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　ＳＤＧｓは、２０１５年９月の国連サミットで、国連加盟国１９３か国すべての国
の合意により採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に盛り込ま
れた２０３０年までに持続可能でより良い世界を目指すための国際目標で、貧困撲滅、
自然環境、経済成長、不平等の解消などの１７の目標（ゴール）と、１６９の具体的
な活動（ターゲット）により構成されています。日本では一般的に「持続可能な開発
目標」と直訳されるＳＤＧｓですが、“Development”は「開発、発展、成長」を意味
しており、わかりやすい言葉で表現すると「将来にわたって発展し続けるための目
標」となります。
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○世界の共通言語「ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals)」

　ＳＤＧｓを全国的に実施するためには、広く全国の地方自治体及びその地
域で活動するステークホルダーによる積極的な取組を推進することが不可欠
である。この観点から、各地方自治体に、各種計画や戦略、方針の策定や改
訂に当たってはＳＤＧｓの要素を最大限反映することを奨励しつつ、関係府
省庁の施策等も通じ、関係するステークホルダーとの連携の強化等、ＳＤＧ
ｓ達成に向けた取組を促進する。

出典　「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」（2016年12月22日策定）

　ＳＤＧｓは、先進国・途上国共通の目標であり、「誰ひとり取り残さない」という
理念の下、すべての国において、行政、企業、教育機関などのあらゆるステークホル
ダー（関係者）が全員参加で取り組むものです。
　国は「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」の中で、地方自治体の役割を次
のように定めており、本市においても、後期実施計画の策定にあたって、本市のまち
づくりにＳＤＧｓの要素をかけ合わせることにより、同じ目標に向かって取り組む多
様なステークホルダーとの連携を促し、将来にわたって発展し続けるまちづくりを効
果的に進めていきます。

１ 本市のまちづくり ｘ ＳＤＧｓ



○事業費の集計（まちづくり大綱別）　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

※上記には、一般会計の主要事業のほか、下水道事業会計、水道事業会計を含みます。

区　　　分 件数
令和4年度
事業費

令和4～7年度
総事業費（見込額）

Ⅰ　子育て環境の充実と人と
　　文化を育むまちづくり

61 2,521 9,923

Ⅱ　健やかで安心できる支え
　　合いのまちづくり

8 95 499

Ⅲ　雇用の創出とにぎわいの
　　あるまちづくり 46 1,612 6,189

Ⅳ　豊かな自然環境の保全と
　　快適に暮らせるまちづくり

27 4,727 17,689

Ⅴ　災害への備えと都市機能
　　の充実したまちづくり

63 1,854 8,105

　　まちづくり大綱の推進方策 7 122 331

合　　　計 212 10,931 42,736

　後期実施計画期間中に実施予定の主要事業について、まちづくり大綱ごとの事業件数
及び事業費の見込額を示します。これらの額は、後期実施計画期間中（令和4年度～令
和7年度）の事業費枠を示したものであり、実際の事業費は、各年度の予算において決
定されます。
　また、個別の事業名、事業概要、実施年度について、まちづくり大綱ごとに次表以降
に示しています。原則として、全体事業費が1千万円以上のハード事業及び単年事業費
が2百万円以上のソフト事業を対象としており、第５次総合計画で定めた「成果指標」
の達成に向けて、効果的・効率的な事業実施に努めます。
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２ 主要事業（ＳＤＧｓ補足版）

　4ページから28ページの各主要事業の実施年度の標記例は次のとおりです。

 ○…該当年度において事業実施

 ○…実施要件、内容等の課題を整理した上で事業実施
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○関連するＳＤＧｓゴールとターゲット

大綱Ⅰ 子育て環境の充実と人と文化を育むまちづくり

１子どもが健やかに育つために
　①妊娠・出産支援の充実
　②乳幼児保健の充実
　③幼児教育・保育の充実
　④子育て支援の充実

２次代を担う子どものために
　①義務教育の充実
　②教育環境の充実
　③高等教育機関との連携
　④家庭・地域の教育力の充実
　⑤青少年の健全育成

３心も体も元気であるために
　①生涯学習の推進
　②スポーツ活動の充実
　③芸術・文化活動の充実
　④国際交流・地域間交流の促進

４歴史文化を守り伝えるために
　①歴史文化の継承と文化財の保存・活用

関連するゴール 関連するターゲット

1.1　1.2　1.3

2.1　2.2

3.1　3.2　3.3　
3.4　3.7　3.b
3.d

4.1　4.2　4.4　
4.5　4.6　4.7　
4.a　4.c

5.4　5.5　5.6

6.2

7.3

8.5　8.6　8.8
8.9

9.c

10.2

11.4 11.7 11.a 
11.b 11.c

12.3 12.8

13.1 13.2

15.b

16.1 16.2 16.6

17.7  17.8
17.16 17.17

大綱Ⅰ 子育て環境の充実と人と文化を育むまちづくり



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

不妊・不育治療支援事業 不妊・不育治療費用の助成 ○○○○

子ども医療費公費負担
制度

中学生までの子どもに対する
医療費助成 ○○○○

幼児等インフルエンザ
ワクチン接種事業

幼児等に対するインフルエン
ザ予防接種費用助成 ○○○○

５歳児健康調査事業 市内全園の年中児に対する健
康調査 ○○○○

多子世帯における教育・
保育施設利用者負担軽減
事業

第3子以降の保育料無償化 ○○○○

民間教育・保育施設
特別保育事業

障害児保育、食育推進事業の
実施に対する補助 ○○○○

一時預かり事業
保育園、幼稚園などで一時的
に乳幼児を預かる事業の運営
及び補助

○○○○

民間教育・保育施設整備
補助事業

民間の保育園・認定こども園
の改築などに対する補助 ○ ○

ＩＣＴ整備事業 公立４園のＩＣＴ環境の整備 ○○○○

放課後児童クラブ施設
整備補助事業

放課後児童クラブの施設整備
に対する補助 ○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

大綱Ⅰ 子育て環境の充実と人と文化を育むまちづくり



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

放課後児童健全育成事業
（ソフト）

放課後児童クラブの運営に対
する補助 ○○○○

まちなか子育て支援拠点
事業（子育てひろば事業
・一時預かり事業・子育
て施設連携事業） 【定】

中心市街地における地域子育
て支援施設の運営 ○○○○

地域子育て支援センター
事業

地域子育て支援センターの運
営 ○○○○

子どもの貧困対策事業 「子供の貧困対策に関する大
綱」を踏まえた対策の推進 ○○○○

母子健康手帳アプリによ
る子育て支援事業

母子健康手帳のスマホアプリ
の導入 ○○○○

確かな学力向上対策事業 小中学生の学力向上対策 ○○○○

学校ＩＣＴ環境整備事業 小中学校の学習環境・教育基
盤へのＩＣＴ整備 ○○○○

きめ細かな教育体制整備
事業

小中学校への教師業務アシス
ト員・中学校への部活動指導
員配置

○○○○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

大綱Ⅰ 子育て環境の充実と人と文化を育むまちづくり



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

生徒指導・長期欠席対策
事業

小中学校の生徒指導・不登校
対策 ○○○○

特別支援学級充実事業 小中学校の特別支援学級への
非常勤講師配置 ○○○○

学校給食費適正化・学校
事務効率化事業 学校給食費の公会計化 ○○○

戸島学校食育センター
施設・設備改修事業

戸島学校食育センターの施
設・設備改修 ○○○○

小学校第1学年の落ち着い
た学習環境整備事業

小学校第１学年３０人以上の
学級への支援員配置 ○○○○

学校施設整備事業 老朽化した小中学校施設の更
新 ○○○○

地域とともにある学校
づくり推進事業

学校運営協議会と地域学校協
働活動の連携 ○○○○

子ども若者育成相談支援
事業

ニートやひきこもりなどに対
する支援 ○○○○

就学援助事業 準要保護者に対する就学援助 ○○○○

公民館施設整備事業 老朽化した公民館の建替 ○○○○

防災拠点施設の公衆無線
ＬＡＮ環境整備事業

公民館への公衆無線ＬＡＮの
整備 ○

公民館（体育館・グラウ
ンド含む）・図書館の照
明設備ＬＥＤ化事業

中央公民館体育館・グラウン
ド、公民館、図書館の照明設
備のＬＥＤ化

○○○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

大綱Ⅰ 子育て環境の充実と人と文化を育むまちづくり



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

図書館情報力向上事業 各種専門図書・資料の購入に
よる図書館の情報力向上 ○○○

図書館整備改修事業 津山市立図書館の改修 ○

自動車文庫専用車両更新
事業 自動車文庫の車両更新 ○

スポーツ大会・合宿誘致
事業

市内スポーツ施設を使用する
大会・合宿に対する補助 ○○○○

プロスポーツイベント
誘致事業 プロスポーツイベントの誘致 ○○○○

スポーツ施設照明設備
ＬＥＤ化事業

旧市内のスポーツ施設の照明
設備のＬＥＤ化 ○○○

西部公園テニスコート
リニューアル事業 西部公園テニスコートの改修 ○

中央公園グラウンド整備
事業 中央公園グラウンドの改修 ○

津山スポーツセンター
グレードアップ事業

津山スポーツセンター野球場
の改修 ○○

阿波ふるさとふれあい会
館照明設備ＬＥＤ化事業

阿波ふるさとふれあい会館の
照明設備のＬＥＤ化 ○

加茂町スポーツセンター
グレードアップ事業

加茂町スポーツセンター
（プール、体操練習場、ソフ
トボール場・テニスコート）
の改修

○○

加茂町スポーツセンター
施設等老朽化対策事業
（体育館改修事業）

加茂町スポーツセンター（体
育館）の改修 ○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

大綱Ⅰ 子育て環境の充実と人と文化を育むまちづくり



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

加茂町武道館大規模改修
事業 加茂町武道館の大規模改修 ○○

勝北総合スポーツ公園
グレードアップ事業 勝北総合スポーツ公園の改修 ○○○○

久米市民プール改修事業 久米市民プールの改修 ○○○

久米総合文化運動公園
グレードアップ事業

久米総合文化運動公園（体育
館、多目的グラウンド、テニ
スコート、民具館研修室）の
改修

○○

蘭学・洋学三津同盟関連
事業

津和野町、中津市と連携した
学術や知的観光の振興 ○○○○

（仮称）津山総合芸術
文化祭

多様な芸術による総合イベン
ト事業 ○○○

郷土博物館資料公開活用
事業

郷土博物館の収蔵資料を公開
する展覧会の開催 ○○○○

（仮称）津山まちじゅう
博物館構想

まち全体を博物館と感じられ
るシステムの構築 ○○○○

新美術館整備事業 美術館整備にかかる実証実験 ○

鶴山館整備事業 鶴山館をガイダンス施設とし
て整備 ○○

Welcome to Tsuyama 留学
生交流・サポート事業

津山高専留学生と市民による
交流事業 ○○○○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

大綱Ⅰ 子育て環境の充実と人と文化を育むまちづくり



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

友好交流都市サンタフェ
市への訪問団派遣事業

サンタフェ市への中高生の派
遣 ○ ○

史跡津山城跡整備事業
「史跡津山城跡保存整備計画
（第Ⅱ期）」に基づく保存整
備

○○○○

旧苅田家住宅保存整備
事業

旧苅田家住宅及び酒造場の保
存整備 ○○○○

城東むかし町家保存修理
事業 城東むかし町家の保存整備 ○○○

指定文化財保存修理事業 国・県・市指定文化財の保存
整備 ○○

史跡美作国分寺跡整備
事業 史跡美作国分寺跡の保存整備 ○○○○

岩屋城跡国史跡指定総合
調査事業

国指定申請に向けた県史跡岩
屋城跡の総合調査 ○○○

津山市史編さん事業 新津山市史の編さん・刊行 ○○○○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

大綱Ⅰ 子育て環境の充実と人と文化を育むまちづくり
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○関連するＳＤＧｓゴールとターゲット

大綱Ⅱ 健やかで安心できる支え合いのまちづくり

１誰もが健康で暮らせるために
　①医療体制の充実
　②健康づくりの推進

２支え合いのまちをつくるために
　①地域福祉の充実
　②高齢者福祉の充実
　③障害者福祉の充実
　④低所得者福祉の充実
　⑤国民健康保険事業の充実強化
　⑥人権尊重・平和施策の推進と
　　男女共同参画社会の実現

３市民が主役のまちをつくるために
　①地域活動の推進と地域力の強化

関連するゴール 関連するターゲット

2.2

8.3　8.6　8.9

11.3 11.7 11.a 
11.b

12.8 12.a 12.b

17.17

16.1 16.7

1.2　1.4　1.5
1.b

3.3　3.b　3.d

4.3　4.4　4.7

5.1　5.2　5.5
5.6　5.a

10.1 10.2 10.3
10.4

大綱Ⅱ 健やかで安心できる支え合いのまちづくり



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

津山市感染症指定医療
機関運営費補助金

感染症指定医療機関の事業運
営に対する補助 ○○○○

人間ドック受診費用助成
事業

３５歳以上の国民健康保険被
保険者への人間ドック受診費
用の助成

○○○○

高齢者の保健事業と介護
予防の一体的実施事業

健康寿命の延伸を目的とした
後期高齢者の保健事業と介護
保険の地域支援事業等との一
体的実施

○○○

成年後見制度利用促進
事業

成年後見制度の利用を促進す
るための中核機関の設置・運
営

○○○○

生活困窮世帯の子どもの
学習・生活支援事業

生活困窮世帯の子どもに対す
る学習・生活支援 ○○○○

津山配偶者暴力相談支援
センター運営事業

津山配偶者暴力相談支援セン
ターの運営 ○○○○

地域づくり応援事業 地域運営組織の取組を支援 ○○○○

地域おこし協力隊事業 地域おこし協力隊員の派遣 ○○○○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

大綱Ⅱ 健やかで安心できる支え合いのまちづくり
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○関連するＳＤＧｓゴールとターゲット

大綱Ⅲ 雇用の創出とにぎわいのあるまちづくり

１経済を発展させ働く場を維持するために
　①商業の振興と中心市街地の活性化
　②雇用の創出と定住推進
　③工業の振興

２ずっと続けていける農林水産業のために
　①農業の振興
　②林業の振興
　③農林業の高付加価値化
　④水産業の振興

３魅力発信できるまちになるために
　①観光の振興

関連するゴール 関連するターゲット

4.4

11.3 11.7 11.a 
11.b 11.c

17.11 17.17

13.1 13.2

5.b

6.2　6.4　6.6

8.1　8.2　8.3　
8.5　8.8　8.9
8.b　

2.3　2.4　2.a

9.1　9.2　9.3
9.b　

10.1 10.2 10.7 

12.2 12.3 12.7
12.a 12.b

15.2 15.4 15.9
15.b

大綱Ⅲ 雇用の創出とにぎわいのあるまちづくり

3.7　3.d



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

まちづくりプラット
フォーム事業

中心市街地への出店や事業継
続等に対する支援 ○○○○

空き店舗等活用賑わい
創出支援事業

中心市街地への新規出店に対
する補助 ○○○○

城下地区まちづくり整備
事業

旧関家跡の利活用方法の検討
及び整備 ○○

中心市街地街なみ形成
事業

鶴山通りの景観形成のための
建築物除去等への補助 ○○○○

地産地消スペース整備
事業

アルネ・津山内に地産地消ス
ペースを整備 ○

産業団地インフラマネジ
メント事業

産業団地のインフラマネジメ
ントの実施 ○○○○

ＩＪＵ（いじゅう）
トータルサポート事業
【定】【中】

ＩＪＵターンを促すための支
援 ○○○○

女性の働きやすい職場
環境整備事業

女性活躍社会の実現に向けた
職場環境改善等の基盤づくり ○○○○

出会い・結婚サポート
事業　【定】

結婚を希望する若者の出会い
の場の創出 ○○○○

新規学卒者等地域内就職
応援事業　【定】

新規学卒者等の津山地域内企
業への就職促進支援 ○○○○

つやま産業支援センター
運営事業

つやま産業支援センターの運
営及び戦略的企業サポート ○○○○

工業用水道施設更新事業 工業用水道施設や設備の更新 ○○

ロボット産業人材育成 ＩＴやＡＩなどロボット分野
で活躍する人材の育成 ○○○○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

大綱Ⅲ　雇用の創出とにぎわいのあるまちづくり



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

人・農地プラン基盤強化
事業（集落営農組織基盤
強化事業）

農地集積・集約化に必要な農
業機械の導入などに対する補
助

○○○○

人・農地プラン基盤強化
事業（新規就農者支援事
業）

新規就農（予定）者の研修・
就農に対する補助 ○○○○

中山間地域等直接支払
交付金事業

直接支払交付金を活用した中
山間地域の農地の維持・保全 ○○○○

多面的機能支払交付金
事業

農地・農業用水路などの保全
管理活動、長寿命化のための
補修などに対する補助

○○○○

農地整備事業（中山間地
域型）

県が実施する農道、用排水路、
ほ場整備に関する負担金 ○○○○

農道保全対策事業 県が実施する基幹農道の点
検・保全に関する負担金 ○○○○

県営用排水施設整備事業 県が実施する農業用排水施設
の補強、改修に関する負担金 ○○○○

基幹水利保全事業（ス
トックマネジメント）

県が実施する基幹水利施設の
改修に関する負担金 ○○○○

農業基盤整備促進事業 黒木地内の３水路及び大沢池
水路の改修 ○○○○

地域材利用促進事業 地域材を用いて行う住宅の新
築やリフォームに対する補助 ○○○○

森林環境税関連事業 森林環境譲与税を活用した森
林の経営管理や民有林整備等 ○○○○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

大綱Ⅲ　雇用の創出とにぎわいのあるまちづくり



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

搬出間伐促進事業 間伐の搬出費用に対する補助 ○○○○

林業専用道整備事業 阿波地区の林業専用道の開設 ○○○○

道整備交付金事業
（農林部）

地域の道路ネットワークを構
成する市道と林道の整備 ○○○○

山村強靱化林道整備事業 林道５路線の局部的構造の改
良 ○○○○

農作物鳥獣被害防止事業 有害鳥獣防護柵の設置に対す
る補助 ○○○○

有害鳥獣駆除事業 農林作物の保護のための有害
鳥獣駆除活動に対する補助 ○○○○

「津山のほほえみ」
ブランド化事業

津山産小麦粉のブランド化の
推進 ○○○○

つやま和牛ブランド事業 つやま和牛の生産振興とブラ
ンド化の推進 ○○○○

農業ビジネスモデル構築
事業

地域商社機能の構築及び運営
による持続可能な農業ビジネ
スモデルの確立

○○○

穀物乾燥調製施設及び農
産物集出荷貯蔵施設整備
事業

阿波の穀物乾燥調製施設の大
規模修繕及び設備の更新 ○○○

”鉄道の聖地津山”まち
づくり事業

鉄道遺産を活用した観光まち
づくり ○○○○

津山城イベント等誘客促
進事業

津山城を活用したイベント運
営に対する補助 ○○○○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

大綱Ⅲ　雇用の創出とにぎわいのあるまちづくり



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

『春はつやま』誘客促進
事業

３月から５月に行われるイベ
ントの一体的なＰＲ ○○○○

ＤＭＯ観光まちづくり
推進事業

科学的アプローチを取り入れ
た観光地域づくり ○○○○

アートを切り口にした県
北観光振興事業

アートを切り口にした芸術祭
の開催 ○○○

デスティネーションキャ
ンペーンによる観光地づ
くり事業

ＪＲ６社とタイアップして行
う大型観光キャンペーンを契
機とした観光地づくり

○○

津山シティプロモーショ
ン戦略事業

観光コンテンツ、観光イベン
トなどを効果的に発信 ○○○○

先端技術を活用した観光
拠点の魅力発信事業

ＶＲ・ＡＲを活用した観光コ
ンテンツの導入 ○○○

津山城下町歴史観光まち
づくり推進事業

「城泊」事業をきっかけとし
た歴史観光まちづくり ○

城下町のまちなみ環境
整備事業

多言語対応のデジタルサイ
ネージの設置及び音声ガイド
の整備

○○○

観光トイレ整備事業 津山郷土博物館及び津山観光
センターのトイレ整備 ○

阿波地域交流施設大規模
改修事業

あば温泉、森林公園、あば交
流館の大規模改修 ○○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

大綱Ⅲ　雇用の創出とにぎわいのあるまちづくり
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○関連するＳＤＧｓゴールとターゲット

大綱Ⅳ 豊かな自然環境の保全と快適に暮らせるまちづくり

１豊かな環境を次世代に残すために
　①低炭素都市の実現
　②循環型社会の実現

２心地よく生活するために
　①生活環境の保全
　②公園整備と緑地保全
　③水道の安定供給
　④下水道の整備

関連するゴール 関連するターゲット

3.3　3.9

4.7

7.1　7.2　7.3
7.a　

2.1

6.1　6.2　6.3
6.4　6.6　6.a　

11.3 11.5 11.6 
11.7 11.b

17.17

13.1 13.2 13.3

12.2 12.3 12.4
12.5 12.7 12.8

14.1 14.3

9.2

8.2　8.4　8.9

大綱Ⅳ 豊かな自然環境の保全と快適に暮らせるまちづくり



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

再生可能エネルギー導入
推進事業

再生可能エネルギーの導入の
可能性調査 ○○

加茂郷エネルギーパーク
構想推進事業

再生可能エネルギー発電事業
を行う民間事業者等の支援な
ど

○○○

低炭素都市つやま
スマートエネルギー導入
応援事業

家庭用の省エネルギー機器や
次世代自動車等の購入に対す
る補助

○○○○

街路灯一斉ＬＥＤ化事業 公民連携による市有街路灯等
のＬＥＤ化 ○○○○

複数施設ＥＳＣＯ可能性
調査及び導入事業

公民連携による市有施設の照
明設備のＬＥＤ化 ○○○

ごみ減量緊急対策事業 可燃ごみの減量３％を達成す
るための啓発事業など ○○○○

食品ロス削減推進事業
食品ロスを削減するための住
民啓発、フードバンク団体へ
の支援など

○○○○

ごみ焼却施設解体撤去
事業 旧ごみ焼却施設の解体撤去 ○

ごみ焼却施設跡地利用
（整備）事業 旧ごみ焼却施設の跡地整備 ○○○○

ごみ焼却場周辺環境整備
事業（ハード）

旧ごみ焼却施設周辺の環境整
備 ○○○

津山市一般廃棄物最終
処分場関連事業

最終処分場跡地の有効利用及
び関連施設の整備 ○○○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

大綱Ⅳ 豊かな自然環境の保全と快適に暮らせるまちづくり



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

津山圏域衛生処理組合　
既存施設解体撤去・跡地
整備事業

津山圏域衛生処理センター旧
施設の解体撤去及び跡地整備 ○

空家の適正管理推進事業 周辺環境に悪影響を与える空
家等の適正管理の推進 ○○○○

総合斎場周辺整備事業 総合斎場周辺道路などの整備 ○○

公園施設機能向上安全
安心事業 公園施設の機能向上 ○○○○

グラスハウス利活用事業 公民連携による収益性の高い
独立採算事業への再生 ○○○○

小田中系導送配水システ
ム最適化事業

小田中浄水場系の導水管の更
新、調整池の新設など ○○○○

加茂・阿波地区施設整備
事業

浄水施設の追加整備及び別水
源からの供給管路の整備 ○○○

浄水場更新事業 浄水場の機械、電気・計装設
備の更新 ○○○○

場外施設更新事業 配水池・ポンプ室の施設更新 ○○○○

管路更新事業 幹線や準幹線の管路更新及び
耐震化 ○○○○

基幹管路更新事業 基幹管路の更新及び耐震化 ○○○

石綿管・鉛給水管更新
事業 石綿管、鉛給水管の更新 ○○○○

水道災害対応機能強化
事業

災害時における緊急給水拠点
の確保及び水道災害に対する
機能強化

○○○○

-19-

※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

大綱Ⅳ 豊かな自然環境の保全と快適に暮らせるまちづくり



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

津山市公共下水道事業 処理場等の改築更新及び汚水
管路、雨水排水路の整備 ○○○○

農業集落排水事業 農業集落排水施設の改築更新
及び処理場施設の統廃合 ○○○○

合併処理浄化槽設置整備
事業

合併処理浄化槽の設置に対す
る補助 ○○○○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

大綱Ⅳ 豊かな自然環境の保全と快適に暮らせるまちづくり
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○関連するＳＤＧｓゴールとターゲット

大綱Ⅴ 災害への備えと都市機能の充実したまちづくり

１快適な都市環境をつくるために
　①自然と調和した都市整備
　②交通基盤の整備
　③公共交通網の充実
　④歴史まちづくりと景観の保全
　⑤居住環境の整備

２災害に強くなるために
　①防災体制の充実と防災意識の啓発
　②災害予防と減災の推進

３安心して暮らせるために
　①防犯対策と消費者保護
　②交通安全対策の推進
　③演習場対策

関連するゴール 関連するターゲット

4.4　4.5

1.3　1.5

3.1　3.2　3.4
3.6　3.9　

5.2　5.5

11.1 11.2 11.4 
11.5 11.6 11.7
11.a 11.b

17.17

13.1 13.3

8.2　8.4　8.6
8.10　

9.1

16.1 16.a

12.6 12.b

10.2

大綱Ⅴ 災害への備えと都市機能の充実したまちづくり

6.4



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

（仮称）東西線道路計画
策定事業

城東と城西地区との連携道路
の計画策定 ○

中心市街地都市再生整備
事業（駅南整備）

中心市街地活性化のためのＪ
Ｒ津山駅周辺の一体的な整備 ○○○

中心市街地都市再生整備
事業（市道整備）

中心市街地活性化のための市
道改良 ○○○

津山駅舎バリアフリー
整備事業　【定】

津山駅舎のバリアフリー整備
に関する負担金 ○

津山南道路関連事業 津山南道路整備に伴う市道改
良・水路改良・橋梁改修 ○○○○

県営街路事業負担金
（河辺高野山西線（北工
区））

県が実施する河辺高野山西線
（北工区）の整備事業に関す
る負担金

○○○○

（都）河辺高野山西線
（北工区）関連事業

県道上横野兼田線とのアクセ
ス道路の整備 ○○○○

（都）総社川崎線（山北
工区）道路新設事業
【定】

道路新設　Ｌ＝４８０ｍ
　　　　　Ｗ＝１９.００ｍ ○○○○

（都）総社川崎線（沼・
林田工区）道路改築事業

道路新設　Ｌ＝４６０ｍ
Ｗ＝１６.００～１８.００ｍ ○○○

久米２５号線（Ｘ４０２
５号線）道路改良事業

道路改良　Ｌ＝５７０ｍ
　　　　　Ｗ＝５.００ｍ ○○○○

交通安全施設整備事業
（補助）

歩道整備や転落防止等の交通
安全対策 ○○○○

中央１８０号線（Ｂ１８
０号線）歩道整備事業

歩道整備　Ｌ＝１５０ｍ
　　　　　Ｗ＝９.２５ｍ ○○○○

道路側溝整備事業
（街なみ環境整備）

側溝整備
城西地区　Ｌ＝３８０ｍ
城下地区　Ｌ＝５００ｍ
城東地区　Ｌ＝６８０ｍ

○○○○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

大綱Ⅴ 災害への備えと都市機能の充実したまちづくり



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

院庄５９号線（Ｆ５９号
線）視距改良事業

視距改良　Ｌ＝１００ｍ
　　　　　Ｗ＝５.００ｍ ○○○

交通安全施設整備事業
（単市）

津山市通学路交通安全プログ
ラムに基づく交通安全施設の
新設・補修

○○○○

工門・市場線（１０４９
号線）歩道整備事業

道路改良　Ｌ＝６７０ｍ
　　　　　Ｗ＝９.２５ｍ ○○○○

坂上原線（１０５８号
線）歩道整備事業

道路改良　Ｌ＝２１０ｍ
　　　　　Ｗ＝１０.２５ｍ ○○○

勝部線（２０２１号線）
歩道整備事業

道路改良　Ｌ＝６７０ｍ
視距改良　Ｗ＝１０.２５ｍ ○○○○

勝部川崎線（１０１４号
線）歩道整備事業

道路改良　Ｌ＝８００ｍ
　　　　　Ｗ＝９.２５ｍ ○○○

西加茂２９号線道路
改良・橋梁拡幅事業

道路改良　Ｌ＝１７０ｍ
橋梁拡幅　Ｗ＝７.００ｍ ○○

道整備交付金事業
（都市建設部）

地域の道路ネットワークを構
成する市道と林道の整備 ○○○○

道路新設改良事業
（単市） 生活道路の交通難所の解消 ○○○○

二宮７０号線（二宮小学
校踏切）踏切改良・歩道
整備事業

踏切改良　Ｌ＝６０ｍ
道路改良　Ｗ＝７.００ｍ ○

福岡４３号線（Ｈ４３号
線）歩道整備事業

道路改良　Ｌ＝９００ｍ
　　　　　Ｗ＝１１.００ｍ ○○○

県営道路改良事業等
負担金

県が実施する道路の改築、急
傾斜地崩壊対策事業に関する
負担金

○○○○

道路施設長寿命化事業 老朽化が進む橋梁などの道路
施設の点検・計画策定・修繕 ○○○○

津山市地域公共交通計画
及び公共交通利便性
向上・利用促進事業

公共交通マスタープランに基
づく公共交通の整備・確保、
利用促進

○○○○
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事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

ごんごバス（コミュニ
ティバス）車両更新 ごんごバスの車両更新 ○

公共交通ＩＣカード
決済化等推進事業

ごんごバス車両へのＩＣカー
ド決済機器の導入 ○○

公共交通確保事業
【定】

事業者が行う運転手の２種免
許取得に対する補助 ○○

津山・鏡野公共交通連携
事業　【定】

津山・鏡野間のバス体系の運
行再編の検討、実施 ○

伝統的建造物群保存地区
保存事業
（城東重伝建地区）

城東地区における建造物の修
理・修景に対する補助 ○○○○

伝統的建造物群保存地区
保存事業
（城西重伝建地区）

城西地区における建造物の修
理・修景に対する補助 ○○○○

防災設備整備事業
（城東地区）

城東地区の町並保存のための
防災設備の整備 ○○○○

城下町町並保存対策事業
（武家地地区）

武家地地区における建造物の
修理・修景に対する補助 ○○○○

まちなかサイン整備事業 観光案内標識の統一化 ○○○○

城東まちの駅整備事業 観光客の利便性向上を図るた
めの施設整備 ○○○○

城西地区観光拠点施設等
整備事業

観光客の利便性向上を図るた
めの施設整備 ○○○○

歴史的風致維持向上事業
（城東周辺地区）

城東地区の無電柱化、側溝の
整備など ○○○
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事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

史跡津山城跡「鶴山公
園」景観整備事業

史跡と観光施設拠点としての
景観整備 ○○○○

住宅・建築物耐震診断
事業

住宅建築物の耐震診断費用に
対する補助 ○○○○

木造住宅耐震改修事業 在来工法木造住宅の耐震改修
費用に対する補助 ○○○○

アスベスト改修事業 吹付けアスベストの分析調査
又は除去費用に対する補助 ○○○○

民間賃貸住宅を活用した
セーフティネット構築
事業

民間賃貸住宅のストックを活
用した市営住宅の必要戸数の
確保

○○○

防災無線・ＦＭラジオに
よる災害時情報伝達手段
整備事業

旧津山地域における緊急告知
防災ラジオでの放送と機器の
販売

○○○○

津山市防災ハザードマッ
プ作成事業

津山市防災ハザードマップの
作成 ○

非常時備蓄物資確保等
広域化事業　【定】

定住自立圏の構成市町による
非常時備蓄物資の共同調達 ○○○○

消防団施設・装備の整備
事業 消防団施設・設備の更新 ○○○○

高規格救急車整備事業 各消防署、出張所の配備車両
の更新 ○○○○

消防ポンプ車整備事業 各消防署、出張所の配備車両
の更新 ○○○○

特殊車両整備事業 各消防署の配備車両の更新 ○ ○

広報連絡等緊急車両整備
事業 消防署の配備車両の更新 ○

-25-

※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
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事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

新加茂出張所建設用地
選定及び造成事業

新加茂出張所の建設用地の選
定及び造成 ○○

消防庁舎建設事業 加茂出張所の建替え及び西消
防署の改築 ○○○

大規模盛土造成地変動
予測調査事業

大規模盛土造成地の大地震時
の安全性に関する調査 ○○○○

緊急輸送道路（避難路）
沿道建築物耐震改修事業

緊急輸送道路（避難路）沿道
建築物の耐震改修費用に対す
る補助

○○○○

県営ため池等整備事業
一定規模のため池について、
県が実施する堤体・付帯施設
の改修に関する負担金

○○○○

震災対策農業水利施設整
備事業

防災重点農業用ため池のハ
ザードマップ作成 ○○○○

防犯カメラ設置費補助
事業

町内会への防犯カメラ設置に
対する補助 ○○○○

防犯灯設置費補助事業 町内会への防犯灯設置・更新
に対する補助 ○○○○

自動車急発進等防止装置
整備費補助事業

後付けの急発進等防止装置の
整備に対する補助 ○○○

日本原演習場周辺日本原
大吉線改良事業

道路改良　Ｌ＝２,５００ｍ　
　　　　　Ｗ＝６.７５ｍ ○○○○

特定防衛施設周辺整備
調整交付金事業

道路・水路など公共用施設の
整備 ○○○○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業
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○関連するＳＤＧｓゴールとターゲット

まちづくり大綱の推進方策

１効率的な市政を推進するために
　①共創・協働の推進
　②津山の魅力発信
　③行財政改革と情報化の推進

２圏域の一体的な発展のために
　①広域連携の推進

関連するゴール 関連するターゲット

4.1

1.4

8.2　8.5　8.8

9.b　9.C

10.3

11.a

16.6  16.10

17.1  17.8
17.14 17.17　

まちづくり大綱の推進方策



事業名 事業概要

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

ＳＤＧｓ

企業版ふるさと納税促進
事業

企業版ふるさと納税の納付額
向上にかかる取組の強化 ○○○

津山市スマートシティ
構想策定事業

「(仮称)津山市スマートシ
ティ構想」の策定 ○

総合案内ＡＩチャット
ボット導入事業

ＡＩを活用した自動応答シス
テムの導入 ○○○○

ＢＰＲによる業務改革
推進事業

ＩＣＴ技術等を活用した行政
手続きや事務の効率化 ○

自治体ＤＸ推進事業
自治体情報システムの標準
化・共通化、行政手続のオン
ライン対応

○○

地域高速通信環境の整備
事業

加茂阿波地区における超高速
通信網（光回線）の整備 ○○

デジタルデバイド対策
事業

デジタル格差の解消及びデジ
タルリテラシーの向上 ○○○○
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※社会状況の変化や財政状況により事業の追加、変更、実施年度の見直し等を行います。
※【定】…津山圏域定住自立圏事業

まちづくり大綱の推進方策



◆ＳＤＧｓのゴールとターゲット 【参考資料】
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≪ＳＤＧｓゴール≫
　あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　1.1　極度の貧困を終らせる
　1.2　貧困状態にある人の割合を半減させる
　1.3　貧困層・脆弱層の人々を保護する
　1.4　基礎的サービスへのアクセス、財産の所有・管理の権利、金融サービス
　　　 や経済的資源の平等な権利を確保する
　1.5　貧困層・脆弱層の人々の強靭性を構築する
　1.a　開発途上国の貧困対策に、様々な資源を動員する
　1.b　貧困撲滅への投資拡大を支援するために政策的枠組みを構築する

≪ＳＤＧＳゴール≫
　飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進
する

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　2.1　飢餓を撲滅し、安全で栄養のある食料を得られるようにする
　2.2　栄養不良をなくし、妊婦や高齢者等の栄養ニーズに対処する
　2.3　小規模食料生産者の農業生産性と所得を倍増させる
　2.4　持続可能な食料生産システムを確保し、強靭な農業を実践する
　2.5　食料生産に関わる動植物の遺伝的多様性を維持し、遺伝資源等へのアク
　　　 セスと、得られる利益の公正・衡平に配分する
　2.a　開発途上国の農業生産能力向上のための投資を拡大する
　2.b　世界の農産物市場における貿易制限や歪みを是正・防止する
　2.c　食料市場の適正な機能を確保し、食料備蓄などの市場情報へのアクセス
　　　 を容易にする

≪ＳＤＧｓゴール≫
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　3.1　妊産婦の死亡率を削減する
　3.2　新生児・５歳未満児の予防可能な死亡を根絶する
　3.3　重篤な伝染病を根絶し、その他の感染症に対処する
　3.4　非感染性疾患による若年死亡率を減少させ、精神保健・福祉を促進する
　3.5　薬物やアルコール等の乱用防止・治療を強化する
　3.6　道路交通事故死傷者を半減させる
　3.7　性と生殖に関する保健サービスを利用できるようにする



◆ＳＤＧｓのゴールとターゲット 【参考資料】

　3.8　ＵＨＣを達成する（すべての人が保健医療サービスを受けられるように
　　　 する）
　3.9　環境汚染による死亡と疾病の件数を減らす
　3.a　たばこの規制を強化する
　3.b　ワクチンと医薬品の研究開発を支援し、安価な必須医療品及びワクチン
　　　 へのアクセスを提供する
　3.c　開発途上国における保健に関する財政・人材・能力を拡大させる
　3.d　健康危険因子の早期警告、緩和・管理能力を強化する

≪ＳＤＧＳゴール≫
　すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進
する

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　4.1　無償・公正・質の高い初等・中等教育を修了できるようにする
　4.2　乳幼児の発達・ケアと就学前教育にアクセスできるようにする
　4.3　高等教育に平等にアクセスできるようにする
　4.4　働く技能を備えた若者と成人の割合を増やす
　4.5　教育における男女格差をなくし、脆弱層が教育や職業訓練に平等にアク
　　　 セスできるようにする
　4.6　基本的な読み書き計算ができるようにする
　4.7　教育を通して持続可能な開発に必要な知識・技能を得られるようにする
　4.a　安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供する
　4.b　開発途上国を対象とした高等教育の奨学金の件数を全世界で増やす
　4.c　質の高い教員の数を増やす

≪ＳＤＧＳゴール≫
　ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　5.1　女性に対する差別をなくす
　5.2　女性に対する暴力をなくす
　5.3　女性に対する有害な慣行をなくす
　5.4　無報酬の育児・介護・家事労働を認識・評価する
　5.5　政治、経済、公共分野での意思決定において、女性の参画と平等なリー
　　　 ダーシップの機会を確保する
　5.6　性と生殖に関する健康と権利への普遍的アクセスを確保する
　5.a　財産等への女性のアクセスについて改革する
　5.b　女性の能力を強化する
　5.c　女性の能力強化のための政策・法規を導入・強化する
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◆ＳＤＧｓのゴールとターゲット 【参考資料】

≪ＳＤＧｓゴール≫
　すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　6.1　安全・安価な飲料水の普遍的・衡平なアクセスを達成する
　6.2　下水・衛生施設へのアクセスにより、野外での排泄をなくす
　6.3　様々な手段により水質を改善する
　6.4　水不足に対処し、水不足に悩む人の数を大幅に減らす
　6.5　統合水資源管理を実施する
　6.6　水に関わる生態系を保護・回復する
　6.a　開発途上国に対する、水と衛生分野における国際協力と能力構築を支援
　　　 する
　6.b　水と衛生の管理向上における地域社会の参加を支援・強化する

≪ＳＤＧＳゴール≫
　すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセ
スを確保する

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　7.1　エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する
　7.2　再生可能エネルギーの割合を増やす
　7.3　エネルギー効率の改善率を増やす
　7.a　国際協力によりクリーンエネルギーの研究・技術へのアクセスと投資を
　　　 促進する
　7.b　開発途上国において持続可能なエネルギーサービスを供給できるように
　　　 インフラ拡大と技術向上を行う

≪ＳＤＧｓゴール≫
　包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働
きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　8.1　一人当たりの経済成長率を持続させる
　8.2　高いレベルの経済生産性を達成する
　8.3　開発重視型の政策を促進し、中小零細企業の設立や成長を奨励する
　8.4　10ＹＦＰ（持続可能な消費と生産に関する10 年計画枠組）に従い、経済
　　　 成長と環境悪化を分断する
　8.5　雇用と働きがいのある仕事、同一労働同一賃金を達成する
　8.6　就労・就学・職業訓練を行っていない若者の割合を減らす
　8.7　強制労働・奴隷制・人身売買を終らせ、児童労働をなくす
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◆ＳＤＧｓのゴールとターゲット 【参考資料】

　8.8　労働者の権利を保護し、安全・安心に働けるようにする
　8.9　持続可能な観光業を促進する
　8.10 銀行取引・保険・金融サービスへのアクセスを促進・拡大する
　8.a　開発途上国への貿易のための援助を拡大する
　8.b　若年雇用のための世界的戦略とＩＬＯの世界協定を実施する

≪ＳＤＧｓゴール≫
　強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及
びイノベーションの推進を図る

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　9.1　経済発展と福祉を支える持続可能で強靭なインフラを開発する
　9.2　雇用とＧＤＰに占める産業セクターの割合を増やす
　9.3　小規模製造業等の、金融サービスや市場等へのアクセスを拡大する
　9.4　資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロ
　　　 セスの導入拡大により持続可能性を向上させる
　9.5　産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上させる
　9.a　開発途上国への支援強化により、持続可能で強靭なインフラ開発を促進
　　　 する
　9.b　開発途上国の技術開発・研究・イノベーションを支援する
　9.c　後発開発途上国における普遍的・安価なインターネット・アクセスを提
　　　 供する

≪ＳＤＧＳゴール≫
　各国内及び各国間の不平等を是正する

≪ＳＤＧｓターゲット≫
　10.1　所得の少ない人の所得成長率を上げる
　10.2　すべての人の能力を強化し、社会・経済・政治への関わりを促進する
　10.3　機会均等を確保し、成果の不平等を是正する
　10.4　政策により、平等の拡大を達成する
　10.5　世界金融市場と金融機関に対する規制と監視を強化する
　10.6　開発途上国の参加と発言力の拡大により正当な国際経済・金融制度を実
　　　　現する
　10.7　秩序のとれた、安全で規則的、責任ある移住や流動性を促進する
　10.a　開発途上国に対して特別かつ異なる待遇の原則を実施する
　10.b　発途上国等のニーズの大きい国へ、ＯＤＡ等の資金を流入させる
　10.c　移住労働者の送金コストを下げる
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◆ＳＤＧｓのゴールとターゲット 【参考資料】

≪ＳＤＧｓゴール≫
　包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現
する

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　11.1　住宅や基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する
　11.2　交通の安全性改善により、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供
　　　　する
　11.3　参加型・包摂的・持続可能な人間居住計画・管理能力を強化する
　11.4　世界文化遺産・自然遺産を保護・保全する
　11.5　災害による死者数、被害者数、直接的経済損失を減らす
　11.6　大気や廃棄物を管理し、都市の環境への悪影響を減らす
　11.7　緑地や公共スペースへのアクセスを提供する
　11.a　都市部、都市周辺部、農村部間の良好なつながりを支援する
　11.b　総合的な災害リスク管理を策定し、実施する
　11.c　後発開発途上国における持続可能で強靭な建造物の整備を支援する

≪ＳＤＧＳゴール≫
　持続可能な生産消費形態を確保する

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　12.1　10ＹＦＰ（持続可能な消費と生産に関する10 年計画枠組）を実施する
　12.2　天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する
　12.3　世界全体の一人当たりの食料廃棄を半減させ、生産・サプライチェーン
　　　　における食品ロスを減らす
　12.4　化学物質や廃棄物の適正管理により大気、水、土壌への放出を減らす
　12.5　廃棄物の発生を減らす
　12.6　企業に持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する
　12.7　持続可能な公共調達を促進する
　12.8　持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識
　　　　を持つようにする
　12.a　開発途上国の持続可能な消費・生産に係る能力を強化する
　12.b　持続可能な観光業に対し、持続可能な開発がもたらす影響の測定手法を
　　　　開発・導入する
　12.c　開発に関する悪影響を最小限に留め、市場のひづみを除去し、化石燃料
　　　　に対する非効率な補助金を合理化する
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◆ＳＤＧｓのゴールとターゲット 【参考資料】

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　13.1　気候関連災害や自然災害に対する強靭性と適応能力を強化する
　13.2　気候変動対策を政策、戦略及び計画に盛り込む
　13.3　気候変動対策に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する
　13.a　ＵＮＦＣＣＣ（国連気候変動枠組条約）の先進締約国によるコミットメ
　　　　ントを実施し、緑の気候基金を本格始動させる
　13.b　開発途上国における気候変動関連の効果的な計画策定と管理能力を向上
　　　　するメカニズムを推進する

≪ＳＤＧＳゴール≫
　持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　14.1　海洋汚染を防止・削減する
　14.2　海洋・沿岸の生態系を回復させる
　14.3　海洋酸性化の影響を最小限にする
　14.4　漁獲を規制し、不適切な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施す
　　　　る
　14.5　沿岸域及び海域の10パーセントを保全する
　14.6　不適切な漁獲につながる補助金を禁止・撤廃し、同様の新たな補助金も
　　　　導入しない
　14.7　漁業・水産養殖・観光の持続可能な管理により、開発途上国の海洋資源
　　　　の持続的な利用による経済的便益を増やす
　14.a　海洋の健全性と海洋生物多様性の向上のために、海洋技術を移転する
　14.b　小規模・零細漁業者の海洋資源・市場へのアクセスを提供する
　14.c　国際法を実施し、海洋及び海洋資源の保全、持続可能な利用を強化する

≪ＳＤＧｓゴール≫
　気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる
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◆ＳＤＧｓのゴールとターゲット 【参考資料】

≪ＳＤＧＳゴール≫
　持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へ
のアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な
制度を構築する

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　16.1　暴力及び暴力に関連する死亡率を減らす
　16.2　子どもに対する虐待や暴力・拷問をなくす
　16.3　司法への平等なアクセスを提供する
　16.4　組織犯罪をなくす
　16.5　汚職や贈賄を大幅に減らす
　16.6　透明性の高い公共機関を発展させる
　16.7　適切な意思決定を確保する
　16.8　国際機関への開発途上国の参加を拡大・強化する
　16.9　すべての人に法的な身分証明を提供する
　16.10 情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する
　16.a　暴力やテロをなくすための国家機関を強化する
　16.b　差別のない法律、規則、政策を推進し、実施する

　15.6　遺伝資源の利用から生ずる利益の公正・衡平な配分と遺伝資源への適切
　　　　なアクセスを推進する
　15.7　保護対象動植物種の密漁・違法取引をなくし、違法な野生生物製品に対
　　　　処する
　15.8　外来種対策を導入し、生態系への影響を減らす
　15.9　生態系と生物多様性の価値を国の計画等に組み込む
　15.a　生物多様性と生態系の保全・利用のために資金を動員する
　15.b　持続可能な森林経営のための資金の調達と資源を動員する
　15.c　保護種の密漁・違法取引への対処を支援する

≪ＳＤＧＳゴール≫
　陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂
漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止す
る

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　15.1　陸域・内陸淡水生態系及びそのサービスの保全・回復・持続可能な利用
　　　　を確保する
　15.2　森林の持続可能な経営を実施し、森林の減少を阻止・回復と植林を増や
　　　　す
　15.3　砂漠化に対処し、劣化した土地と土壌を回復する
　15.4　生物多様性を含む山地生態系を保全する
　15.5　絶滅危惧種の保護と絶滅防止のための対策を講じる
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　17.5　後発開発途上国のための投資促進枠組みを導入・実施する
　17.6　科学技術イノベーションに関する国際協力を向上させ、知識共有を進め
　　　　る
　17.7　開発途上国に対し、環境に配慮した技術の開発・移転等を促進する
　17.8　後発開発途上国のための実現技術の利用を強化する
　17.9　開発途上国における能力構築の実施に対する国際的支援を強化する
　17.10 ＷＴＯの下での公平な多角的貿易体制を促進する
　17.11 開発途上国による輸出を増やす
　17.12 後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市場アクセスを適時実施
　　　　する
　17.13 世界的なマクロ経済を安定させる
　17.14 持続可能な開発のための政策の一貫性を強化する
　17.15 政策の確立・実施にあたり、各国の取組を尊重する。
　17.16 持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する
　17.17 効果的な公的・官民・市民社会のパートナーシップを推進する
　17.18 開発途上国に対する能力構築支援を強化し、非集計型データの入手可能
　　　　性を向上させる
　17.19 ＧＤＰ以外の尺度を開発し、開発途上国の統計に関する能力を構築する

◆ＳＤＧｓのゴールとターゲット 【参考資料】

≪ＳＤＧＳゴール≫
　持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを
活性化する

 ≪ＳＤＧｓターゲット≫
　17.1　課税及び徴税能力の向上のために国内資源を動員する
　17.2　先進国は、開発途上国に対するＯＤＡに係るコミットメントを完全に実
　　　　施する
　17.3　開発途上国のための追加的資金源を動員する
　17.4　開発途上国の長期的な債務の持続可能性の実現を支援し、重債務貧困国
　　　　の債務リスクを減らす
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