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３．１ 『緑』のまちづくりのテーマ 

 

『第４次亀岡市総合計画～夢ビジョン～』の将来像である“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～”を具体化していくた

めに、貴重なふるさとの景観を守り、育て、『緑』あふれるうるおいのある都市の創造をめざし、

“緑・水・うるおいのあるまち－かめおか－”をテーマに、『緑』あふれるまちづくりを推進しま

す。 

本市の『緑』の骨格である山並みと桂川（保津川）が形づくっている“心”を大切に、市民みん

なで、緑のまちづくりを進めます。 

また、市民・企業・行政の “心”と“手”を合わせて、緑化を推進することにより、全市民一

丸となって、『緑』を守り育てる“心”を育みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○道路や河川の『緑』による 

『緑』と『水』のネットワークの形成 

○特色ある『緑』のゾーンの形成 

○『緑』と『水』が交差するレクリエーションと憩

いの拠点の形成 

市民・企業・行政の 
“心”と “手”による『緑』づくり 

緑・水・うるおいのあるまち －かめおか－ 

―かめおか グリーンハートプラン― 

山の『緑』と桂川（保津川）

が形づくる“心” 

『緑』のまちづくりのテーマ 

『緑』のまちづくりのテーマ 
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３．２ 『緑』のまちづくりの基本方針 

 

以下に示す３つを基本方針とし、『緑』のまちづくりを推進します。 

 

１. ふるさとの『緑』と川を守り育てます  

古くから受け継がれてきた豊かな山、川などの自然や美しい田畑が広がる田園や里山の風景は、市

民共有の『緑』の財産です。これらの貴重な『緑』の財産をさらなる世代へ継承していくため、法規

制による無秩序な開発の抑制や、日常の暮らしや産業活動などを通じ、保全と活用を進めるとともに、

生物多様性に配慮し、多種多様な生物と『緑』の共生を図ります。 

また、各地にある社寺境内の樹林地は、身近で貴重なオープンスペースであり、交流や遊び場、憩

いの場、小動物の生息地として、地域の暮らしに密接に関わり、守り受け継がれてきたものです。自

然や田園とともに歴史的な『緑』の保全と良好な景観形成により、『緑』のまちづくりを推進します。 

 

２.まちに『緑』の基盤をつくります 

身近に利用できる都市公園は、子育ての場や高齢者のやすらぎの場、コミュニティ形成の場である

と同時に、災害時などには避難場所となるものです。安全で快適な生活環境を形成するため、配置計

画などの再編整備を含め、計画的な都市公園の整備を推進します。 

また、本市が有する豊かな河川空間を活かした水辺空間の整備とともに、公園・緑地など『緑』の

拠点と道路の緑化による連続した『緑』の軸の整備により、防災力の向上と水と緑のネットワークの

形成を推進します。 

 

３.身近な『緑』を増やし、いきいきとしたまちをつくります 

うるおいある『緑』のまちづくりを進めるため、市民・企業・行政の協働の取り組みのさらなる活

性化を目指し、より多くの市民や企業が『花』や『緑』を守り育てる活動に参加できる環境づくりを

推進します。 

快適で緑豊かな市街地形成のため、都市計画の地域地区による誘導や生垣などによる民有地緑化に

関する制度活用の普及・啓発に努めます。 

また、公共公益施設の緑化は、地域における緑化の先導的役割を果たすもので、各施設の機能を考

慮しつつ、市民に開放された憩いとうるおいのある『緑』の空間づくりと協働の取り組みの場として

の活用を進めます。 

生垣の緑 社寺の緑 
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３．３ 緑地保全及び緑化推進に向けた施策 

 

①自然環境などの保全 

古くから受け継がれてきた豊かな山や美しく広がる田園、桂川（保津川）をはじめとした河川な

どを次の世代に継承するため、適正な維持・管理により、今後とも保全していきます。 

また、貴重な『緑』のうち、現況の法制度で保全できない緑地については、条例などにより、緑

豊かな環境を保全していくことを検討します。 

 

②公共公益施設緑化の推進 

公共公益施設については、市民が集い、交流する場として、市民・企業・行政の協働のもと、市

民に親しまれる緑化の推進に取り組みます。 

 

＜街路樹の適正な整備＞ 

道路の緑化については、既存道路では、現状の道路幅員を考慮し、新設道路では、計画段階から

できる限り植栽帯を設け、それぞれ周辺景観や環境に合った緑化を推進します。 

また、“亀岡らしさ”が感じられる緑化を推進するため、道路を緑化する際の樹種の選定や植栽

の配置などに配慮するとともに、花壇やベンチの設置を行うなど、緑豊かなまちづくりを推進しま

す。 

 

＜駅前広場などへの花や緑による演出＞ 

駅前広場、京都縦貫自動車道のインターチェンジや主要な交差点などは、本市を訪れる人々を迎

える玄関口として、花と緑でもてなす空間の演出に努めます。 

特に、駅前広場は、多くの人が行き交う場所であることから、本市のシンボルとなる樹木の植樹

や駅周辺を含めた緑化などにより、花と緑の演出に努めます。 

 
＜学校の緑化推進＞ 

地域のコミュニティの拠点である学校や保育所（園）については、樹木の植栽や草花による季節

感の創出と地域の人への開放に努め、身近でやすらぎのある緑地として活用していきます。 

 

＜その他の公共公益施設の緑化推進＞ 

市民と身近な関係にある公共公益施設については、緑化推進のモデル施設として、『緑』の確保

に努め、市民が気軽に集い、交流する緑地として活用していきます。 

特に、ガレリアかめおかの屋外施設「芝生ひろば」は、世代を超えた交流ができる緑地として活

用していきます。 

また、緑化が困難な小規模な施設については、花壇やハンギングバスケット、フラワーポットな

どにより、緑化を行うとともに、公共公益施設における「みどりのカーテンモデル事業」を推進し

ます。 

 

③民有地緑化の推進 

住宅地・商業地・工業地における緑化により、『緑』と『花』があふれるまちづくりを推進しま

す。 
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＜京都府地球温暖化対策条例に基づく緑化促進制度の推進＞ 

植栽空間の少ない市街地においては、建物を利用した壁面緑化や屋上緑化を推進し、目視できる

『緑』がいっぱいのまちなみを形成していきます。地球温暖化の防止をはじめ、ヒートアイランド

現象の抑制や都市環境の改善を図るため施行された「京都府地球温暖化対策条例」における建築物

等の緑化促進制度の周知を進め、対象となる建築物等の緑化を推進します。 

 

＜住宅地の緑化推進＞ 

土地区画整理事業や開発事業によって、新たに住宅地として整備する地区については、地区計画

や緑地協定を活用し、地域ぐるみで緑化を進め、緑豊かな住宅地の形成を図ります。 

また、空地などの民有地を有効に活用していくため、借地契約などによる緑化を検討します。 

 

＜商業地の緑化推進＞ 

明るく華やかなイメージを演出し、商店街を活性化していくため、店舗の接道部分や屋上、ベラ

ンダ、壁面の緑化を進め、花いっぱいの商店街づくりを推進します。 

特に、道路などの公共施設の空きスペースを有効に活用し、商店街を活性化していくため、商店

街と行政が協働し、商店街のＰＲとなる緑化を推進します。 

 

＜工業地の緑化推進＞ 

大規模工場に対しては、工場立地法に基づく緑化の指導に取り組むとともに、企業の協力を得な

がら、工場の周囲や出入口周りへの緑化を推進します。 

特に、幹線道路沿道の企業については、敷地の外周緑化を働きかけ、花と緑が連続する沿道景観

の形成を誘導していきます。 

 

④緑化運動への多様な市民参加への仕組みづくり 

市民が自発的に緑化運動に参加し、市民みんなの手により『緑』を守り、育てていくため、花と

『緑』のまちづくりのイベント開催や広報紙等による継続的な情報提供など市民の緑化啓発を図り、

多様な市民参加の仕組みづくりに取り組みます。 

 

＜花や緑を介した交流イベントなどの充実＞ 

市民みんなが『緑』を知り、ふれあい、緑化意識を高揚していくため、毎年実施している｢花と

緑のフェスティバル｣などのイベントを、今後とも開催していきます。 

また、花や『緑』を守り育てるやさしい心を持つ子どもを育成するため、幼稚園・保育所（園）・

小中学校に｢花づくりコンクール｣への応募を働きかけ、花と『緑』あふれるまちづくりを推進しま

す。 

 

＜種苗・苗木の配布＞ 

各種イベントなどにおいて、花の種や苗を配布し、市民が花や緑と身近にふれあえる機会を増や

すことに努めます。 
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⑤緑化活動の支援 

市民による緑化推進活動の継続・充実を図るため、市民・企業・行政の協働のもと、緑化活動へ

の支援を図ります。 

 
＜わがまちの花づくり事業の推進＞ 

「わがまちの花づくり事業」により、自治会等で行う花づくりの取り組みを支援します。 

 

＜緑化推進活動団体の育成＞ 

公園、道路、河川敷、住宅地、商業地、工業地などの緑化や美化清掃の緑化推進活動を行ってい

る「（公財）亀岡市都市緑花協会」や「花と緑の会」などの市民グループの取り組みが、今後とも

継続できるように、市民・企業・行政が協働して支援します。 

また、「（公財）亀岡市都市緑花協会」を中心として、緑化活動に取り組むＮＰＯなどの市民緑化

団体のネットワークを図り、『緑』を育てる輪を広げます。 

 

＜人材育成支援＞ 

地域緑化活動には、自主性を持ったリーダーを育成していく必要があります。そのため、「花と

緑の会員」などの市民グループの方々と協働して、地域の緑化推進リーダーの育成を目指し、また、

「緑の少年団」などの緑化推進活動の支援を図ります。 

 

⑥学校などにおける緑化等の野外活動の充実 

小学生や中学生などが自然の大切さや自然保護に対する意識の高揚を図るため、豊かな自然環境

や田園環境などについて、ふれあいと体験学習の場として『緑』の活用を図ります。 

亀岡駅前の緑化 街路樹 
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３．４ 『緑』のまちづくりの整備目標 

 

目標年次（平成32年度）における整備目標として、都市公園の目標水準を掲げ、『緑』のまちづ

くりに取り組みます。 

 

（１）都市公園の整備目標 

国の「都市計画中央審議会（現社会資本整備審議会）」が示している『都市公園などの整備の長

期目標』では、住区基幹公園が4.0㎡／人、都市基幹公園が4.5㎡／人、その他公園8.5㎡／人を

目標水準としています。 

本市は、段階的な整備として目標年次（平成 32 年度）における整備目標を、住区基幹公園 3.0

㎡／人、都市基幹公園6.4㎡／人、その他公園2.5㎡／人と設定します。 

 

 

 

公 園 種 別 
現  況 

（平成 24 年） 

目標年次 ※１ 

（平成 32 年） 

長 期 目 標 

（国民一人当りの公園の目標整備量） 

基 

幹 

公 

園 

住区基幹公園 1.5 ㎡／人 3.0 ㎡／人 4.0 ㎡／人

 

街区公園 1.3 ㎡／人 1.7 ㎡／人 1.0 ㎡／人

近隣公園 0.2 ㎡／人 0.6 ㎡／人 2.0 ㎡／人

地区公園 0.0 ㎡／人 0.7 ㎡／人 1.0 ㎡／人

都市基幹公園 5.4 ㎡／人 6.4 ㎡／人 4.5 ㎡／人

 
総合公園 3.8 ㎡／人 4.8 ㎡／人 3.0 ㎡／人

運動公園 1.6 ㎡／人 1.6 ㎡／人 1.5 ㎡／人

計 6.9 ㎡／人 9.4 ㎡／人 8.5 ㎡／人

広域公園 － － 2.0 ㎡／人

国営公園 － － 1.0 ㎡／人

その他

公 園 

特殊公園 － － 

8.5 ㎡／人

緩衝緑地 － － 

都市緑地 0.4 ㎡／人 0.4 ㎡／人

緑   道 － － 

都 市 林 － － 

そ の 他 0.0 ㎡／人 2.1 ㎡／人

計 0.4 ㎡／人 2.5 ㎡／人 8.5 ㎡／人

合 計 7.3 ㎡／人 11.9 ㎡／人
20.0 ㎡／人

※2 （17.0 ㎡／人）

※1 目標年次における人口は、上位計画である亀岡市都市計画マスタープラン等に基づき、100,000人としています。 

※2 国民一人当りの公園の目標整備量は、20.0㎡／人であるものの、広域公園2.0㎡／人と国営公園1.0㎡／人は本

市に該当しません。 

市民一人当り都市公園の目標水準 
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（２）都市公園の配置方針 

 

＜住区基幹公園・街区公園（誘致距離：250 m、標準面積：0.25 ha）＞ 

「東つつじヶ丘公園」や「桜台アゼリア公園」などの街区公園については、市街地部及び今後新

たな土地利用が図られる区域について、誘致圏などに配慮しながら、身近に歩いて行ける公園を適

正に配置します。 

 

＜住区基幹公園・近隣公園（誘致距離：500 m、標準面積：2 ha）＞ 

「大日谷公園」や「南郷公園」などの近隣公園については、比較的人口集積の高い市街化区域に

位置する小学校区に各々1カ所配置するなど、適正な箇所への配置を検討します。 

 

＜住区基幹公園・地区公園（誘致距離：1 km、標準面積：4 ha）＞ 

「平和の森自然公園」などの地区公園については、人口が集積している市街地周辺部において、

適正な配置を検討するとともに、周辺の自然環境や歴史環境などを活用し、特色のある公園づくり

を進めます。 

 

＜都市基幹公園・総合公園（標準面積：10～50 ha）＞ 

「平和台公園」や「平の沢公園」などの総合公園については、市民が自然とふれあい、交流でき

る憩いの場とするため、整備構想を検討します。 

市街地中心部に新たに配置する都市基幹公園については、集客力を有する運動施設（スタジアム）

を設置し、地域の発展の牽引的な役割を担うとともに、市民スポーツの振興や青少年の夢の実現と

健全育成を図ります。 

 

＜都市基幹公園・運動公園（標準面積：15～75 ha）＞ 

「亀岡運動公園」については、日常圏及び広域圏におけるレクリエーションを支える緑地として

保全し、市民みんなが楽しみ交流できる緑地として活用していきます。 

 

＜都市緑地（標準面積：0.1 ha 以上）＞ 

「大堰川緑地」や「七谷川緑地」などの都市緑地については、自然の豊かさを学び享受できる緑

地として、広く市民に親しめるように水辺空間や散策路などの整備を進めます。 

七谷川緑地 大日谷公園 
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都市公園の配置方針図 
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３．５ 『緑』の将来像 

 

本市の『緑』の特性や課題、今後必要となる公園・緑地の整備などを踏まえて、次の「『緑』の

拠点」「『緑』の軸」「『緑』のゾーン」で、本市の『緑』の骨格を構成していきます。 

 

（１）『緑』の拠点 

施設系緑地の核となり、かつ良好な自然環境の保全と市民が憩えることを重視した緑地として

「平の沢公園」「丹波NEW風土記の里整備構想における歴史公園」「南郷公園を含む亀山城址」「平

和台公園」「亀岡運動公園」「平和の森自然公園」「七谷川緑地」「亀岡国際広場球技場」及び市

街地中心部に新たに配置する「都市基幹公園」を“『緑』の拠点”とし、保津川かわまちづくり計

画の対象区域を“『水』の拠点”として位置づけます。 

“『緑』の拠点”は、本市の公園・緑地の中心となることから、自然と調和するとともに、憩え

る場となる整備と良好な管理を行っていきます。市街地中心部に新たに配置する「都市基幹公園」

については、郊外に偏る都市基幹公園の配置の適正化に寄与するとともに、市街地部における新た

なにぎわいの創出を図ります。 

また、“『水』の拠点”は、保津川かわまちづくり計画に基づき、「かわ」と「まち」の持つ魅

力を高め、有効に活用していくとともに、多くの生物の生息・生育空間として、その機能の保全・

向上を図ります。 

 

（２）『緑』の軸 

①シンボル緑化軸 

広域幹線道路である国道９号は、本市の中心市街地を通り、広域や地域を結ぶ交通を処理してい

ます。 

また、沿道では商業施設の立地も進み、人々の交流空間としてにぎわっています。 

このような状況を踏まえ、国道９号を“シンボル緑化軸”として位置づけ、道路の緑化や沿道施

設緑化の推進により、連続的な緑視を確保し、にぎわいの中にも落ち着きのある沿道景観の創出を

図ります。 

 

②まちの緑化軸 

広域幹線である国道423号、国道372号、中心市街地の府道・幹線市道を“まちの緑化軸”と位

置づけ、今後さらに沿道の緑化を推進し、まちに連続性のあるうるおい空間を演出していきます。 

 

③ふれあい緑化軸 

人々の日常の交流の場となるＪＲ馬堀駅や並河駅、千代川駅などに至る主要な道路を“ふれあい

緑化軸“と位置づけ、沿道の緑化を推進します。 
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④豊かな水の軸 

保津川下りで名高い観光名所として、また、ランドマークとして市民に親しまれる桂川（保津川）

は、本市を代表する河川であり、豊かな流れが生物を育み快適な水辺空間を形成しています。 

防災面からは河川改修が長年の課題であり、また、市街地に近接した健康・レクリエーションの

場として緑地整備が必要です。 

一方で、保津川は、古代より丹波地方と京都を結ぶ水の道として水運に利用されてきたことや、

亀岡盆地の農耕に必要な水を供給してきたことなど、ふるさと亀岡の暮らしを育んできた歴史的、

文化的な価値を有しており、その文化的景観と貴重な動植物の生息環境を保持していくことも重要

です。 

そこで、桂川（保津川）を“豊かな水の軸”として位置づけ、環境の改変を最小限にとどめ、雄

大な自然の保全を図るとともに、市の顔でもある風光明媚な渓谷美を保全していきます。 

 

⑤身近な水の軸 

市街地及びその周辺を流れる年谷川、鵜ノ川、西川、千々川、雑水川、曽我谷川、犬飼川は、ま

ちにうるおいをもたらす貴重なオープンスペースです。 

これらの河川を“身近な水の軸”として位置づけ、散策路や多自然型護岸の整備、水質改善など

により、河川と身近にふれあうことができる水と『緑』のネットワークの形成を図ります。 

市街化調整区域や都市計画区域外の田園地域、山間地域を流れる曽我谷川（上流部）、犬飼川（上

流部）、本梅川、栢原川などは、農地や山地と一体となった良好な自然環境を保全していきます。 

 

⑥ふるさと風景軸 

川東地域の良好な田園集落や『緑』の拠点である『丹波NEW風土記の里整備構想』における歴史

公園周辺、「水鳥の道」、「和らぎの道」などの散策を楽しめるルートを「ふるさと風景軸」と位

置づけ、農村の原風景をより引き立てるような、素朴な草花による帯状の緑化を推進します。 

 

（３）『緑』のゾーン 

①山並み保全ゾーン 

良好な自然環境を有し、美しい景観を醸しだしている『緑』の骨格をなす山並みを“山並み保全

ゾーン”として位置づけ、山林の計画的な管理により自然系緑地を保全するとともに、山地の開発

を抑制していきます。 

 

②田園里環境ゾーン 

市街化調整区域の田園集落周辺を“田園里環境ゾーン”として位置づけ、伝統的民家による田園

集落景観、あぜ木や段上の農地による田園風景などの農村の原風景を保全するとともに、快適な生

活環境を形成するために、ポケットパークなどの整備や集落周辺の緑化を推進します。また、身近

にある自然環境や田園環境を活かした『緑』の空間を整備していきます。 

 

③里山ゾーン 

山間部のあいまに分布する農地と集落及びその周辺を“里山ゾーン”と位置づけ、周辺の山並み

などと調和した里環境を保全していきます。 
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④風土記の里ゾーン 

川東地域の地域資源の保全や活用をめざした学びと憩いの場『丹波NEW風土記の里整備構想』に

おけるエリアを“風土記の里ゾーン”として位置づけるとともに、ふるさとの景観を形成する良好

な農地や樹林地、歴史的資産である文化財などを保全していきます。 

 

⑤中心市街地緑化推進ゾーン 

本市の中心的な商業・業務・サービス機能が集積するＪＲ亀岡駅から国道９号に至る中心市街地

部を“中心市街地緑化推進ゾーン”として位置づけ、都市公園などの整備と合わせて、壁面緑化な

どの目視できる『緑』の充実をめざし、緑化を推進します。 

本市の玄関口である亀岡駅前周辺においては、“亀岡らしさ”を感じさせるシンボル的な緑化を

推進します。また、亀山城址や南郷池周辺は、城下町の風情を残す住宅地の歴史的景観と調和した

緑化を推進します。 

 

⑥まちなみ緑化推進ゾーン 

中心市街地以外の市街地を“まちなみ緑化推進ゾーン”として位置づけ、住区基幹公園などの整

備や緑化の推進により、良好な生活環境の形成を図ります。 

各地域のまちなみ緑化は、地域住民の意向などを踏まえ、地域の課題や特性に応じた個性ある緑

化の推進を図ります。 

また、新たに市街化区域へ編入する地域については、公園・緑地の整備や緑地協定の締結などに

より緑化を推進します。 

 

（４）緑化重点地区 

「亀山城址周辺地区」は、ＪＲ亀岡駅や市役所、大規模ショッピングセンターなどの主要な公共

公益施設や商業施設が集積しています。また、亀山城址や旧城下町の歴史的なまちなみなどの貴重

な歴史資源も多くあり、本市の中心的な拠点であるとともに、歴史的にも由緒ある地区であること

から、「緑化重点地区」として、緑地の整備、都市緑化などを重点的に推進します。 

 

（５）緑化モデル地区 

土地区画整理事業の事業化の誘導を図る「高野林・小林地区」「寺地区」「亀岡駅北地区」及び

土地区画整理事業が実施されている「大井町南部地区」の４地区を「緑化モデル地区」とし、緑豊

かな市街地環境を誘導していきます。 

「緑化モデル地区」については、緑豊かなまちづくりの先導的なモデル地区として、計画的に緑

化を誘導していくことをめざします。 

 

（６）歴史的緑地保全地区 

すぐれた歴史風土と結びつきがあり、良好な自然景観を有するとともに、環境保全の点からみて

も重要な緑地である『亀山城址の樹林地』については、動植物の生態系に配慮しつつ、条例などに

より、保全していくことを検討します。 

また、豊かな樹林地を保護・育成していくため、適切な管理を行い、良好な自然景観を保全して

いきます。 
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（７）『緑』の山並みと田園を保全する地区 

『緑』の骨格を形成し、市街地からの景観を形成する『稜線の山並み』と「丹波NEW風土記の里

整備構想」における公園と一帯となって歴史的風土を形成する『川東地区の農地』や山並みと一体

的な景観を形成する『棚田』などについては、生物多様性に配慮しつつ、条例などにより、保全し

ていくことを検討します。 

また、豊かな樹林地を保護・育成していくため、適切な管理を行い、良好な自然景観を保全して

いきます。 

 

（８）市街地を取り巻く『緑』のベルト 

市街地を取り巻く『緑』のベルト状の山並みは、市街地のスプロール的な拡大が懸念されるため、

法規制などの指定を検討し、『緑』が保全されるよう、無秩序な開発行為を制限します。 

亀岡運動公園 和らぎの道 

南郷公園 
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『緑』の将来像図 


