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ヒガンバナ（ヒガンバナ科） 

コノハナザクラ（バラ科）© 
キキョウ（キキョウ科） 
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参考資料 亀岡市における地域別の貴重植物 

 

亀岡地区 

オグルマ（キク科）。ツクバネウツギ（スイカズ

ラ科）。ウツボグサ、ニガクサ（シソ科）。オカト

ラノオ（サクラソウ科）。ケケンポナシ（クロウメ

モドキ科）。ゴンズイ（ミツバウツギ科）。コマユ

ミ（ニシキギ科）。ニガキ（ニガキ科）。マルバヌ

スビトハギ、マルバハギ、クララ、サイカチ（マメ

科）。イヌザクラ、コゴメウツギ（バラ科）。ウマ

ノスズクサ（ウマノスズクサ科）。ヤマナラシ、マ

ルバヤナギ、タチヤナギ（ヤナギ科）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

篠地区 

コツクバネウツギ、タニウツギ（スイカズラ科）。

マルバアオダモ（モクセイ科）オカトラノオ（サ

クラソウ科）。ホツツジ（ツツジ科）。ニシキハ

ギ、ナンテンハギ、クララ（マメ科）。イソノキ

（クロウメモドキ科）、コマユミ（ニシキギ科）。

アオハダ、ウメモドキ（モチノキ科）。ウリハダ

カエデ（カエデ科）。ニガキ（ニガキ科）。ヤマ

ブキ、イヌザクラ（バラ科）。ヤブサンザシ（ユ

キノシタ科）、タケニグサ（ケシ科）。メギ（メ

ギ科）。ニリンソウ、ユキワリイチゲ（キンポウ

ゲ科）。シリブカガシ、ナラガシワ（ブナ科）。

オオバヤシャブシ（カバノキ科）。ヤマナラシ、

マルバヤナギ（ヤナギ科）。カキラン（ラン科）。 

 

オグルマ（キク科） 

サイカチ（マメ科）  © 

ホツツジ（ツツジ科） 
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大井・千代川地区 

レモンエゴマ（シソ科）。アオハダ（モチノキ科）。

ムクロジ（ムクロジ科）。トウダイグサ（トウダイ

グサ科）。ナンテンハギ（マメ科）。ヤマブキ、ユ

キヤナギ（バラ科）。ホオノキ（モクレン科）。 

 

 

 

 

 

川東地区 

コマユミ、オオコマユミ、ツリバナ、マユミ、ニ

シキギ、（ニシキギ科）。アワブキ（アワブキ科）。

ウリハダカエデ（カエデ科）。ニガキ（ニガキ科）。

トウダイグサ、コミカンソウ（トウダイグサ科）。

ミヤマシキミ、フユザンソウ（ミカン科）。フジバ

カマ（キク科）。ホタルブクロ（キキョウ科）。ヤ

ブデマリ、ウグイスカグラ（スイカズラ科）。クコ、

ナギナタコウジュ、レモンエゴマ、ウツボグサ、タ

ツナミソウ、ニガクサ（シソ科）。マルバアオダモ、

ヒイラギ（モクセイ科）。オカトラノオ（サクラソ

ウ科）。イズセンリョウ（ヤブコウジ科）。ホツツ

ジ、ヤマツツジ、シャシャンボ（ツツジ科）。ゴン

ズイ（ミツバウツギ科）。ウラジロウツギ、バイカ

ウツギ、ヤブサンザシ、ヤマアジサイ（ユキノシタ

科）。タケニグサ（ケシ科）。フジカンゾウ、マル

バヌスビトハギ、ケヤブハギ、マルバハギ、ミソナ

オシ、クララ（マメ科）。ザイフリボク、ヤマブキ、

イヌザクラ、ユキヤナギ、コゴメウツギ、ヤマイバ

ラ（バラ科）。ウマノスズクサ（ウマノスズクサ科）。

ハンゲショウ（ドクダミ科）。フタリシズカ（セン

リョウ科）。オニバス（スイレン科）。マルミノヤ

マゴボウ（ヤマゴボウ科）。ユキワリイチゲ、ハン

ショウヅル（キンポウゲ科）。タムシバ（モクレン

科）。カワラナデシコ（ナデシコ科）。オオバヤシ

ャブシ（カバノキ科）コバノチョウセンエノキ（エ

ノキ科）マルバヤナギ、タチヤナギ（ヤナギ科）。

ギンラン、セッコク（ラン科）。ウツギ（アジサイ

科）。アリアケスミレ（スミレ科）。 

 

トウダイグサ（トウダイグサ科） ©

ウツギ（ユキノシタ科）  © 

アリアケスミレ（スミレ科） © 

オニバス（スイレン科）  © 
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中部地区 

ツクバネウツギ、ウグイスカグラ、ヤブデマリ、

タニウツギ（スイカズラ科）。レモンエゴマ（シソ

科）。マルバアオダモ（モクセイ科）。オカトラノ

オ（サクラソウ科）。イズセンリョウ（ヤブコウジ

科）。ホツツジ（ツツジ科）。ケケンポナシ、イソ

ノキ（クロウメモドキ科）。ゴンズイ（ミツバウツ

ギ科）。ツリバナ、マユミ（ニシキギ科）。ウメモ

ドキ（モチノキ科）。カラコギカエデ、エンコウカ

エデ（カエデ科）。フユザンショウ（ミカン科）。

フジカンゾウ、ケヤブハギ、マルバハギ、クララ（マ

メ科）。ザイフリボク、ヤマブキ、イヌザクラ、コ

ゴメウツギ（バラ科）。チダケサシ、ヤマアジサイ

（ユキノシタ科）。タケノグサ（ケシ科）。フタリ

シズカ（センリョウ科）。ハンゲショウ（ドクダミ

科）。ユキワリイチゲ（キンポウゲ科）。ヤナギイ

ノコヅチ（ヒユ科）。カワラナデシコ（ナデシコ科）。

キンラン、セッコク、カキラン、サギソウ（ラン科）。 

 

西部地区 

ツクバネウツギ、ウグイスカグラ、タニウツギ（ス

イカズラ科）。ウツボグサ（シソ科）。コムラサキ

（クマツヅラ科）。マルバアオダモ（モクセイ科）。

ケケンポナシ、イソノキ（クロウメモドキ科）。ゴ

ンズイ（ミツバウツギ科）。ニシキギ、オオコマユ

ミ、ツリバナ（ニシキギ科）。アオハダ、ウメモド

キ（モチノキ科）。アワブキ（アワブキ科）。カラ

コギカエデ、エンコウカエデ、ウリハダカエデ、コ

ハウチワカエデ（カエデ科）。ニガキ（ニガキ科）。

ミヤマシキミ（ミカン科）。ノウルシ（トウダイグ

サ科）。フジカンゾウ、ナンテンハギ（マメ科）。

ザイフリボク、ヤマブキ、イヌザクラ、コゴメウツ

ギ（バラ科）。チダケサシ、ヤマアジサイ（ユキノ

シタ科）。ウマノスズクサ（ウマノスズクサ科）。

フタリシズカ（センリョウ科）。オグラコウホネ（ス

イレン科）。メギ、トキワイカリソウ（メギ科）。

トリガタハンショウヅル（キンポウゲ科）。ホウノ

キ、タムシバ（モクレン科）。カワラナデシコ（ナ

デシコ科）。アカガシ（ブナ科）。ヤマナラシ（ヤ

ナギ科）。カキラン（ラン科）。シロバナウンゼン

（ツツジ科）。カタクリ、キバナノアマナ（ユリ科）。 

ツリバナ（ニシキギ科） 

コゴメウツギ（バラ科） 

キバナノアマナ（ユリ科） ©

カタクリ（ユリ科）   ©
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南部地区 

コツクバネウツギ、ウグイスカグラ、ゴマギ（ス

イカズラ科）。ヒヨウソウ（ゴマノハグサ科）。レ

モンエゴマ、ウツボグサ、タツナミソウ、ニガクサ

ジャコウソウ（シソ科）。マルバアオダモ（モクセ

イ科）。ヤマツツジ、シロバナウンゼンツツジ（ツ

ツジ科）。カラスノゴマ（シナノキ科）。ケケンポ

ナシ（クロウメモドキ科）。ミツバウツギ（ミツバ

ウツギ科）。ニシキギ、ツリバナ、マユミ（ニシキ

ギ科）。アオハダ、ウメモドキ（モチノキ科）。ア

ワブキ（アワブキ科）。チドリノキ、コハウチワカ

エデ（カエデ科）。ニガキ（ニガキ科）。トウダイ

グサ（トウダイグサ科）。フジカンゾウ、ケヤブハ

ギ、イタチササゲ、ナンテンハギ（マメ科）。エド

ヒガン、ヤマブキ、イヌザクラ、コゴメウツギ（バ

ラ科）。チダケサシ、ヤマアジサイ、ウラジロウツ

ギ（ユキノシタ科）。ヤマシャクヤク（ボタン科）。

ヒトリシズカ、フタリシズカ（センリョウ科）。オ

グラコウホネ（スイレン科）。トキワイカリソウ（メ

ギ科）。ニリンソウ、イチリンソウ、サラシナショ

ウマ、イヌショウマ、ハンショウヅル（キンポウゲ

科）。フシグロセンノウ、カワラナデシコ（ナデシ

コ科）。マルミノヤマゴボウ（ヤマゴボウ科）。ア

カガシ（ブナ科）。ヤマネコヤナギ、タチヤナギ（ヤ

ナギ科）。クマガイソウ、サギソウ（ラン科）。サ

サユリ（ユリ科）。ウリノキ（ウリノキ科）。オオ

キツネノカミソリ（ヒガンバナ科）。 

 

 

 

 

 

 

オオキツネノカミソリ（ヒガンバナ科） © 

ジャコウソウ（シソ科）  © 

エドヒガン（バラ科）  © 

※本計画中に© が記載されている写真については、

津軽俊介氏から提供をいただき、「亀岡市におけ

る地域別の貴重植物」の作成にあたってもご協力

をいただきました 

ササユリ（ユリ科）  ©
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用語説明 

あ 

【あぜ木】 

田んぼのあぜに植えた樹木。 

【アダプト制度】 

アダプトとは、養子縁組をするという意味

であり、市民が公共スペースを「アダプト」

し、これを養子のように愛情をもって面倒を

見る（清掃・美化する）、ことから命名され

た。自治体と市民がお互いの役割分担につい

ての協議・合意を交わし、この合意に基づい

て継続的に美化活動を進める制度。 

【インターチェンジ（Ｉ.Ｃ）】 

2 つ以上の道路が交差、または互いに連絡

するとき、自動車が平面で交差することがな

いように設置された道路立体接続施設。一般

的には、高速自動車専用道への出入口を指す。 

【運動公園】 

都市住民全般の主として運動の用に供す

ることを目的とする公園で都市規模に応じ

1 箇所当り面積 15～75ha を標準として配置

する。 

【駅前広場】 

鉄道の駅舎に接し、鉄道、路線バス、乗用

自動車など、他の交通機関との連絡や、歩行

者の滞留などのために設けられる広場。 

【エコドライブ】 

燃費向上のために自動車の運転者が行う

様々な施策や、そうした配慮を行った運転。 

【NGO】 

国際協力に携わる非政府組織、民間団体。 

【NPO】 

法人格を有し、公共サービスを行う民間非

営利組織。医療・福祉や環境保全、災害復興、

地域おこしなどさまざまな分野で活動する

団体が含まれる。 

【延喜式内社
え ん ぎ し き な い し ゃ

】 

平安時代に神事や神名などを示した「延喜

神名式」に記載されている神社。 

【延焼帯】 

災害時等に市街地大火を阻止する機能を

果たす、道路、河川、鉄道、公園等の都市施

設と、それらの沿線の一定範囲に建つ耐火建

築物により構築される帯状の不燃空間。 

【オープンスペース】 

都市の内外で、公園、広場、河川やため池

など、建物が建てられていない土地。 

【屋上緑化】 

建築物の断熱性や景観の向上などを目的

として、屋上に植物を植え緑化すること。 

【温室効果ガス】 

太陽からの放射をほとんど透過する一方、

地表から宇宙空間に向かって逃げる赤外線

放射を吸収する温室効果を持つガス。 

 

か 

【街区公園】 

もっぱら街区に居住する者の利用に供す

ることを目的とする公園で誘致距離 250ｍ

の範囲内で 1 箇所当り面積 0.25ha を標準と

して配置する。 

【開発行為】 

行為の目的が建築物の建築か工作物の建

設にあること、行為により土地の区画形質が

変化すること、の 2 つの要件を有するもの。 

【外来生物】 

人間の活動によって他の地域から入って

きた生物。 

【河川区域】 

河川法が適用され、また準用される河川の

区域。 

【環境基本計画】 

環境に関する現状について的確に対応し、

効果的に取り組むための施策を体系的・総合

的に示した計画。 

【環境省レッドリスト絶滅危惧種】 

絶滅のおそれのある野生生物（動植物）。 
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【緩衝緑地】 

粉塵、騒音、振動など公害発生源である工

場、幹線道路、鉄道などと隣接する住宅地、

市街地への公災害を防止するため、境界地区

に設けられる緑地。 

【幹線道路】 

道路網の中で、主要な役割を果たし、都市

及び市街地の骨格の形成をなす道路。 

【涵養
かんよう

機能
き の う

】 

森林の土壌が降水を貯留し、河川へ流れ込

む水の量を平準化して洪水を緩和するとと

もに、川の流量を安定させる機能。 

【近隣公園】 

主として近隣に居住する者の利用に供す

ることを目的とする公園で近隣住区当り 1

箇所を誘致距離500ｍの範囲内で1箇所当り

面積 2ha を標準として配置する。 

【景観計画】 

良好な景観形成を図るため、その区域、良

好な景観形成に関する基本方針、行為の制限

に関する事項（行為ごとの景観形成基準）な

どを定め、届出勧告制（建築物及び工作物の

形態意匠（色彩やデザイン）については変更

命令制）により、景観上の規制誘導を行うこ

となどを目的とした計画。 

【建築協定】 

住宅地や商店街などの環境や利便性を維

持増進するために定める協定。協定を定める

区域内の所有者などの全員の合意を要する。 

【広域公園】 

主として一つの市町村の区域を超える広

域のレクリエーション需要を充足すること

を目的とする公園で、地方生活圏などの広域

的なブロック単位ごとに 1 箇所当り面積

50ha 以上を標準として配置する。 

【公営住宅】 

住宅に困窮する低所得者に対して適正な

家賃で賃貸するため、国及び地方公共団体が

協力して建設する住宅。 

 

 

【公共公益施設】 

市民の利用を目的として整備された施設

で、都市計画の骨格を形成する道路・公園・

下水道などの施設及び住民生活に必要な教

育施設・官公庁施設などのサービス施設。 

【国営公園】 

一つの都道府県の区域を超えるような広

域的な利用に供することを目的として、国が

設置する大規模な公園にあっては、1箇所当

り面積おおむね 300ha 以上として配置する。

国家的な記念事業などとして設置するもの

にあっては、その設置目的にふさわしい内容

を有するように配置する。 

【コミュニティ】 

人々が共同体意識を持って、共同生活を営

む一定の地域や地域社会、共同体のこと。 

 

さ 

【砂防指定地】 

山崩れ、地すべり、土石流などの土砂災害

を防止し、国民の生命、財産及び生活環境、

自然環境を守る区域。 

【３Ｒ】 

Reduce（リデュース：減らす）、Reuse（リ

ユース：再使用）、Recycle（リサイクル：再

資源化）の頭文字をとったもので、循環型社

会を構築していくためのキーワード。 

【市街化区域】 

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、

市街地として計画的に開発・整備する区域。 

【市街化調整区域】 

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、

市街化を抑制する区域。 

【史跡】 

歴史に残る場所、建物や遺構、景色のよい

土地。 

【自然公園】 

すぐれた自然の風景を保護するとともに、

その利用の増進を図り、国民の保健、休養、

教化に資することを目的として、自然公園法 
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に基づき指定される国立公園、国定公園、都

道府県立自然公園の総称。 

【市民農園】 

自然とふれあいを求める市民に対し、その

機会などを提供するために、レクリエーショ

ン活動として野菜などの栽培を行なえるよ

う、農地を一定区画に区分し、一定期間貸し

付ける農園。 

【社寺】 

神社と寺院。 

【ジャンクション（Ｊ.Ｃ.Ｔ）】 

乗換駅、連絡駅、交差点、川の合流点や接

続すること。ここでは、複数の高速道を相互

に連絡するための立体交差部分。 

【住区基幹公園】 

主として近隣住区内の市民が安全で快適

かつ健康的な生活環境及びレクリエーショ

ン、休養のためのスペースを確保し、市民の

日常的な身近な利用に供するために、近隣地

区を利用単位として設けられる基幹的な公

園で、その機能から街区公園、近隣公園、地

区公園に区分される。 

【情操教育】 

創造的・批判的な心情、積極的・自主的な

態度、豊かな感受性と自己表現の能力を育て

ることを目的とする教育。 

【条里制】 

日本古代の耕地の区画法。 

【植栽帯】 

道路の内または道路に沿って設けられた

樹木や花などを植える施設。 

【スプロール】 

市街地の無計画な郊外部への虫食い的な

拡大のこと。 

【生産緑地地区】 

農林漁業と調和した良好な都市環境の形

成を図ることを目的として、生産緑地法に基

づき、緑地機能及び多目的保留地機能を有す

る 500 ㎡以上の市街化区域内農地を保全す

るため、市町村が都市計画に定める地域地区。 

 

 

【生態系】 

特定の環境下における生物相互間の連鎖

関係。 

【生物多様性】 

生態系・生物群系または地球全体に、多様

な生物が存在していること。 

【セーフコミュニティ】 

ケガやケガを引き起こす事故などは偶然

に起こるのではなく、予防することができる

という概念のもと、行政と地域住民など多く

の主体の協働により、全ての人たちが安全・

安心に暮らすことができるまちづくりを進

めるもの。 

【せん（剪）定】 

庭木・果樹などの生育や結実を均一にし、

樹形を整えるため、枝の一部を切り取ること。 

【総合計画】 

まちづくり全般にわたる今後の方向性や

施策を示した指針となる計画。この方向性に

基づき、各分野において必要に応じ、より詳

細な個別計画を作成する。 

【総合公園】 

都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、

運動など総合的な利用に供することを目的

とする公園で都市規模に応じ 1 箇所当り面

積 10～50ha を標準として配置する。 

 

た 

【多自然型護岸】 

治水上の安全性を確保した上で、自然石や

木、植物などの自然の材料などを利用し、緑

豊かで魚などの生き物などがすみやすいよ

うな、本来川の持つ多様な自然環境を保全し、

創出、再生することを目的とした川づくり。 

【棚田】 

急な傾斜地を耕して階段状に作った田。 

【地域森林計画対象民有林】 

地域森林計画は、都道府県知事が地域の実

情に即して、民有地について 5 年ごとに 10

年を 1期として計画する。対象とならない民 
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有地は、保安林、森林として相当でない森林

と宅地などに介在する機能の低い小規模な

森林などが該当する。 

【地域地区】 

都市計画法において、用途地域、特別用途

地区、その他の地域地区に大別され、地域地

区内においては、建築行為や土地利用につい

て一定の規制や制限を受ける。 

【地産地消】 

地域生産・地域消費の略語で、地域で生産

された様々な生産物（農産物や水産物等）を

その地域で消費すること。 

【地区計画】 

それぞれの地区の特性を活かした個性的

で良好な環境の街区の整備及び保全を図る

ことを目的とし、市町村が都市計画に定める

計画制度。 

【地区公園】 

主として徒歩圏内に居住する者の利用に

供することを目的とする公園で誘致距離

1Kmの範囲内で1箇所当り面積4haを標準と

して配置する。 

【地球温暖化】 

地球は、生物の生存に適した微妙な気温に

保たれているものの、近年の人間活動によっ

て、二酸化炭素などの温室効果ガスが大量に

大気中に排出されることになり、地表付近の

気温が上昇する現象。 

【天然記念物】 

わが国にとって学術上価値の高い動物・植

物・地質鉱物（それらの存する地域を含む）

で、その保護保存を指定されたもの。 

【特定外来生物】 

外来生物のうち、「特定外来生物被害防止

法」で指定されたもの。在来の生物を補食し

たり、生態系に害を及ぼす可能性がある生物。 

【都市基幹公園】 

主として一つの市町村の区域内に居住す

る者の安全で快適かつ健康的な生活環境及

びレクリエーション、休養のためのスペース

を確保するために、都市を単位として設けら 

 

れる基幹的な公園で、その主たる機能から総

合公園及び運動公園に区分される。 

【都市計画区域】 

都市計画法に基づき、市町村の中心市街地

を含み、一体の都市として総合的に整備、開

発、保全する必要がある区域で、都道府県知

事が指定する。 

【都市圏】 

ある都市の影響力がその都市の外部に及

ぶ場合、その影響の及ぶ圏域。 

【都市公園】 

都市公園法に規定され、主に地方公共団体

が設置する都市計画区域内の公園または緑

地。 

【都市緑地】 

主として都市の自然的環境の保全並びに

改善、都市の景観の向上を図る為に設けられ

ている緑地で、1 箇所当り面積 0.1ha 以上を

標準として配置する。 

【都市緑地法】 

都市公園法その他の都市における自然的

環境の整備を目的とする法律と合わせて、良

好な都市環境の形成を図ることを目的とし

た法律。 

【都市林】 

都市近郊にあるレクリエーションに利用

される公有の森林。 

【土地区画整理事業】 

都市計画区域内の市街地を面的に整備す

る代表的な市街地開発事業であり、公共施設

の整備改善と宅地の利用増進を図るために

行われる土地の区画形質の変更及び公共施

設の新設または変更に関する事業。 

【特殊公園】 

風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園な

ど特殊な公園で、その目的に則し配置する。 

【都道府県立自然公園】 

国立公園または国定公園以外のすぐれた

自然の風景地で、都道府県が条例の定めると

ころにより指定する地域性の公園。 
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【農業振興地域】 

農業振興地域の整備に関する法律におい

て、総合的に農業の振興を図る事が必要と認

められる地域について、計画的に整備を推進

することにより、農業の健全な発展を図ると

ともに、国土資源の合理的な利用に寄与する

ことを目的とした地域。 

【農用地区域】 

農業振興地域のうち、「農用地等」として利

用すべき土地の区域のこと。農地転用制限、

開発行為の許可などの規制がかけられている。 

 

は 

【パブリックコメント】 

市民生活に関わる計画や条例案などを制

度化する際に、事前にその趣旨や原案を公表

し、市民の意見や情報提供を求め、提出され

た意見などを考慮して計画や条例案を決定

するとともに、意見に対する考え方について

公表する一連の制度。 

【パートナーシップ】 

対等な関係に立ち、双方が責任の主体にな

り、共働で取り組むこと。 

【ハンギングバスケット】 

園芸に用いる吊り鉢や壁掛け鉢。 

【PR】 

企業または官庁などが、大衆や従業員など

の信頼と理解を高めるために行う宣伝広告

活動。 

【ビオトープ】 

野生生物の生息・生育空間。生物を意味す

る「Bio」と場所を意味する「Tope」とを合

成したドイツ語で、直訳すれば「生物生息空

間単位」となる。 

【避難地・避難場所】 

大規模な地震の発生時などに周辺地区から

の避難者を収容し、地震にともない発生する

市街地大火から避難者の生命、身体を保護す

るために必要な規模及び構造を有する空間。 

 

【風光明媚】 

山水の景色がすぐれて美しく、人の心をひ

くこと。 

【風致地区】 

丘陵や樹林、水辺地などの自然が豊かな土

地、郷土的意義のある土地、緑豊かな住宅地

などを含む良好な自然的環境を維持する地

区。建築物の建築など一定の行為については、

都道府県知事または市町村長の許可が必要

となり、都市の風致を維持するために政令及

び条例で定める基準に適合しないものにつ

いては不許可とされる。 

【フラワーベルト】 

草花が植えてある帯のこと。 

【フラワーポット】 

花を植えるための鉢やつぼなどの容器や

ポット。 

【フレーム】 

都市の枠組みを設定する数値的指標。 

【プレイリーダー】 

子どもの遊び心を誘う、または子どもの遊

びを誘い出すための人。 

【保安林】 

木材の生産という経済的機能よりも、災害

の防止、他産業の保護その他の公共の福祉の

増進を目的として、森林法により一定の制限、

義務が課せられた森林。 

【ポケットパーク】 

わずかな土地を利用して、都市の一画につ

くられる憩いと休憩の小さな公園。 

【牧歌的】 

牧童のうたう歌のように素朴で叙情的な

さま。 

【保津川かわまちづくり計画】 

川を活かしたまちづくり、まちを活かした

川づくりを推進していくため、京都府と亀岡

市で策定する計画。策定にあたっては、河川、

自然環境、地域復興、市民協働などの観点か

ら幅広く意見を聴くことを目的に、有識者な

どからなる検討委員会や市民団体などとの

意見交換会を開催し検討を進めている。 
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ま 

【（市町村）マスタープラン】 

（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 

住民の価値観の多様化などに対応して、個

性的で快適なまちづくりのための施策を住

民の理解と参加のもとに総合的に進めるた

め、住民に最も身近な自治体である市町村が、

住民の合意形成をはかりつつ、まちづくりの

ビジョンを具体的に示し、地域のあるべき市

街地像を示すとともに、地域別の整備課題に

応じた整備方針などをきめ細かく総合的に

定めることができるようにしたもの。 

【モータリゼーション】 

自動車が普及し、人々の生活の中で広範に

利用される現象。 

 

や 

【誘致圏】 

公共施設などの利用者がその施設などを

利用するときに抵抗のない距離を誘致距離

といい、その距離内の範囲を誘致圏という。 

【遊歩道】 

遊歩、散歩のための歩道。 

【要注意外来生物】 

特定外来種には選定されていないが、適否

について検討中、または調査不足から未選定

とされている生物。 

 

ら 

【ランドマーク】 

都市における主要な目印。ある地域を特徴

づける顕著な景観エレメント。山、塔、教会、

特徴的な樹木など。 

【緑視】 

人の日常の視点から見た緑のこと。 

【緑道】 

歩行者空間や生活環境面での快適性、レク

リエーション機能、災害時の避難路としての 

 

機能を有する多目的移動空間としての緑地。 

【緑化重点地区】 

当該市町村の緑地の状況などを勘案し、緑

化の推進を重点的に図る地区として、「緑の

基本計画」に任意に定める事項の一つである。 

【緑地協定】 

都市緑地法に基づき、都市計画区域内の相

当規模の一団の土地などの所有者などの全

員の合意により、市町村の認可を受けて締結

される緑地の保全または緑化の推進に関す

る協定。 

【緑地保全地域】 

都市緑地法に基づき、都市計画区域内の緑

地のうち、風致または景観がすぐれているな

ど一定の要件委該当する良好な自然環境を

形成している緑地について、それを保全する

ため、都道府県または市町村が都市計画に定

める地域地区。 

【緑化率】 

緑化は、主に人為的に樹木や草花などを植

栽すること、もしくは植栽されている状態。

緑化率は、明確な区画境界を有する特定敷地

の全面積に対する緑化地面積の割合。 

【レクリエーション】 

仕事や勉強などの疲れを、休養や娯楽によ

って精神的・肉体的に回復すること。また、

そのために行う休養や娯楽。 

 

わ 

【ワークショップ】 

市民が参加するまちづくりの手法の一つ。

地域にかかわる多様な立場の人々が計画プ

ロセスに参加するまちづくりの方法。参加者

が共通して理解できる各種の共同作業や勉

強会などを通じて計画づくりを行うこと。


