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はじめに 

 

 

私たちのまち津山市は、雄大な中国山地の裾野に位

置し、吉井川をはじめとした多くの川が流れる豊か

な自然に恵まれた、歴史と文化の薫るまちです。 

この環境を子孫に引き継いでいくため、平成１５

年３月に市民との協働により「津山市環境基本計画」

を策定し、平成１９年３月には、市町村合併を踏ま

えて計画の改訂を行ってきました。 

環境基本計画策定から１０年以上が経過し、環境

問題は従来の公害問題に加え、ごみの減量化など身

近な問題から、地球温暖化対策など地球規模での問

題まで多様化しています。 

また、再生可能エネルギーの推進や森林資源の活用などにも、関心が高まってきて

います。 

こうした近年の状況を踏まえ、今後１０年間の取り組みを示した「津山市第２次環

境基本計画」を策定しました。前計画から引き継いだ環境将来像「刻
とき

を積み いのち

はぐくむ水、土、緑 未来につなぐ にぎわいのまち」の実現に向け、市の環境行政

における最上位計画として位置付け、取り組んでいきたいと思います。 

かけがえのない環境を守り、未来の世代に伝えるため、新たな決意のもとに環境負

荷の少ない持続可能な「低炭素都市 津山」を目指し、市民、事業者、市民団体の皆

様と協働して環境施策に取り組みたいと考えておりますので、皆様の御理解、御協力

をよろしくお願い申し上げます。 

 結びになりましたが、本計画の策定にあたり、多大な御協力をいただきました環境

基本計画推進組織「エコネットワーク津山」の皆様や、熱心な御審議をいただきまし

た津山市環境政策審議会委員の皆様をはじめ、貴重な御意見や御提言をいただいた市

民の皆様に、心より感謝を申し上げます。 

 

平成２８年３月 

 

津山市長 宮 地 昭 範  



 

    

住んでみたいまち 

住んでいたいまち 

 身近に潤いを感じるまちづくりを推進します。 
 環境と共生する施設を普及します。 
 歴史を感じるまちなみを保全します。 

 循環型社会を構築します。 
 ３Ｒ(リデュース・リユース・リサイクル)を推進します。 

 地域資源を活かした再生可能エネルギーの導入と、エネ
ルギーの効率的利用を推進します。 

 地域バイオマス資源の利活用を推進します。 
 環境関連産業の振興による地域活性化を推進します。 

■交通低炭素化プロジェクト 

■ごみゼロ大作戦 

 

しぜん

 

きれいな空と大地を守るまち 

心のふるさと里山里地の豊かなまち
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緑があふれ歴史を感じるまち 

持続可能な低炭素の

まち 

未来を拓く、地産地消のまち 

安全安心で活気あふれる楽しいまち

ごみを減らし、資源の循環するまち

 自動車に乗らない人にもやさしい交通体系を築きます。 
 環境にやさしい次世代自動車の普及拡大を推進します。 
 誰もが生活しやすい環境をつくります。 

 地場産商品を振興します。 
 農林畜産物の地産地消について意識を高めます。 

 防災意識の醸成と災害対策を推進します。 
 防犯意識の醸成と防犯対策を推進します。 
 適切に管理されていない空き家の解消を進めます。 
 地域コミュニティの活性化による地域共生力の向上を

図ります。 

まち 

ひと 

環境意識を高めるまち 

子どもの時から学び、共に育つまち

川面に吹く風の心地よいまち 

 人と人との交流を推進します。 
 環境情報の発信拠点を整備・運営します。 
 地域における環境活動のネットワーク化を推進します。 

 環境活動について学びあいます。 
 啓発活動をとおして環境情報を提供します。 

 環境のことを考えて行動できる人づくりを推進します。 
 学校などにおける環境教育を推進します。 
 地域における環境学習を推進します。 
 昔ながらの暮らしの知恵や技術を学びます。 

 大気環境を保全します。 
 土壌環境を保全します。 
 光害を防止します。 
 化学物質による汚染を防止します。 
 空と大地の環境について意識を高めます。 

 水環境を保全します。 
 人と自然調和に配慮した水辺づくりを推進します。 
 水と川の環境について意識を高めます。 

■環境基本計画推進組織の支援 

 

 

■環境学習推進プロジェクト 

エコな行動をする人

のまち 

と 

き 

人や情報が交流するまち 

 里山を活かし、保全します。 
 里地を活かし、保全します。 
 里山里地などの環境について意識を高めます。 
 森林整備を計画的に行い、森林の持つ公益的機能の維

持・向上を図ります。 

■環境将来像とビジョンの実現に向けて推進するプロジェクト（環境施策）                ※詳細は該当ページを御覧ください。

環境将来像 ビジョン サブビジョン プロジェクト 

安らぎの自然豊かな

まち 

人と環境にやさしいまち 

資源のまわる美しい

まち 

エネルギーや資源の地産地消を進め

るまち 

リーディングプロジェクト

 

■自然保全プロジェクト 

 

■地球温暖化対策プロジェクト 

 省エネルギーを推進します。 
 省エネルギーの意識向上を図ります。 

省エネルギーを進めるまち

■津山エネルギー導入プロジェクト

しくみ

ごみの落ちていない美しいまち  ごみのポイ捨てや不法投棄を防止します。 
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