下「学研都市」とする。）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、文化学術研究都市、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である。

木津川市には、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、居住
環境や都市機能の整備が進んでいる。

(3)学研木津北・東地区
学研木津北・東地区は、ニュータウン事業等を目的とし、開発が行われる予定であったが、社会経済状況等の

変化やUR都市機構のあり方の議論等から、ニュータウン事業の中止が決まり、学研木津北・東地区の土地利
用について、平成24年2月に木津北・東地区土地利用計画を策定された。

(4)学研木津北・東地区土地利用計画
木津北地区の立地特性（地形・貴重種・里山活動・地域資源等）、及び市民団体等による積極的な里山活動

がおこなわれていること、そして近年の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。
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第2章 策定する計画について第 章 策定する計画に て

1.計画対象区域の概況

計画対象地区の土地利用方針
（木津川市都市計画マスタープランから）

里山景観の保全、里山の再生や生物多様性の環

木津川市域

境維持、持続可能な循環型社会の実現に貢献する
地区の形成、周辺の自然環境・里山環境などの活
用、環境都市を象徴する施設（エネルギー回収推
進施設）の建設を推進する

対象地域 【多様な環境の接点】
集落 木津川 タウン 森林 田圃

進施設）の建設を推進する。

集落・木津川・ニュータウン・森林・田圃

【面 積】
約１５０ha約
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1-1自然環境

(1)地形・地質

地形の特徴は地区の東側が鹿背山の尾根筋となっており、かつ地区の北側部分は小さな尾根・谷が
複雑に入組む急峻な形状となっている 南側部分は地区の中では比較的緩傾斜で 農地等が棚田状

出典：ＵＲ都市機構提供資料

複雑に入組む急峻な形状となっている。南側部分は地区の中では比較的緩傾斜で、農地等が棚田状
に広がっている。北側部分はかつて木津川が氾濫する原因となるほどの硬い岩盤（花崗岩）である一
方、南側部分は湧水湿地を形成しやすい大阪層群で構成されている。7



(2)植物

植生図から植生の経年変化読み解く。→アカマツ林の減少。竹林の拡大等

昭和59年植生図 平成15年植生図 平成23年植生図
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科 種
15 39

裸子植物 3 4

分類

種

シダ植物

植物確認種数

貴重種としては、京都府のレッド
データブックで絶滅寸前種とされて
いるムヨウラン 準絶滅危惧種にあ裸子植物 3 4

離弁花類 46 154
合弁花類 25 102

14 82

双子葉植物
被

子

植

物

種
子
植
物 単子葉植物

いるムヨウラン、準絶滅危惧種にあ
げられているミズユキノシタ、イチヤ
クソウ、ギンラン、コクランの合計5
種が確認された。

貴重種としては、京都府のレッドデータブックで絶滅寸前種とされているムヨウラン、同じく京都

14 82
103 381合計

物 単子葉植物

(3)動物府種にあげられているミズユキノシタ、イチヤクソウ、ギンコクランの合計5種が確認された。(3)動物
ア 哺乳類、は虫類、両生類

フィールドサインで確認できた哺乳類

区分 目名 科名 種名 京都RDB
哺乳類 ウサギ ウサギ ノウサギ

ネコ イヌ キツネ
タヌキ

アライグマ アライグマ 要注目種 外アライグマ アライグマ 要注目種－外
来種

イタチ イタチの一種
テン

ウシ イノシシ イノシシ
シカ ニホンジカシカ ホ ジカ

合計 3目 6科 8種

9



目名 科名 種名 H23 H24 京都府RED 環境省ＲＬ

目視等で確認できたは虫類

クサガメ ○ 要注目種

イシガメ ○ ○ 準絶滅危惧

ヌマガメ ミシシッピアカミミガメ
※

○

ヤモリ ヤモリ ○

カメ イシガメ

トカゲ

トカゲ トカゲ ○ 要注目種

カナヘビ カナヘビ ○

シマヘビ ○ 要注目種

アオダイショウ ○ 要注目種

ナミヘビ

貴重種としては、京都府のレッドデータブックで絶滅寸前種とされているムヨウラン、同じく京都
府のレッドデ タブックで準絶滅危惧種にあげられているミズユキノシタ イチヤクソウ ギンコ

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

2 7 12 2 11 8 1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ミズユキノシタ、イチヤクソウ、ギンコ
クランの合計5種が確認された。

目名 科名 種名 H23 H24 京都府RED 環境省ＲＬ

サ ウウオ サ ウウオ カ ミサ ウウオ ○ ○ 絶滅寸前種

2 7 12 2 11 8 1

目視等で確認できた両生類 ※ウシガエルは特定外来生物

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 VU

イモリ イモリ ○ ○ 要注目種 NT

カエル アマガエル ニホンアマガエル ○

アカガエル ニホンアカガエル ○ ○ 要注目種

ト サ ガ ○ 要注目種トノサマガエル ○ 要注目種 NT

ヌマガエル ○ 要注目種

ウシガエル※ ○ ○

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

2 5 9 5 9 7 3

10 貴重生物の分布図は非公開とし別途資料で作成



イ 鳥類

№ 目名 科名 種名
奈良県での

渡り区分
京都府RED

環境省

RL

鳥類リストの一部

渡り区分 RL

8
タカ タカ

ミサゴ 漂鳥 絶滅危惧種 NT

9 ハチクマ 夏鳥 絶滅危惧種 NT

貴重種としては、京都府のレッドデータブックで絶滅寸前種とされているムヨウラン、同じく京都府
のレッドデ タブックで準絶滅危惧種にあげられているミズユキノシタ イチヤクソウ ギンコクラ

10 トビ 留鳥

11 オオタカ 留鳥 絶滅危惧種 NT

12 ハイタカ 冬鳥 準絶滅危惧種 NT
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ミズユキノシタ、イチヤクソウ、ギンコクラ

ンの合計5種が確認された。13 ノスリ 冬鳥(一部留鳥) 準絶滅危惧種

14 サシバ 夏鳥 絶滅危惧種 VU

15 ハヤブサ ハヤブサ 留鳥 絶滅危惧種 VU15 ハヤブサ ハヤブサ 留鳥 絶滅危惧種 VU

猛禽類は京都府のレッドデータブック7種、環境省のレッドリスト6種を含め、
が確 鳥8種の飛翔が確認された。全鳥類は14目34科71種で、その中で、貴重種は

サンショウクイ、アオバト、ジュウイチ、クサシギ、フクロウ、サンコチュウな
ど、京都府のレッドデータブック20種、環境省のレッドリスト7種である。
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ウ 昆虫類

トンボ類

トンボ類は10科38種を確認した。貴重種は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、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種である。

・トンボ類

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種である。

・チョウ類

チョウ類は5科47種を確認した。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。オオヒカゲは地区内で数回確認されており、

貴重種としては、京都府のレッドデータブックで絶滅寸前種とされているムヨウラン、同じく京都
府のレッドデ タブックで準絶滅危惧種にあげられているミズユキノシタ イチヤクソウ ギンコ

滅危惧種 あげ れ るオオ ゲ ある。オオ ゲ 地区内 数回確認され おり、
比較的個体数は多いものと考えられる。

・その他の昆虫

子ども達に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ミズユキノシタ、イチヤクソウ、ギンコ
クランの合計5種が確認された。

子ども達に馴染みのあるホタルやカブト シ、クワガタ シ、セミなどの調査によりセミ類
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。

(4)自然環境の特色(4)自然環境の特色

クヌギ、コナラ等の樹林、果樹園、水田、畑、湿地、細流等が複雑に入り組んだ環境を形
成しているので、鳥類、両生類、トンボ類、鳥類などの種類が多い。特に食物連鎖の頂点
に位置するオオタカやサシバなどの猛禽類が8種も確認されたことは 鹿背山に多様生態に位置するオオタカやサシバなどの猛禽類が8種も確認されたことは、鹿背山に多様生態

系が形成されていることの証である。また、大阪層群や風化花崗岩に特徴的な湧水性湿
地には貴重種であるカスミサンショウウオが生息されているものの、水路や湿地の管理不
足によって徐々に陸地化するなどカスミサンショウウオの生息環境は悪化している。
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1-2.歴史文化・地場産業
図 鹿背山城跡の位置

(1)歴史文化

室町・戦国期の大和・山城地域の歴史・文化を考え
るうえで極めて重要で 近畿有数の規模を誇る山城るうえで極めて重要で、近畿有数の規模を誇る山城
（南山城 大）の遺跡である鹿背山城跡がある。

(2)地場産業

貴重種としては、京都府のレッドデータブックで絶滅寸前種とされているムヨウラン、同じく京都

(2)地場産業

鹿背山柿
後継者不足に悩む農家が50名程度の会員の協力

府のレッドデータブックで準絶滅危惧種
農

を得て、「鹿背山の柿を育てるネットワーク」を組成し、
栽培に取組んでいる。

・木津町史によれば、木津北地区は都市部の安全・安心な生活を確保するために、住民によ
る主体的な里山管理等が行われてきた地域である。

(3)里山管理の歴史

る主体的な里山管理等が行われてきた地域である。
→江戸時代、木津北地区が位置する鹿背山とその南部にかけての山々は江戸時代の頃
は「惣山」と呼ばれる緑が生い茂る地域であった。当初、住民の立ち入りが禁止された
「留山」であったが、土砂流出等の災害をもたらしていた。そのため、安全・安心な生活を
確保することを目的として 麓に住む住民が主体的に下草刈等を行い良好な里山 森林確保することを目的として、麓に住む住民が主体的に下草刈等を行い良好な里山・森林
の維持管理を実施することとなった。
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2.計画策定の目的

地域社会に暮らす人々の生業の場である田圃や里山などで生物多様性は維持されていた。
生物多様性が維持されていることは、人間も含めて、全ての生物が生活しやすい良好な環境
であることを示している。人が関与して形成された環境は適切に管理されないと劣化する。私
たちはこの良好な環境を劣化させることなく 次世代につなぐ義務がある 次世代の人々にもたちはこの良好な環境を劣化させることなく、次世代につなぐ義務がある。次世代の人々にも
多様生物と共に暮す楽しさを伝えることを目的として、木津川市地域連携保全計画を策定す
る。具体的な目的は以下のとおりである。

豊かな自然や生態系の保全自然保護

貴重種としては、京都府のレッドデータブックで絶滅寸前種とされているムヨウラン、同じく京都

貴重な動植物の保護

里山景観の維持再生

自然保護

自然と共生

府のレッドデータブックで準絶滅危惧種地域の基層である歴史と文化の保全

生物多様性の価値や楽しさを実感できる仕組みの構築

教育・学習

交流・協働

3.計画の位置付け

本計画は生物多様性地域促進法に基づく法定計

総合計画

本計画は生物多様性地域促進法に基づく法定計
画に位置付けられる。市の総合計画や環境基本計
画、緑の基本計画などと関連させながら、市と市民
が協働して計画を実行する。

保全活
動計画

環境基
本計画

学研木津北・
東地区土地
利用計画

緑の基本
計画

が協働して計画を実行する。
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4.計画目標

本計画では10年後 20年後の地域文化や自然と人とのかかわりについて望ましい姿を長期本計画では10年後、20年後の地域文化や自然と人とのかかわりについて望ましい姿を長期
目標とし、長期目標の実現に向けた5年後の活動達成目標を定め、これを短期目標とした。

設定に当たっては、鹿背山地区の人や活動団体の双方の合意形成
を図るためワークショップを実施した。

（参考）・・・現在作成途中（9月中に完成予定)、短期目標は複数
長期目標：里山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。
長期目標は言葉だけでなく 絵によっても表現する長期目標は言葉だけでなく、絵によっても表現する。

・絵のイメージ

オオタカが飛び餌を待っているヒナ、カスミサンショウウオが生息しサワオグル
マが咲く湿地、マッタケが豊作の松林、ツツジやヤマザクラが咲く里山、

水辺でカエルを追いかける子供 竹トンボに興じる親子 カブトムシやクワガタ水辺でカエルを追いかける子供、竹トンボに興じる親子、カブトムシやクワガタ
ムシを探す子供、キノコ汁を囲み子供や大人のあふれる笑顔、柿を頬張る子供、

田圃に実る稲穂、たわわに実る鹿背山の柿、炭窯から煙モクモク、城山で木津
川を見ながらお花見弁当、夜のホタル見物、谷を行き交うオニヤンマ

短期目標：木津川市の地域文化や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、活動拠点・道・水辺
を整備する。
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5.計画の達成に向けた活動

計画対象地地区では 部を除き すでに生業としての田圃や里山の管理が行われていない計画対象地地区では、一部を除き、すでに生業としての田圃や里山の管理が行われていない
ので、次の活動を実施することによって、生物多様性を保全する計画とする。

・共同活動

人里では地域社会が山の利用について約束事を決め、水路や道の整備などは住民の共同
作業だった。この計画では地域社会全体で担っていたような作業を共同活動と表現する。
～活動団体の共同による管理道路の整備等

・日常活動

活動団体が実施している活動を日常的活動と表現する。地域社会の人が生業として自然に
かかわっていた役割を日常活動が補う。
～田圃での古代米づくり、柴刈、竹林整備、山桜の植栽、柿の木の手入れ

・人を呼び込む活動（人材・技能の育成活動）

地域社会に替わって 市と市民が生物多様性保全を担うことになるので 多くの市民を活動地域社会に替わって、市と市民が生物多様性保全を担うことになるので、多くの市民を活動
に呼び込むための活動が必要になる。
～里山祭り、里山講習、城跡見学会と講演会

・恵みを得る活動（はれの日体験活動）

地域社会の人が生業として糧を得ていたように、生物多様性保全活動によっても恵みを享受
できる活動が必要である。
～きのこ栽培 エコ体験 柿の収穫 稲や野菜の収穫 花見～きのこ栽培、エコ体験、柿の収穫、稲や野菜の収穫、花見
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第3章 地区の特色と活動第 章 地区の特色と活動

1.ゾーン区分とフィールドの設定

計画対象地区は環境調和型研究開発ゾーンと里山の維持再生

【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の環境価

象 環境調和 研究開発 維持再
ゾーンに区分している。生物多様性保全活動は里山の維持再生
ゾーンで実施する。

自然と人間のかかわりをベ スに歴史 文化も活用した里山の環境価
値を創造するゾーン。4つのフィールドを設定
○里山再生・活用フィールド

多様な主体の参画による森林景観の向上や生物多様性の維持を目的
とした活動フィールド
里山の維持 再生活動の展開里山の維持・再生活動の展開
○自然環境保全フィールド

オオタカ、サシバ、ハヤブサなどの猛禽類が飛び交う森林を里山のシ
ンボルとして保全活動するフィールド
松林の維持・再生活動の展開
○歴史・文化・観光フィールド

鹿背山の歴史文化の基層性と誇りを醸成させるための活動をする
フィールド
城跡を拠点とした活動の展開
○田園保全・活用フィールド○田園保全 活用フィ ルド
農とふれあう市民との連携による生産・振興するための活動フィールド
農的利用の維持活動の展開

17



次の団体が各フィールドを拠点として活動を展
開している。

2.生物多様性活動の現状

開している。

①鹿背山倶楽部

里山林の再生や竹林の健全化、団畑の再生を
とおして、生物多様性保全に取り組んでいる。とおして、生物多様性保全に取り組んでいる。

②NPO法人 京都発・竹・流域環境ネットワーク
竹林の拡大を抑えて、魅力ある里山の再生や

竹材の有効活用に取り組んでいる。竹材の有効活用に取り組んで る。

③木津の文化財と緑を守る会

鹿背山城の文化財としての価値を高め、地域の
文化的シンボルの山にするための活動に取り組文化的シンボルの山にするための活動に取り組
んでいる。

④鹿背山の柿を育てるネットワーク

地域の特産品である鹿背山柿を市民と協働で地域の特産品である鹿背山柿を市民と協働で
生産し、柿づくりの後継者育成に取り組んでいる。

⑤鹿背山元気プロジェクト

マツタケ・柿畑・竹林の再生作業などや、人を里ツタケ 柿畑 竹林の再生作業などや、人を里
山に呼び込むために、里山の魅力づくりに取り組
んでいる。

⑥木津川市こどもエコクラブサポーターの会⑥

上記の活動団体と協働して、子供たちに環境学
習の機会を提供している。
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3.生物多様性活動の目標

地区全体の長期目標については第2章の計画目標に記載している。生物多様性保全活動について、地区全体の長期目標については第2章の計画目標に記載している。生物多様性保全活動について、
活動団体の指針になるように、目標を設定する。

(1)共同的活動
目標：昔の道を復元して活動団体が交流できるようにするとともに、里山のにぎわいを取り戻す。

(2)日常的活動の目標【参考資料】
日常的な活動についてはフィールド毎に実施させるので、フィールド毎に記述する。

○里山再生・活用フィールド
◆目標：里山景観や環境の向上◆目標：里山景観や環境の向上
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復活

団畑の再生（古代米等の栽培）、畦畔や水路の維持、竹林の健全化と拡大抑制、里山の魅力化、竹の有効
活用、景観保全のための苗木、苗育成
○自然環境保全フィールド○自然環境保全フィ ルド
◆目標：樹林の健全化による猛禽類生息保全
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、里山で生物と人が共生できる環境づくり
○歴史・文化・観光フィールド
◆目標：鹿背山城跡の文化的価値を高め地域文化のシンボル化◆目標 鹿背山城跡の文化的価値を高め地域文化のシンボル化
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
都市住民との交流による鹿背山柿の育成活動、後継者育成活動都市住民 交流 よる鹿背山柿 育成活動、後継者育成活動

(3)人を呼び込む活動
目標：講習会などによって里山や城跡の魅力を伝え、保全活動に参加を求める。

(4)恵みを得る活動(4)恵みを得る活動
目標：里山遊びや自然体験によって里山の楽しさを実感してもらう。

キノコ栽培、柿の収穫などで里山の恵みを得る。19



第４章 推進体制第 章 推進体制

市は一員として参画するだけでなく、積極的に関わる。

1.市の役割

市は 員として参画するだけでなく、積極的に関わる。

①拠点の整備
活動団体による里山保全活動の拠点を整備する。

②基盤の整備

里山保全活動を進めるため、必要となる管理用通路・水路などの基盤整備を、段階的に
実施する。実施する。

③市民緑地・生産緑地制度の活用

土地の所有状況が、市有地と民有地がモザイク状であるため、これらの制度を活用し、里
山活動 係る ド 体的な利用促進を図る また 生物多様性地域連携促進法附山活動に係るフィールドの一体的な利用促進を図る。また、生物多様性地域連携促進法附
則第３条の制度のあり方検討の実施も視野に入れることとする。

④都市部との交流に向けた取組み④都市部との交流に向けた取組み

区域の特性・資源の保全・活用など、都市部における里山の重要性をＰＲ、啓発するため
の取組みを推進する。20



里山が積極的に利用されていた時代は集落コ

2.（仮称）木津川市地域連携保全活動応援団

里山が積極的に利用されていた時代は集落コ
ミュニティが利害の調整や共同活動の段取りなど
を行っていた。生物多様性活動の円滑な推進の
ために、この集落コミュニティに替わる組織が必要
あるである。

右の図のようにコーディネーター機能を持つ組
織（仮称）木津川市地域連携保全活動応援団で
推進を図る。推進を図る。

木津川市地域連携保全協議会は計画作成後も
継続し広い視野から調整機能を発揮する。

活動応援団特徴（案）
・「無理なく、継続して」を理念とする。

・里地里山の再生に貢献する意志がある者が参加できる。

・計画の推進及び保全活動の促進に際し、次の役割を担うこととする。
１ 多様な活動主体との調整１ 多様な活動主体との調整
２ 保全活動に関する情報の集約と発信
３ 教育・学習の支援
４ 人材の育成・育成支援
５ ボランテ ア等の人材確保５ ボランティア等の人材確保

・事務局は、木津川市役所内に置くものとする。21



3.計画の進行管理

期 標 短期 標 ら ながら計 全体 進行管 関する と 木津 市地域連携保全活動長期目標や短期目標に照らしながら計画全体の進行管理に関することは木津川市地域連携保全活動

応援団が行う。活動団体は団体の活動指標と成果指標を設定し、計画、実行、評価、修正の手順で格段
台が独自で進行管理する。

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

【目標と指標の設定例】
○定量的目標

・ ・ ・ササユリの個体数を１００とする

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

ササユリの個体数を１００とする。
○定性的目標

・ ・ ・ササユリが咲く小道の復元
○評価指標
活動指標（アウトプット）・ ・ ・どれだけできたか

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」

活動指標（アウトプット） どれだけできたか
例：里山の草刈り年2回

成果指標（アウトカム） ・ ・ ・その結果、どうなったか
例：ササユリの開花個体の増加

「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」

○評価
指標を設定しておけば活動を簡単に評
価できる。例：草刈り2回は実施済なので
活動評価は○ 開花個体数も増加したの

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

活動評価は○、開花個体数も増加したの
で成果も○

市民モニタリングの取組み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

市民モニタリングの取組み

評価に基づき活動効果＝市民へのアピー
ル（ササユリが増えた、美しい）22



4.関係部局や関係機関との連携・協力

生物多様性保全に係る施策は、生態系の保全はもとより人の暮らしや教育・学習、産
業振興など多分野に及び、また国・府・市など行政機関の担当部局も多岐にわたります。

このことから 本市及び木津川市地域連携保全活動応援団は 各関係部局の連携をこのことから、本市及び木津川市地域連携保全活動応援団は、各関係部局の連携を
進めるとともに、国・府・周辺自治体などの関係機関と連携し、協力を求めながら、本保
全計画の推進を進めていきます。

5.ＣＳＲ活動

近年、企業の社会的責任（CSR）活動について、新たな協定締結による森林づくりが

増加し、また、広範な区域について長期間の協定締結が希望されるなどニーズも多様
化・高度化しています。

そこで それらのニ ズに対応しつつ 手続きの透明性をより高めつつ 多様な森林整そこで、それらのニーズに対応しつつ、手続きの透明性をより高めつつ、多様な森林整
備や保全活動の要請に対応できるよう、協定締結による「企業の森林づくり」を推進しま
す。
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（参考）今後の予定について

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

協議会

月月月月月月月月月月月月

市民団体

第5回協議会：７月２３日 第6回協議会：計画素案 第7回協議会：計画案

既存活動（実証事業）の継続

協議会

現地調査（生物多様性の現状把握）

パブリック・コメント

ＷＳ

市 既存活動の計画・新規参画促進に向けた課題整理

6/10 7/9 開催
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