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第１章 津山市第２次環境基本計画について 

 

第１節 環境基本計画とは 

 

１．国の環境基本計画について 

国の「環境基本計画」は、「環境基本法」第 15 条の規定に基づいて国が定める「環境

の保全に関する基本的な計画」です。 

 

 

 

 

 

国の環境基本計画は、社会情勢の変化に対応するために５年程度をめどに見直しが行

われ、平成６年 12 月に第一次計画が、平成 12 年 12 月に第二次計画が、平成 18 年４月

に第三次計画が閣議決定されています。現在の計画は、平成 24 年４月に閣議決定され

た第四次環境基本計画です。 

第四次環境基本計画では、環境行政の目標である「持続可能な社会」（将来の世代の

ニーズを、現在の世代と同様に満たせるような社会）を、「低炭素」、「循環」、「自然共

生」の各分野を統合的に達成し、その基盤として「安全」を確保している社会としてい

ます。 

また、第四次環境基本計画では、優先的に取り組む重点分野（９分野）が位置付けら

れて、これらと並んで震災復興・放射性物質による環境汚染対策が謳われています。こ

れら９分野（表 1-1-1）の中には国レベルでの対応が必要なものもありますが、津山市

としての取り組みを検討し実施していく必要があります。 

 

 

 

環境基本法 

第 15 条 政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環

境の保全に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければな

らない。 

○低炭素社会 

 再生可能エネルギーの導入、省エネルギー対策の強化、環境負荷が小さいコンパクトでまとまりのあ

るまちづくりへの転換などを通じ、市民の生活や事業活動に伴い排出される二酸化炭素など温室効果ガ

スを抑制することにより実現される持続可能な社会 

○循環型社会 

 大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済のあり方に代わる資源・エネルギーの循環的な利用がな

される社会。「循環型社会形成推進基本法」では、循環型社会を「天然資源の消費量を減らして、環境負

荷をできるだけ少なくした社会」と定義している。 
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表1-1-1 国の環境基本計画における重点分野 

１．経済・社会のグリーン化の推進とグリーン・イノベーションの推進 

■ 個人や事業者の環境配慮行動の浸透、環境配慮型商品・サービスの普及により、経済・社会

のグリーン化を進める。 

■ 技術革新、新たな価値の創出等を含むグリーン・イノベーションを推進。2020年に環境関連

新規市場50兆円超、新規雇用140万人創出をめざす。 

２．国際情勢に的確に対応した戦略的取り組みの推進 

■ 我が国の経験や技術の提供により、途上国の環境負荷を低減するための支援を積極的に行

う。 

■ 国益と地球益双方の確保のため、国際社会の枠組み形成や国際協力に戦略的に取り組む。 

３．持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり、基盤整備の推進 

■ 森林、農地、河川、都市等の国土の有する価値を保全・増大させ、将来世代に引き継ぐ。 

■ 地域づくりの担い手の育成と各主体間のネットワークの構築・強化を進める。 

■ 環境施策形成に資する環境情報の充実に取り組む。 

４．地球温暖化に関する取り組み 

■ 2050年までに80％の温室効果ガスの排出削減をめざす。 

■ 2020年までの期間については、エネルギー政策と一体的に見直しが行われる中で国により策

定される新たな温暖化対策の計画に基づき、施策を進める。 

５．生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取り組み 

■ 国が策定した「生物多様性国家戦略2012-2020」であげられた「生物多様性の４つの危機」（開

発など人間活動、自然に対する働きかけの縮小、外来種など人間が持ち込んだもの、地球環境

の変化等による危機）に対処すべく、効果的な取り組みを行っていく。 

■ 農林水産業の復興により、失われた生物生態系の回復・維持を図り、自然の質を向上させる。

■ 生態系や生息・生育地のつながり、人や文化などのつながりも一体的に捉え、広域的・横断

的な取り組みを進める。 

６．物質循環の確保と循環型社会の構築 

■ 有用な資源の回収・有効活用による資源確保の強化、環境産業の確立等をめざす。 

■ 地域の経済・文化等の特性や人と人とのつながりに着目した地域循環圏を形成する。 

■ 災害に強い廃棄物処理体制の構築や有害物質の適正処理など、安全・安心の取り組みを強化

する。 

７．水環境保全に関する取り組み 

■ 流域全体を視野に入れ、良好な水環境の保全に取り組む。 

■ 国際的な水問題の解決に貢献する。 

■ 災害に強い地域づくりを進めるとともに、森・里・海の関連を取戻し、自然共生社会の実現

を図る。 

８．大気環境保全に関する取り組み 

■ 光化学オキシダント、ＰＭ2.5、アスベスト等に対する取り組みを強化する。 

■ 騒音、振動等の生活環境問題に対する取り組みを推進する。 

■ 環境的に持続可能な都市・交通システムの実現を図る。 

９．包括的な化学物質対策の確立と推進のための取り組み 

■ 化学物質の製造から廃棄・処理までのライフサイクル全体のリスクを削減する。 

■ 化学物質の管理・使用・排出・汚染の情報を収集するとともに、リスクコミュニケーションを推進す

る。 
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２．津山市環境基本計画 

環境基本法第７条では、地方公共団体の責務として、環境の保全に関し国の施策に準

じた施策の策定及び実施を定めています。 

また、津山市環境基本条例第９条では、「市長は，環境の保全等に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するため，環境基本計画を策定するものとする。」と規定されてお

り、津山市環境基本計画は、この規定に基づく地域版の環境基本計画となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■津山市環境基本計画の位置付け 

津山市環境基本計画は、「環境基本法」、「津山市環境基本条例」、「国の環境基本

計画」及び「新岡山県環境基本計画（エコビジョン2020）改訂版」など、関係する法令、

条例、上位計画等に準拠して作成される計画です。また、「津山市第５次総合計画」を

環境面で支える、市の環境行政における最上位計画になります。計画の推進に当たって

は、庁内各部署の共通認識のもと、あらゆる施策・事業・取り組みに環境重視の視点を

織り込んでいくことにより、それら施策等の進捗に応じて、徐々に環境に配慮したまち

づくりにつなげていくことが重要です。 

彩りあふれる花開く 津山の創造

～市民一人ひとりの想いがかなう 夢と希望の花が咲き誇るまち～

刻を積み

いのちはぐくむ水、土、緑
未来につなぐ

にぎわいのまち

新岡山県環境基本計画

岡山県環境基本条例

岡山県

第四次環境基本計画

環境基本法

国

津山市

津山市第５次総合計画

津山市環境基本計画

環境将来像

めざすまちの姿

津山市環境基本条例

実現に向けて計画推進
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さらに、今日の環境問題は、自動車騒音、生活排水による水質汚濁、ごみ問題、地球

温暖化など広い範囲にわたっていますが、かつての産業公害と異なり、いずれの問題も

市民一人ひとりの影響が積み重なって環境負荷を増大させていることから、環境の改善

は市民の取り組みにかかっています。 

環境基本計画の役割としては、①環境行政の基本的な方針・考え方を定めるものであ

ること、及び②市民や事業者が行政とともに協力して環境保全に取り組んでいくため

「市民参加の仕組みをつくる」こと、この２つをあげることができます。 

なお、これ以降、現行の津山市環境基本計画を「第１次計画」、このほど策定する津

山市第２次環境基本計画を「第２次計画」と略して記載します。 

 

第２節 第２次計画の基本的事項 

 

１．第２次計画策定の基本的な考え方 

第２次計画は、第１次計画の後継計画となりますが、社会的な背景や再生可能エネル

ギーを含む環境分野全般の現状及び市民の意見を踏まえて策定しました。このため、津

山市環境基本条例に基づき設置する諮問機関「津山市環境政策審議会」の委員として、

学識経験者等のほか、市民団体・各種団体からの参加を求めるとともに、16 歳以上の市

民 6,000 人を対象として、環境に関する市民意識調査（第２章第３節）を実施しました。 

また、第１次計画を市民・事業者及び市が協働して推進していくために設立された「エ

コネットワーク津山」（平成 15 年５月設立。平成 21 年１月にＮＰＯ法人化）が、取り

組みを実施していく中で感じてきた問題点や課題を第２次計画に反映させるため、同団

体との検討会を５回実施しました。 

 

２．第２次計画の期間 

第１次計画の計画期間は、平成 15 年度（市町村合併を経て平成 18 年度に改定）から

平成 27 年度の 13 年間です。第２次計画は平成 26 年度及び 27 年度で策定することとし

ており、計画の開始年度は平成 28 年度です。 

第２次計画の計画期間は、開始年度が市の最上位計画となる津山市第５次総合計画と

同じ平成 28 年度であることから、同計画の期間に合わせて、平成 28 年度から平成 37

年度までの 10 年間とします。そして、計画期間の中間年度（５年目）である平成 32 年

度に計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 

開始年度 最終年度 

2016 2025 

計画の見直し 
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３．第２次計画の推進主体と役割 

第２次計画の推進に当たっては、行政の施策や事業はもとより、市民や事業者等のあ

らゆる取り組みに計画の内容を織り込んでいくことにより、それらの進捗に応じて徐々

に環境に配慮したまちづくりにつなげていく必要があります。このことから、第１次計

画と同様、第２次計画の推進主体及び役割は、表 1-2-1 のとおりとします。 

表1-2-1 第２次計画の推進主体と役割 

推進主体 役割 

行政 津山市 

地域の環境保全に関する施策を実施する。また、

市民・事業者の環境に対する意識の高揚に努め、

各主体間の連携・協働を支援する。 

市民 
市内に在住・通勤・通学する人

で、子どもを含む。 

家庭や学校等において、ごみの減量化、省資源・

省エネルギーの実践など身近なところから取り

組む。 

事業者 
市内で事業活動を行っている企

業や組合、自営業者を含む。 

事業活動において、公害の防止に努めるととも

に、環境への負荷の少ない製品やサービスを提供

又は使用する。また、地域社会を構成する一員と

して、積極的に地域の環境保全活動に協力する。

市民団体 

町内会、ボランティア団体など。

公益活動のために市民によって

組織された団体を含む。 

各団体の活動方針に従って、環境保全に取り組む

とともに、行政と協働して市民や事業者の環境に

対する意識の高揚に努める。 

 

 

４．第２次計画で対象とする環境の範囲 

第２次計画で対象とする環境の範囲は、第１次計画を踏まえて設定した【ひと】、【し

ぜん】、【まち】及び【しくみ】の４分野に区分（各分野については第３章で記載）しま

した。 

そして、平成 19 年３月の第１次計画改定後、地球温暖化の顕在化に伴い、その対策

の重要性がますます高まってきたことから、後述する【しぜん】分野における「地球温

暖化防止」と、地球温暖化防止のためのエネルギー関連施策を示す【しくみ】分野の各

施策を関連付けて記述するとともに、【しくみ】分野においては、低炭素社会構築のた

め、エネルギーの地産地消や省エネルギー等に係る施策をさらに推進することとしまし

た。 

また、【まち】分野では、東日本大震災により安全・安心の確保が重要な課題となっ

ていることから、「安全・安心な暮らし」に係る施策、及び今後さらに進行する高齢化

社会を踏まえた「地域コミュニティの活性化」に係る施策等を追加しました。 
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表1-2-2 第２次計画で対象とする環境の範囲 

第２次計画 
の分野 

環境要素 環境の範囲（施策で対象とする項目等） 

【ひと】分野 
環境教育、環境学習

及び環境活動等 

地域の環境学習、学校の環境教育、環境情報の提供、環

境意識の高揚、環境のことを考えて行動できる人づくり

等 

【しぜん】分野 

大気環境等 大気質、土壌質、光害、化学物質、地球温暖化等 

水環境 水質、水辺環境 

自然環境 里山里地、野生鳥獣、外来生物、森林等 

【まち】分野 

緑環境、歴史・文化

等 
緑あふれるまちづくり、まちなみ景観の保全等 

地域活性化 地産地消、地場産商品の振興等 

安全・安心 防災、防犯、空き家対策、地域コミュニティの活性化等

交通 公共交通、人にやさしい交通体系、低公害車の普及等 

生活環境 生活しやすい環境、生活型公害の防止等 

【しくみ】分野 

エネルギーや資源 
再生可能エネルギーの活用、省エネルギー推進、環境関

連産業振興等 

廃棄物、まちの美観 
ごみの３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）、廃棄物の

不法投棄防止、ごみのポイ捨て防止等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○光害 

 「光環境」が、人工光の不適切あるいは配慮に欠けた使用や運用、漏れ光によって阻害されている状

況、又はそれによる悪影響をいう。過度な照明は、自動車等の運転や天体観測などの社会活動、水稲等

の農作物やウミガメ・鳥類等の野生生物の成育に影響を及ぼす恐れがあるほか、エネルギーの浪費につ

ながる。 

○地球温暖化 

 人間の活動の拡大により二酸化炭素（CO2）をはじめとする温室効果ガスの濃度が増加し、地表面の温

度が上昇すること。気温が上昇するだけではなく降水量も大きく変化し、気候の変化も激しくなる。 

○外来生物 

 もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって外国から入ってきた生物のことを指す。 

○低公害車 

 従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、排出ガス中の汚染物質の量が大幅に少ない自動車のこと。

電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車などをいう。地球温暖化対策や大気汚染対策の一つ

として期待されている。 

○再生可能エネルギー 

 石油、石炭、天然ガスなどの有限な資源である化石エネルギーと異なり、太陽光、風力、水力、地熱、

バイオマスなど、永続的に利用することが認められるエネルギー 
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５．第２次計画の理念 

計画の理念とは、計画の背景にある普遍的な考え方で、いわば「計画の価値観」を意

味しています。第１次計画では、津山市環境基本条例（第３条）に従って次の６項目を

理念として定めており、第２次計画でもこれを引き継ぐこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○３Ｒ（スリーアール） 

 廃棄物の発生抑制（リデュース、Reduce）、再使用（リユース、Reuse）、再生利用（リサイクル、Recycle）

の 3 つの頭文字をとったもの。平成 11 年の産業構造審議会において「循環型経済システムの構築に向け

て」（循環経済ビジョン）が取りまとめられ、その中で従来のリサイクル対策を拡大して廃棄物の発生抑

制や再使用を含んだ３Ｒの取り組みを進めていくことが必要であると提言された。これを受け、以後、

廃棄物・リサイクル法体系が順次整備された。 

①市民参画と環境優先のもとで環境汚染を未然に防止し、将来の世代に良好な環境を

引き継ぎます。 

②大気、水、大地、生きものなどを保全し、自然と文化が調和した環境を実現します。 

③地域の風土、歴史や文化などをいかし、潤いと安らぎのある環境を実現します。 

④環境への負荷が少ない循環型で持続可能な低炭素社会を築きます。 

⑤地域社会のあらゆる場所で環境共育や環境活動を推進し、環境を大切にする人づくり

を行います。 

⑥国際的な協調のもとで地球環境の保全を推進します。 


