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地域制緑地図 
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２．３ 社会の潮流 

現在の社会の潮流は、以下のように整理できます。 

 

○ 少子高齢化・人口減少の進展 

近年、我が国では平均寿命の伸びや出生率の低下にともない、急速に少子高齢化が進んでいま

す。特に、平成 17 年で約 20％であった 65 歳以上の高齢者の割合は、国立社会保障・人口問題研

究所の推計（平成 24 年 1 月推計）によると、平成 37 年には約 30％に達すると予測されており、

国や地方自治体の財政縮小や労働力の減少などの影響による地域活力の低下が懸念されます。 

この少子高齢化の進展などの要因を背景に日本の総人口は平成 16 年をピークに減少に転じて

おり、平成 32 年代後半には全ての都道府県で人口が減少すると予測されています。 

今後は、都市の魅力向上による若年層世代の転出防止・転入促進や財源の確保、独自の活性化

策などの対策による地域活力の回復が求められます。 

 

○ 拡散型都市構造から集約型都市構造への転換 

高度経済成長期以降、各都市の市街地はモータリゼーションの進展とともに外延化し、都市機

能の拡散が進行しています。拡散型の都市構造は低密度な市街地の形成や中心市街地の空洞化の

進行、環境負荷の高まりなどさまざまな問題に起因しており、都市構造の見直しが必要となりま

す。 

今後目指すべき都市像としては、都市の拡散や低密度化を防ぐため、圏域内の中心市街地や駅

周辺などを都市機能の集約拠点として整備し、公共交通ネットワークなどにより有機的に連携さ

せる集約型都市構造への転換が求められます。 

 

○ 都市経営の効率化 

高齢化が急速に進む昨今、各地方公共団体では保健・福祉・医療などに関わる経費の増大にと

もない、社会資本整備費が制約されてきています。 

一方で、高度経済成長期を中心に整備された大量の都市施設の老朽化が進み、健全な都市の発

展に必要不可欠な都市基盤の改築や適切な維持管理が困難となることを要因として、都市が破綻

することも現実味を帯びてきており、自主財源の確保や行政改革の推進による都市経営の効率化

が求められます。 

 

○ 地球環境問題への意識の高まり 

平成 9年 12 月に採択された気候変動に関する国際連合枠組条約京都議定書において、我が国で

は温室効果ガスの排出量を平成 20 年から平成 24 年までに平成 2年比 6％の削減を行うことが定

められています。これを契機として、地球温暖化に代表される地球環境問題をはじめ、ヒートア

イランドや大気汚染など、国民や企業の環境保全に対する意識は確実に高まりをみせており、環

境にやさしい暮らしの実現が求められます。 
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○ 地方分権の進展 

各地方自治体では、平成 12 年の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」

の施行を契機として、平成 18 年に「地方分権改革推進法」が成立、平成 22 年の「地域主権戦略

大綱」の閣議決定を経て、平成 23 年に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律」が成立するなど、自らの判断と責任による自治体運営が

進められています。 

こうした中で、厳しい財政面や激化する都市間競争を生き抜くためにも、地域の実情に即し地

域の特性を活かした個性的・独自的な地域づくりが求められます。 

 

○ 価値観・ライフスタイルの多様化 

生活水準の向上や余暇時間の増大を背景として、人々の価値観は「経済的な豊かさ」から「心

の豊かさ」を重視する方向へと大きく変化し、ライフスタイルについてもこれまで以上に「質」

が重視されるなど、市民ニーズの高度化・多様化が進んでいます。 

一方で、従来の都市政策は急激な都市化や人口増加を背景とした「量」的充足の効率的な達成

を目的としており、良好な都市景観の創出や身近な生活環境の改善などの都市の「質」的向上と

いった現状の課題に的確に対応できていない事態も生じています。 

このような課題に対応するためにも、市民ニーズの把握や地域に密着したまちづくりを目指す

など、都市政策を柔軟に多様化することが求められます。 

 

○ 農業ニーズの高まり 

近年の輸入農作物の増加や食料自給率の低下、食の安全性の確保の観点などから、農業の重要

性が再認識されており、農地に対しては農業体験の場や緑地としての機能を評価するなど、身近

な自然を求めるニーズが顕在化しています。 

一方で、人口減少の進展にかかわらず依然として宅地などへの農地転用が多いことや、担い手

の高齢化や後継者不足などの問題が懸念されており、今後は、都市内における農地を適切に維持・

確保し、担い手の育成や農地の適正な管理を図るなど、都市政策としての農業の位置づけを総合

的に検討し、農家が意欲をもって生産に取り組むことができる環境づくりなどが求められます。 

 

○ 安全・安心に対する意識の高まり 

近年は、地震や台風、集中豪雨などの自然災害が多発化・多様化・大規模化する傾向にあり、

人々の防災や減災に対する意識は極めて高くなっています。また、こうした自然災害に限らず、

原子力発電所事故や多様化・凶悪化する犯罪など、広がる社会不安を背景に、さまざまな分野に

おいて安全・安心の確保の大切さは一層強く認識されています。 

このような課題に対応するためにも、地域防災力の強化や防犯活動の推進、地域の中で協力し

合える人間関係の形成など、安全・安心対策の確立が求められます。 
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２．４ 上位計画の整理 

 

（１）第４次亀岡市総合計画～夢ビジョン～（平成 23 年 1 月） 

●目指す都市像 

 

 

 

 

 

●まちづくりの基本理念 

○市民の参画と協働の推進 

○安全・安心ぬくもりの創出 

○豊かな自然と先人の知恵の継承・活用 

 

 

 

●エリア別土地利用の基本方針 

①緑のエリア：森林の保全を基本に、自然とふれあうレクリエーションの場として活用します。 

②実りのエリア：優良な農地の保全・整備と集落環境の整備、都市農村交流を進めます。 

③潤いのエリア：多くの生きものを守る環境保全と、ふれあい・交流のできる河川空間として活

用します。 

④街のエリア 

○快適な住宅地域：快適な公共空間・住宅地の形成と市民によるまちづくりを進めます。 

○活力ある工業地域：工業地域における環境にやさしい取組と新たな企業誘致に向けた土地利

用を誘導します。 

○にぎわいのある商業地域：ＪＲ4駅を中心に商店街振興と大規模商業の適正誘導を図ります。 

水・緑・文化が織りなす笑顔と共生のまち かめおか 
～セーフコミュニティの推進とにぎわいのまちづくり～ 

■エリア別土地利用構想図 

●人口の目標 

○目標年次        平成 32 年度 

○定住人口                100,000 人 

○にぎわい人口            600 万人以上 

※にぎわい人口：観光客に加え、レジャー、

買い物客や通勤通学による流入人口 
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（２）亀岡市都市計画マスタープラン（平成 24 年 11 月） 

 

●まちづくりの目標 

○人や環境にやさしいコンパクトなまちづくり 

○交流によるにぎわいの創出と産業の活性化による自立したまちづくり 

○豊かな自然環境と調和し景観に配慮したうるおいあるまちづくり 

○セーフコミュニティの概念に基づく誰もが安全で安心に暮らせるまちづくり 

○市民・事業者の参画と行政との協働によるまちづくり 

 

●まちのフレーム 

○目標年次        平成 32 年度 

○将来人口フレーム         100,000 人 

    

●将来の土地利用方針 

○ 人や環境にやさしいコンパクトなまちづくりの実現に向け、都市機能の集積と充実による効

率的な土地利用を図ります。 

○ にぎわいと魅力ある自立したまちづくりを目指し、新たな産業拠点の形成や都市拠点の機能

向上を図るとともに、歴史・文化などの地域資源や観光資源を活かした土地利用を図ります。 

○ うるおいあるまちづくりに向け、豊かな自然環境と調和し、景観に配慮した土地利用を図り

ます。 

○ 誰もが安全で安心に暮らせるまちづくりに向け、適切な土地利用の配置・誘導を図ります。 

○ 新たな都市活力の創出に向け、農業振興と周辺環境との調和を図りながら、適正な規模での

市街地の形成に向け、既存の都市基盤を活かした新たな土地利用への転換を検討します。 

 

 ■将来都市構造図 
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２．５ 関連計画の整理 

 

（１）第２次亀岡市環境基本計画（平成 24 年 3 月） 

●第２次亀岡市環境基本計画のテーマ 

 

 

 

 

●施策の大分類と方針 

施策の大分類 施策の方針 施策の内容 
1. 
生活環境・快適
環境 

公害のない快適な生活環境
づくり 

大気環境の保全 水質浄化 騒音・振動の防止 悪臭
の防止 土壌汚染の防止 

良好な景観の保全 良好な景観の形成 良好な景観の保全・創出 

まちなかの緑化 街の緑化 公園・緑地の整備 

適正な生活排水処理 
下水道の普及 浄化槽設置の促進 し尿くみとりの
実施 

2. 
資源循環・廃棄
物対策 

環境美化 
不法投棄対策 美化重点推進地域の設定 美化活動
の促進 あき地の雑草等の除去 

３Ｒの促進 
ごみの資源化の促進 適正処理の推進 ゼロエミッ
ション 

グリーン購入の促進 グリーン購入の促進 

3. 
自然環境 

生物多様性の維持・向上 
外来生物対策 アユモドキの保全 身近な生物の生
息環境の保全 

水環境の保全 
保津川流域の保全 漂着ごみ問題対策 水辺環境の
創造 

森林環境の保全 
森林資源の活用促進 森林環境の保全 市民による
森づくりの促進 病虫害対策 有害鳥獣対策 

農地の保全 
農地の保全 新しい農業の導入 地産地消の推進
有害鳥獣対策 

4. 
地球環境・温暖
化対策 

再生可能エネルギーの利活
用促進 

再生可能エネルギーの利活用促進 

省エネルギーの推進 環境マネジメントの推進 省エネルギー対策の実行 

地球環境にやさしい交通対
策の推進 

公共交通の充実 道路交通体系の整備推進 モビリ
ティ・マネジメントの推進 エコドライブの推進 低
公害車の導入促進 

低炭素社会構築に向けた事
業所支援の促進 

環境関連産業の誘致・育成 排出量取引の活用 亀岡
発低炭素社会システムの構築 

＜共通項目＞ 
市民・事業者と
の連携協力 

環境教育の促進 
学校教育の充実 就学前教育の推進 地球環境子ど
も村の活用 市民への普及・啓発 

環境活動団体の育成 ＮＰＯの育成 

普及・啓発の担い手の育成 環境学習指導員の育成 

●リーディングプロジェクト（先導的施策） 

1.いきものが棲み続けるまちづくりプロジェクト 

天然記念物アユモドキの保護保全/生物多様性の維持 など 

2.まちの美化推進プロジェクト 

海ごみサミットの開催/美化活動の推進/不法投棄対策 など 

3.エネルギーの地産地消推進プロジェクト 

再生可能エネルギーの利活用/省エネルギー対策の推進 など 

人と環境にやさしいまち かめおか 
～豊かな自然にめぐまれ、人々がいきいきと住めるまち「かめおか」 

                    誇りを持って次世代に引き継ごう～ 
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（２）亀岡市景観計画（策定中） 

 

●目標 
目標 1：市民財産である豊かな緑と保津川をはじめとする清流景観の保全 
目標 2：亀山城址と城下町風情の保存 
目標 3：三大観光振興支援とまち歩きの魅力発掘 
目標 4：市民と協働によるまちづくり

●基本理念 

 

 

 

 

●地区別景観形成の方針 

○歴史的景観形成地区：城下町を印象づける建造物や樹木の保全など、居住者にとって快適な環

境の創造を図ります。 

○都市景観形成地区 

・ＪＲ亀岡駅前及びクニッテルフェルド通り沿道：中心都市核にふさわしいにぎわいとうるお

いが両立した景観形成を図ります。 

・ＪＲ馬堀駅前地区：観光客へのおもてなしと、住み続けたいと思える環境が両立した景観形

成を図ります。 

・ＪＲ並河駅前、ＪＲ千代川駅前地区：各駅前の住宅や商業施設の立地にあわせ、歩行者空間

や緑が確保されたまちなみ景観の形成を図ります。 

・国道 9 号沿道地区：ゆったりとした街路空間と亀岡らしい自然とやまなみが調和した沿道景

観の形成を図ります。 

・大井町南部地区：背景のやまなみや田園と調和し、緑豊かな景観の形成を図ります。 

○湯の花温泉景観形成地区：温泉郷の情緒を醸し出す自然や緑と共生した景観の形成を図ります。 

○自然景観形成地区 

・市街地や農村集落の背景となる緑豊かな自然景観の保全を図ります。 

・亀岡を特徴づける景観資源である保津峡の自然景観の保全を図ります。 
 

 

 

豊かな景観がはぐくむににぎわいと文化が織りなす共生のまち かめおか 
～京の奥座敷・川下り・京野菜・鉾のにあうまちづくり～ 
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２．６ 根拠法等の整理 

都市の『緑』とオープンスペースに関する総合的な施策運営を図るため、「景観法」、「都

市緑地保全法等の一部を改正する法律」、「景観法の施行に伴う関係法律の整備などに関する

法律」の通称である景観緑三法が平成 16 年に施行され、また、生物多様性基本法が平成 20

年に施行されました。 

これらの法制度の改正及び施行に関する「緑の基本計画」への影響を以下に示します。 

 

○都市緑地法（平成 16 年改正） 

「地方公共団体の設置に係る都市公園の整備方針」を定めることが追加されるなど、計画

内容の充実が図られました。これにより、「緑の基本計画」は、緑地の保全・緑化の推進及

び都市公園の整備を総合的に推進するための基本計画として位置付けられました。 

 

○都市公園法（平成 16 年改正） 

立体都市公園制度の創設、多様な主体による公園管理の仕組みの充実、借地公園の整備の

推進、都市公園の設置基準の見直しなどが行われました。 

 

○景観法（平成 16 年施行） 

景観法の施行により、「基本計画は景観法による景観計画との調和が保たれているもので

あること」との内容が都市緑地法に位置付けられました。 

 

○生物多様性基本法（平成 20 年施行） 

生物多様性の保全や持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、自然と共

生する社会の実現、及び地球環境の保全に寄与することを目的として施行されました。 

また、「都市緑地法運用指針」においても、「緑の基本計画における生物多様性の確保に関

する技術的配慮事項」が平成 23 年に盛り込まれました。 
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２．７ 市民意向の整理 

『第４次亀岡市総合計画～夢ビジョン～』で実施したアンケート調査より、『緑』に関す

る市民の意向を整理します。 

 

（１） 調査の概要 

 

調査基準日 平成 21 年 6 月 1 日 

調査対象 亀岡市に住む 18 歳以上の市民から無作為に 3,000 人を抽出 

調査実施方法 郵送による配布・回収 

調査期間 平成 21 年 6 月 11 日～6 月 30 日 

調査数 2,995 人 

有効回収数 1,097 人 

有効回収率 36.6% 

 

（２）調査結果の整理（『緑』に関連する設問を抜粋） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

＜満足度と重要度＞ 

○環境保全や安全・安心については、満足度・重要度ともに評価は高い傾向にあり、引

き続き「身近な公園整備や緑化活動」・「自然や市街地の快適な景観」への取り組みが

必要です。 

 

＜亀岡市の将来像＞ 

○亀岡市の将来像として「自然やみどりが豊かでうるおいあるまち」が最も高い結果と

なったことから、現行の緑の基本計画で設定している『緑』のまちづくりのテーマと

も合致しており、亀岡市の豊かな自然を保全する取り組みにより将来像の実現に向け

た施策の推進が必要です。 

 

＜『緑』に関する施策の意識について＞ 

○『緑』に関する施策である「公園・緑地の整備・保全」などへの意識は 10％以下と比

較的低い結果となっています。一方、森林、河川などの自然環境に対する意識は高く、

引き続き市民との協働のもと、『緑』に関する施策について推進が必要です。 

 

＜市民主体のまちづくりや協働について＞ 

○まちづくりにおいて市民との協働やＮＰＯ活動やコミュニティ活動を活性化してい

くには、「活動に参加するきっかけづくり」や「参加しやすいイベントの実施」など

活動の裾野を広げる機会づくり等が必要です。 

 

 


