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①県北中心都市として 
の拠点性の向上 

 
 
②コンパクトな都市 
づくり 

③中心市街地活性化と 
既存ストックの有効

 活用 
 
 
④旧町村地域等の 
 生活拠点の整備 
 
 
⑤誰もが安全で安心して 
暮らせるまちづくり

 
○誰もが安心して住み 
 続けられる・暮らし 
 やすいまちづくり

 ①健康福祉施設等の充実
 ②公共交通サービスの充実
 ③ユニバーサルデザインの推進

 『 歴史と文化を未来へつなぐ 
  緑あふれる環境都市 』つやま 

 
○環境と共生した・賑わ 
 いとまとまりのある 
 まちづくり

 ①子育て支援環境の整備
 ②教育施設の充実と 

 生涯学習環境の整備
 ③雇用の場の確保と若者の定住

 
 ①歴史・文化遺産の保全と活用
 ②良好な景観の保存・創出 
 ③地域生活拠点の整備 

 
 ①計画的な土地利用の推進
 ②自然環境・優良農地の保全
 ③循環型社会の構築
 ④環境負荷の視点に立った 
  都市計画

 
 ①中心市街地の活性化
 ②駅周辺整備の推進
 ③産業の振興
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都市の現状およびまちづくりの主要課題を踏まえて、津山市都市計画マスタープランにおけ

るまちづくりの理念を次のように設定します。

・市街地を取り囲む丘陵地の豊かな緑や河川など水辺空間からなる自然環境は、市民の暮らし

に潤いをもたらす貴重な資源です。

・効率的なまちづくり・環境負荷低減の観点から、無秩序な市街地の拡散・拡大を抑制し、残

された貴重な自然環境の保全を図り「環境と共生したまちづくり」を推進します。

・既存の都市施設や公共公益施設の有効活用による、効率的かつ計画的な土地利用の推進と県

北の拠点都市としての都市機能の集積と強化を目指した「賑わいとまとまりのあるまちづく

り」を推進します。

・津山城跡をはじめとする、多くの歴史・文化資産の保全と活用に努め、歴史の息吹を感じら

れる、市民が誇りと愛着を持てるまちづくりを進めます。

・中心市街地では、まちなか居住や歩いて暮らせるまちづくり、すべての人にやさしいユニバ

ーサルデザインのまちづくりを推進します。

・勝北地域や久米地域、加茂地域、阿波地域の中心地区では、支所や公民館など既存ストック

の有効活用と暮らしに必要なサービス機能などの維持と集積を促進し、地域生活拠点の整備

を図ります。

・道路交通網や公共交通の充実を図り、都市部と農村部、地域内・地域間の交流と連携を促進

します。

・明日を担う人材の育成と産業振興による雇用の場の創出を図り「誰もが安心して住み続けら

れる・暮らしやすいまちづくり」を推進します。

『 歴史と文化を未来へつなぐ

緑あふれる環境都市 』 つやま

○ 環境と共生した・賑わいとまとまりのあるまちづくり

○ 誰もが安心して住み続けられる・暮らしやすいまちづくり
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①中心市街地の活性化

・中心市街地は、長い歴史の中で育まれてきた独自の文化や伝統があり、まちの活力や個性を

代表する「顔」とも言うべき場所であり、人と人が行き交い、交流できる場として活性化を

図る必要があります。

・既存の都市機能のストックを活用しつつ、多様なニーズに対応したまちなか居住の促進や、

商店街における低未利用地や空き店舗の有効活用などを促進します。

・魅力ある商業空間、賑わいのある歩行者空間の創出により中心市街地の活性化を図ります。

・案内施設等の充実により駐車場の利用促進を図るとともに、自動車の乗り入れ規制（トラン

ジットモール）などについて検討し、歩いて暮らせるまちなかづくりを推進します。

②駅周辺整備の推進

・津山駅周辺地区は、本市および津山都市圏の玄関口であり、公共交通ターミナルであるとと

もに広域的な交通結節点として位置づけます。

・公共交通結節点としての機能を強化するとともに、本市の玄関口にふさわしい駅前広場の整

備や交流拠点の創出、商業機能の集積など、一体的な整備計画の策定について検討しつつ駅

周辺整備の推進を図ります。

・駅周辺整備においては、高齢者、障害者をはじめ、誰もが安全・安心に移動できるユニバー

サルデザインの施設整備計画などを検討します。

③産業の振興

・計画的な土地利用のもと、工業機能の集積を図るとともに、産・学・官・民の連携を強化し、

新製品の開発や地域資源を活かしながら固有の技術力の向上を図ります。

・中心市街地の利便性の向上を図り、快適性や回遊性等に配慮した商業空間形成などのまちづ

くりに努めることにより、県北の中心都市として、魅力ある商業地の形成を図ります。

・農業生産基盤の整備により、農地の高度利用、耕作放棄地の解消に努め、農地の有効活用を

図るとともに、優良農地や農村景観の保全に努めます。

・地域特性を活かした高品質な農畜産物の生産振興を図るとともに、地産地消や６次産業化な

どの取り組みを推進します。

①計画的な土地利用の推進

・都市計画区域外や用途白地地域の無秩序な開発による市街地の拡散的拡大を抑制し、まとま

りのあるまちづくりを推進するために、土地利用規制や開発ガイドラインの必要性などにつ

いて検討します。

・都市計画区域外における開発抑制や、合併町村などの白地地域における土地利用の適正な誘
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導を図るため、都市計画区域の拡大や用途地域指定の変更について検討します。

②自然環境・優良農地の保全

・本市の特長である豊かな森林や丘陵地の樹林地、そして郊外部や中山間地の優良農地の保全

を図ることにより、人と自然が調和し、環境と共生する持続可能なまちづくりを目指します。

③循環型社会の構築

・循環型社会の構築を目指して、大量消費、大量廃棄といったライフスタイルの見直しと環境

に配慮した事業活動の推進、ごみの減量化、資源の有効活用に努めます。

・ヒートアイランド対策（街路樹、屋上緑化等）や環境に配慮した建築資材の使用など積極的

な環境対策を促進します。

・新しい総合ゴミ処理センターの建設を推進します。

④環境負荷の視点に立った都市計画

・持続可能な発展のために、EF指標による、地域内から発生する環境負荷量と環境受容量のバ

ランス（環境負荷超過量）を念頭においた上で、環境負荷（低減）の視点に立った土地利用

計画や交通計画を検討します。

①歴史・文化遺産の保全と活用

・本市には津山城跡（鶴山公園）をはじめとして、衆楽園、城東地区、城西地区の歴史的まち

なみ、田町地区の武家屋敷などの歴史的・文化的資源が数多く存在しています。

・貴重な資源を後世に継承するために、積極的な保存と整備を図ります。また、これらの歴史・

文化遺産を活用したまちづくりを推進します。

②良好な景観の保存・創出

・津山城跡（鶴山公園）や衆楽園、城東地区、城西地区、田町など、津山市らしい良好な歴史

的景観の保存と新たな都市景観の創出を図ります。

・景観形成重点地区の指定や景観法による景観計画の策定、城東地区のまちなみ保存や無電柱

化、城跡眺望の視点場の確保、市街地における屋外広告物規制の必要性などについて検討し

ます。

③地域生活拠点の整備

・勝北地域や久米地域、加茂地域、阿波地域の中心部においては、既存ストックの有効活用を

図りつつ、公共公益施設や日常的な商業施設など、暮らしに必要なサービス機能の集積・充

実を促進し、地域における生活拠点の整備を図ります。



 37

第３章 全体構想

①健康福祉施設等の充実

・住民の多様な医療ニーズに応え、適切な医療サービスが受けられるよう、医療機関相互の機

能分担と連携を強化し、地域医療体制の充実を図ります。

・歩道の段差解消や公共施設のバリアフリー化による高齢者や障害者等が移動しやすい環境整

備や福祉施設の充実など、誰もが安心して生活できる住環境の整備を進めます。

②公共交通サービスの充実

・今後の超高齢社会で増加することが予想される、自動車などの移動手段を持たない交通弱者

のために、JR津山線、姫新線、因美線の路線継続と利用促進に努めます。

・JRとの乗り継ぎを考慮した路線バスやごんごバスの運行、路線見直しなど公共交通サービス

の利便性向上を推進します。

③ユニバーサルデザインの推進

・子ども、高齢者、障害者をはじめ、すべての人にやさしいまちづくりのため、市役所などの

公共施設のバリアフリー化、歩道の段差解消など、ユニバーサルデザインのまちづくりを推

進します。

①子育て支援環境の整備

・子育て世代の多様なニーズに対応できるよう、子育て支援環境の整備に努め、子どもを生み

育てる喜びを感じられるまちづくりを目指します。

②教育施設の充実と生涯学習環境の整備

・今後の人口減少・少子化に対応して教育施設の適正な配置を検討するとともに、既存施設の

充実や生涯現役社会を目指して生涯学習施設の整備・充実を図ります。

③雇用の場の確保と若者の定住

・企業誘致などによる雇用の場の確保や若者に魅力あるまちづくりを図るとともに、人材育成

に努め、若者の定住を促進します。

・大学・高専・高等学校卒業生の地元企業への就職率向上を図るため、産・学・官の連携に努

め、地元企業の業種に対応した講座開設などを促進します。
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・本市は、県北の拠点都市として広域的な役割と責任を担っており、津山圏域（都市圏域人口

約 16.5万人）のみならずその隣接都市をも見据えたまちづくりを進めていく必要があります。

・そのためには、今後も教育・文化・医療・福祉・商業機能などさまざまな都市機能の強化と

集積を図り、圏域における求心力を高めていく必要があります。

・本市の都市構造は、旧津山地域においては城下町の町割りを基本とした中心市街地が形成さ

れ、周辺の勝北地域、久米地域、加茂地域、阿波地域では役場の周りに生活関連機能を中心

とした施設が集まっていました。

・その後、都市の拡大基調の中、幹線道路の整備や土地区画整理事業の実施にともなって、主

に東西方向および北方向へ市街地が拡大してきました。

・1975 年には、中国縦貫自動車道津山 IC 及び院庄 IC が開設され、この地域は本市の新たな

玄関口として工業系施設の集積が図られるとともに、利便性の良さを活かした商業施設の立

地がみられるなど、新たな拠点が形成されました。

・近年では、吉井川以南での宅地化の進行、丘陵地の宅地開発や幹線道路沿道への大規模小売

店の立地等により市街地が拡散的に拡大し、丘陵地樹林や農地などの豊かな自然環境が失わ

れつつあり、環境への負荷が増大してきています。
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・中心市街地では、人口減少と高齢化の進行が著しく、中心商店街では空き店舗や低未利用地

の増加が目立ち、商業機能の衰退と賑わいの喪失、空洞化が進んでいます。

・加茂地域や阿波地域などでは、旧津山地域に比べて人口の減少割合が高く、まちの活力、地

域力が低下してきています。

・今後、さらに人口減少・超高齢化が進行すると、社会保障などの行政コストが増大するとと

もに、コミュニティの存続自体が危ぶまれる事態が生じることも考えられます。

・人口減少時代において、これ以上の市街地の拡大や新たな拠点の形成は行政コストの増大を

招き、中心市街地や各拠点の拠点性の低下を招くことから、拡大を抑制する方向へ施策の転

換を図る必要があります。

・環境負荷の観点からも、今後は、新たな市街地の拡散・拡大を抑制し、道路・公園等の都市

基盤や公共公益施設などの既存ストックを有効活用することにより、環境受容量とのバラン

スを考慮し負荷低減を目指した「まとまりのある都市づくり」を進める必要があります。

・中心市街地は、県北地域の中心都市としての拠点性を高めるため、土地の有効高度利用、複

合的利用を促進するとともに、公共施設や医療機関などの既存ストックを活かした、誰もが

暮らしやすいまちづくりを進めます。

・勝北地域や久米地域、加茂地域、阿波地域の中心部においては、生活環境整備を図るととも

に、公共公益施設の集積を活かしつつ、日常生活に必要なサービス機能の集積を促進し、暮

らしやすい「地域生活拠点」の整備を図ります。

・市街地や地域生活拠点に必要な公共投資を行い、これらを結ぶ道路網や公共交通サービスの

充実を図ることにより、まとまりのある市街地（都市部）と地域生活拠点（農村部）が有機

的に連携し、一体化した「集約型都市構造」を目指します。

まとまりの
ある
市街地

地域
生活
拠点

地域
生活
拠点

地域
生活
拠点
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かつてのコンパクト
な中心市街地と
旧町村の市街地

中心部の空洞化と
市街地の拡大、スプロール
化が進行している

中心部の空洞化がさらに進む
市街地の拡散的拡大と
スプロール化がさらに進む
環境負荷が増大する

市街地の拡大とスプロール
化を抑制し
まとまりのある市街地と地
域生活拠点の形成を図る
環境負荷の低減を図る
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・中国縦貫自動車道津山
IC,院庄 IC開設に伴い、
工業施設等が立地した
・区画整理事業や丘陵地の
住宅団地開発、幹線道路
の整備に伴って限られた
空間に市街地が拡大して
いった
・丘陵地における住宅団地
等の開発が行われた
・土地利用可能な空間が限
定されていたため市街地
は分散せず比較的まとま
っていた

・およそ４００年前の江戸
時代の城下町の町割りを
基盤とした市街地
・第二次世界大戦による戦
災を受けていないため、
城下町の町割りとほぼ同
じ
・城跡や古いまちなみなど
の歴史資産が残っている
・吉井川や丘陵地などによ
って土地利用可能な空間
が限定されていた
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・(都)新錦橋押入線の全線
開通 (H8)に伴い幹線道
路沿道への大規模小売店
等の立地が飛躍的に増加
した
・都市計画区域外や用途地
域外における丘陵地や農
地のミニ開発等により市
街地の拡散が進んだ
・丘陵地樹林の減少や土地
利用の混在が見られる
・中心部の人口減少・商業
の衰退など空洞化が顕著
になった
・市街地の密度が低くなっ
た

・まとまりのある市街地の
形成
・市街地の拡大抑制
・丘陵地樹林の保全
・中心部の活性化
・まちなか居住促進
・歩いて暮らせるまちづく
り
・歴史・文化を感じられる
まちづくり
・商業・業務・文化・交流
等都市機能等の強化
・駅周辺の都市機能強化
・公共交通のサービス向上
等
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本市の将来都市構造は、３つの土地利用の「エリア区分」と「中心拠点」や「地域生活拠点」

などの各種都市機能が集積する「都市拠点」、そして本市と県南地域、周辺都市および県外地域

を連携する「広域連携軸」、中心拠点と地域生活拠点および地域生活拠点相互を連携する「地域

連携軸」からなる「都市軸」で構成します。

(1)エリア区分

・「市街地エリア」は、用途地域および現在の市街地を基本とし、計画的な土地利用を推進する

とともに、これ以上の市街地の無秩序な拡大を抑制します。

・「田園・集落エリア」では、美しい田園景観や優良農地などの豊かな田園環境の保全を図りま

す。

・市街地周辺の丘陵地の樹林地や市域北部・南部の森林地域は、「里山・森林エリア」として豊

かな自然環境の保全と林業資源の有効活用を図ります。

(2)都市拠点

・「中心拠点」（中心市街地）は、県北の中心都市にふさわしい広域的な都市機能の集積・強化

を図る地区として位置づけます。津山駅周辺の整備やまちなか居住促進、賑わい空間の創出、

アルネ津山と商店街の商業機能の充実・再生、既存の都市施設の有効利用、空き店舗・空き

地の有効利用などの推進を図ります。

・「地域生活拠点」は、旧町村役場を中心とした地域の生活拠点であり、既存の公共公益施設を

有効利用するとともに日常生活に必要な各種サービス機能の集積を図る地区として位置づけ

ます。

・「産業拠点」は、工業団地や流通センター、インターチェンジ周辺など工業・流通業務施設な

どの集積を図る地区、また、先端産業の立地や既存機能の高度化を図り、本市の産業振興を

リードしていく地区として位置づけます。

(3)都市軸

・地域高規格道路空港津山道路や国道５３号、１７９号、１８１号などを「広域連携軸」とし

て位置づけ、県南地域とのアクセス向上や県北隣接市町との連携強化、県外地域との交流促

進を図ります。

・市街地と地域生活拠点を結ぶ幹線道路と鉄道を「地域連携軸」として位置づけ、ＪＲ線やご

んごバスなど公共交通サービスの充実により、中心拠点と地域生活拠点の連携強化を図りま

す。
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(1)市民の意向

アンケート調査では「総合的な土地の利用方法についてどのようにお考えですか？」とい

う問いに対して、「秩序を守るため土地利用の制限はやむを得ない」という意見が半数近くあ

りました。

「計画的な土地利用

をみんなで考え、私有

地でも制限すべき」と

いう意見と合わせると

7 割以上の人が土地利

用の制限が必要だと考

えています。

(2)基本的な考え方

市街地においては、住宅地、商業地、工業地など、地区特性に基づいたそれぞれの土地利

用区分ごとに土地利用の誘導を図りつつ、計画的土地利用の推進を図ります。

そのため、合併町村地域も含めた整合性のある新たな国土利用計画の策定や都市計画区域

の変更、用途地域の指定変更、特定用途制限地域の指定、開発ガイドラインの策定などにつ

いて検討します。

本市では、旧津山地域のみに用途地域が指定されていますが、合併により新津山市として

一体的な用途地域指定のあり方を検討する必要があります。

特に、勝北地域や久米地域の中心部は、地域生活拠点として位置づけて都市的投資を行っ

ていく必要性が高い地域であることから、土地利用の観点からも用途地域の指定などにより

拠点としての位置づけを明確にします。

下水道整備や一団の開発地等、面的基盤整備を行うなどの都市的投資を行う区域（整備済

みも含む）は、計画的な土地利用の形成を図り、良好な環境を保全する必要があることから、

人口集積や地域の土地利用状況を踏まえて用途地域の指定を検討します。

また、道路整備などに伴い土地利用の改変が進む地区や用途地域隣接部において市街地が

拡大している地区は、地区の状況に応じて適切な用途地域の指定・変更を行います。

さらに、都市計画区域外で宅地化が進む地区は、宅地化の動向を踏まえて都市計画区域へ

の編入及び用途地域の指定を検討します。
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道路、公園などの既存の都市施設を活用するとともに、中心市街地に効果的な公共投資を

行い、民間企業の開発なども市街地に誘導することにより、コンパクトでまとまりのある市

街地の形成を図ります。

本市の特性である津山城跡や武家屋敷、城東地区の歴史的まちなみなどの歴史的資産の保

存・再生と美しい都市景観の形成を図りつつ、これらを活かした、魅力ある都市空間づくり

を推進します。

空洞化が進む中心市街地においては、空き店舗や低未利用地の有効高度利用、複合利用を

促進し、商業・医療・福祉・文化・教育など多様な都市機能の集積を図り、津山圏域の中心

都市としての魅力を向上させます。

また、人口減少と高齢化が著しい中心市街地において、福祉・医療施設と一体となった高

齢者向けマンションや高齢者住宅の建設など、多様なニーズに対応した住宅の供給を促進す

るとともに、良好な居住環境の形成を図り、まちなか居住を促進します。

一方、開発が進む地域では、用途地域の指定や地区計画の指定促進などにより良好な都市

環境の形成に努めるとともに、需要を上回る拡大が懸念される場合には特定用途制限地域の

指定を検討するなど無秩序な開発の抑制に努めます。

勝北地域や久米地域、加茂地域、阿波地域の中心部には、支所や公民館など一定の既存ス

トックが整っており、これらの有効利用を図りつつ、ワンストップサービスの提供やラスト

ワンマイルの整備など、生活圏としてそこで暮らす市民の日常生活に必要なサービス機能の

強化・集積を促進することにより、地域生活拠点の確保を図ります。

氷ノ山・後山・那岐山国定公園などの中国山地の山並みをはじめ、身近な里山や森林など、

豊かな自然環境の保全に努めます。特に、加茂・阿波地域の多くを占める森林は、森林資源

としてだけでなく、水源涵養、土砂流出防備など公益的機能としても重要であり、林業とし

て維持継続させつつ、森林の保全・育成に努めます。

本市の特長である市街地を取りまく丘陵地の緑や農地・集落地などの田園景観、吉井川、

加茂川をはじめとする河川空間などは、暮らしに潤いを与える貴重な資源であり、これらの

美しい田園景観や豊かな自然環境の保全を図ります。

自地域内の環境資源等を最大限に活かし、他地域に過度に依存しない地域社会の形成を目

指すため、「計画的な土地利用の推進」や「まとまりのある市街地の形成」、「自然環境・優良

農地の保全」などの施策を実施した場合の効果を定量的に把握するため、環境負荷量（EF指

標）、環境受容量（CC）の概念の導入を検討します。



 47

第３章 全体構想

低未利用地や耕作放棄地の活用及び都市コンパクト化実施に伴う環境負荷超過率の変化を

みると、都市コンパクト化とあわせて耕作放棄地の活用を実施した場合に 2.60％の削減効果

があることがわかります。

この要因としては、居住形態の変化に伴うエネルギー効率性の向上、都心居住促進による

交通エネルギー消費量の削減、及び郊外部の開発抑制による農用地・森林地等の再生や保全

による効果です。つまり、自然共生を目指し、適切な市街地開発の誘導などの都市コンパク

ト化を実施することによって、津山市の環境負荷を削減するとともに、他地域への環境的な

依存度を軽減することができます。
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(3 )土地利用の配置方針 

市街地エリア（住居系・商業系・工業系）、田園・集落エリア、里山・森林エリア別の土地

利用区分及び地区のイメージを以下のようにします。

低層住宅を主体とする良好な居住環境の維持・形成を図る区域です。

低層住宅専用地区内の沿道などにおいて、小規模な生活利便施設の立地を許容しつつ、戸

建て住宅を中心とした、緑豊かなゆとりある居住環境の維持・形成を図ります。

土地区画整理事業施行済の地区等で、良好な居住環境の形成を図る区域、および一定規模

の商業施設などが混在する住宅地の区域です。

住宅専用地区内の沿道等において、小規模のスーパーなど比較的大きな生活利便施設を許

容しつつ、中層住宅や戸建て住宅を中心とした、良好な居住環境の維持・形成を図ります。

また、土地の高度利用にあわせて、オープンスペースの確保を誘導するなど、緑豊かで潤い

のある市街地の形成を図ります。

その他の一般住宅地では、ある程度の建物用途の混在を許容しながら、周辺環境との調和

に配慮し、良好な居住環境の形成を図ります。

中心市街地において公共公益施設、商業・業務施設などが集積する区域です。

複合型商業集積施設「アルネ津山」と商店街の連携強化による回遊性の向上や市街地循環

バスの運行など既存商業施設の活性化を促進し、県北の拠点都市にふさわしい魅力ある都市

機能の強化と土地の高度利用を促進します。

JR津山駅周辺においては、地元気運の醸成を図りつつ、駅前広場や駅前商店街など一体的

な駅周辺の整備を検討し、本市の「顔」となる都市景観の形成、公共交通結節点としての機

能や交流機能の強化を図ります。

幹線道路等の沿道において、沿道型商業サービス施設などが集積する区域です。

周辺住宅地環境などへの影響に配慮しつつ、既存の商業機能の集積を活かして、道路利用

者の日常利便性を向上させる商業地の形成を図ります。

特に、津山 ICや院庄 IC周辺は、工業地と隣接して商業施設が立地していることから、工

業施設の操業環境を保全しつつ、本市の自動車交通の玄関口にふさわしい商業空間の形成を

図ります。
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綾部・草加部工業団地や津山中核工業団地、久米産業団地など計画的に開発された工業団

地や大規模な工業施設が既に立地している区域です。

津山 IC、院庄 IC 周辺などの立地特性を活かした企業誘致を促進させ、工業の振興を図り

ます。

既存の工業機能を維持するとともに、住工混在地区から工業地への工場などの集積を図り、

混在地区の土地利用の純化を図ります。

また、準工業地域における大規模小売店舗の立地を規制するため、「中心市街地活性化法」

による基本計画の策定検討にあわせて特別用途地区の指定についても検討します。

津山総合流通センターにおいては、院庄 ICへの近接性を活かしつつ、卸売業や運輸業の企

業誘致を推進し、流通業務機能の充実を図るとともに、特色ある製造業の企業誘致を推進し、

産業の集積を図ります。

農業生産基盤である農地及び農業集落地からなる区域です。

優良農地・田園景観の保全と、農業集落地の生活環境の整備を図ります。

農地は食糧の安定供給を図るための生産基盤であるのはもちろん、国土の保全や良好な田

園環境の形成に重要な役割を果たしており、農業振興地域においては耕作放棄による農地の

荒廃や乱開発を防ぎながら、優良農地の積極的な保全に努めるとともに美しい田園景観の保

全に努めます。

市街地周辺の里山や氷ノ山・後山・那岐山国定公園などの森林地域からなる区域です。

氷ノ山・後山・那岐山国定公園などの中国山地の山並みをはじめ、身近な里山や森林地域

など、豊かな自然環境の保全に努めます。

加茂・阿波地域の大部分を占める森林は、森林資源としてだけでなく、水源涵養、土砂流

出防備など公益的機能としても重要であり、林業として維持継続させつつ、森林の保全・育

成に努めます。
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(1 )市民の意向 

アンケート調査では「津山市全体の道路整備について、重点的に行うべきことはどのよう

なことですか？」という問に

対して、「安全な通行のための

歩道の整備・拡幅」と「狭い

道路の多い生活道路の整備」

を重点的に行うべきだという

意見が多くありました。

次いで「地域間をつなぐ県

道、市道の整備」という意見

が多くなっています。

「あなたが津山市中心部へ

の外出のときに使う交通機関

（移動手段）はなんですか」

という問いに対しては、「自分

で運転する車」が圧倒的に多

く、次いで「自家用車で送迎」、

「タクシー」、「自転車」、「バ

ス」の順となっています。

バスよりもタクシーの利用

が多くなっており、市内中心

部への公共交通の利便性の悪さが一因になっていると考えられます。

「１．バス」以外を利用していると回答した人は

「今後バスの運行サービスが良くなれば、利用した

いと思いますか」という問いに対して、「利用した

い」を選んだ人が半数近くありました。

これを見ると、バスの運行サービス向上を期待し

ている人が多いことが伺われます。
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(2 )道路交通の課題 

合併による市域拡大も踏まえて、現状調査、アンケート調査、新津山市の道路交通にかか

わる課題の把握等、「津山市将来道路網整備計画」を検討しました。（平成 19年 3月）

旧市中心部と支所を結ぶ道路や各支所間を結ぶ道路の整備は進んでいますが、代替性の弱

さ、市街地外延部の渋滞、防災面などの課題があります。

支所管内の生活道路も、生活環境改善に向け、着実な整備が必要です。

特に市街地の道路は、整備の必要な道路が多く見受けられ、なかでも都市計画道路の整備

率は 55%（平成 18年 4月 1日現在）にとどまっています。

このような状況を踏まえ、少子高齢化や人口減少社会への対応、中心市街地や産業の活性

化などを図るため、効率的・効果的な道路整備が求められています。 

これらのことより、取り組むべき重点課題として以下の項目を上げます。 

 

本市の人口減少傾向は今後も続くことが予想され、地域力の向上あるいは企業誘致によ

る産業活性化のためにも、県都岡山市や岡山空港をはじめ、周辺都市との連携強化が不可

欠です。 

中心市街地の活性化のためには、市街地における交通混雑緩和やアクセス改善が不可欠

です。路線循環バスなどを利用した新たな交通システムの導入や交通混雑解消などのため、

環状道路や都市の骨格を形成する道路の整備が課題です。 

合併により拡大した市域の一体化を図るため、市街地周辺部での混雑解消が課題となっ

ています。また、防災的な視点から支所管内の一般市道、農道、林道も含めた代替路線の

機能強化が必要です。 

現況道路の積極的活用と既存の道路ネットワーク資産を活用し、少ない費用負担で早期

の効果を発現するが路線、交差点などの重点的な整備が必要です。 

なお、都市計画決定後に長期間未着手で、必要性や役割の変化した都市計画道路につい

ては、今後、廃止も含む見直しが必要です。 

超高齢化が進むなか、誰もが安全に歩行できる地域の共有財産としての道路空間確保、

公共交通の充実、交通結接点（JR駅や駐車場等）から目的地までの移動のしやすさなどが

重要な課題となります。 

車優先社会から、人と車が共存する人にやさしい移動ネットワーク形成、また、市内周

遊型観光支援のため、歩行者や自転車のネットワーク構築が必要です。 
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(3 )道路網の整備方針 

前項の「道路交通の課題」を踏まえて、道路網の整備方針を以下のようにします。

なお、整備にあたっては、都市計画道路の枠にとどまらず、国道、県道、一般市道及び広

域農道を含めた路線の整備状況や「役割」・「重要度」などの道路特性を明確化し、長期的視

野に立って必要性などを検討します。

・時間短縮による交流連携機能の強化や、都市の骨格形成を目指し、地域高規格道路や主要

幹線道路の整備を推進します。 

（ 地域高規格道路空港津山道路、国道 181号＝(都)新錦橋押入線、国道 53号＝(都)安岡町押入
線、国道 53号＝(都)皿一宮線 ）

・市街地及び市街地周辺においては、慢性的な交通渋滞の緩和と市街地内交通の円滑化を目

指し、環状道路機能を明確化します。 

（ (都)大谷一宮線＝(主)津山加茂線、(都)総社川崎線、(一)上横野兼田線＝(都)河辺高野山西線、
(一)大篠津山停車場線＝(都)林田小原線、国道 181号＝(都)院庄横山線、国道 53号＝(都)安岡
町押入線、国道 53号＝(都)皿一宮線、(主)津山柵原線＝(都)駅前横山線 ）

・合併により市域が拡大した新市の一体的なまちづくりを推進するため、交通需要を踏まえ

て、地域生活拠点を連絡する道路の「速達性」や「安全性」の向上に寄与するネットワー

クの充実を図ります。 

（ 国道 181号＝(都)新錦橋押入線、国道 53号＝(都)安岡町押入線、 (主)津山智頭八東線、(一)

三浦勝北線、(一)加茂用瀬線 ）

・防災性の向上、橋梁等のアセットマネジメントによる適切な維持管理など、災害に強い道

路ネットワークを形成するとともに、交通需要や経済性の視点から、地域の実情にあった

規格による道路整備を推進します。 

（ (都)総社川崎線、(都)河辺高野山西線、(都)院庄横山線、(主)津山柵原線、(主)津山加茂線、(主)

久米建部線、(主)加茂奥津線、(一)安井津山線、(一)工門勝央線、(一)上横野兼田線、(一)押渕
皿線、(一)西一宮中北上線、(一)久米中央線 ）

・「既存道路ネットワーク資産」を有効に活用する視点に立ち、道路種別（国道・県道・市道・

農道・林道など）にとらわれない計画づくりを行うとともに、早期の効果発現が期待でき

る交差点改良などの整備を推進します。 

・子供、高齢者、障害者など、誰もが安全に安心して利用できる、ユニバーサルデザインに

配慮した自転車・歩行者ネットワークの充実を図ります。 

・交通事故多発地点の安全対策など、安全性の高い道路ネットワーク構築を推進します。 

（ 国道 53号(佐良山交差点)、国道 181号、(一)金屋国分寺線、(一)小原船頭線 ）
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・津山圏域の医療拠点である津山中央病院へのアクセス道路など、圏域の安全や生命を守る

道路整備を推進します。 

（ (都)河辺高野山西線、拠点線 ）

・都市計画道路だけでなく、国道、県道、一般市道及び広域農道も含めた整備の現状や路線

の持つ「役割」、「重要度」などの道路特性を明確にし、都市計画決定の廃止を含め、長期

的視点に立った整備の必要性などを検討します。 

(4 )公共交通等の整備方針

・ＪＲ津山線、姫新線、因美線の路線継続と利用促進

・津山駅の南北を連絡する南北連絡自由通路ならびに駅前広

場等駅周辺の一体的整備

・バス交通における待合環境改善等のサービス向上と JR と

の乗り継ぎ改善

・ごんごバス路線の見直し検討

・市街地循環バス路線の検討

・高齢者等の交通弱者及び市民の足を確保するため、地方路

線バスの確保

・地域との協働による、地域に根ざした新しい交通システム

の検討

・長距離バスの停留所の増設

・案内看板の設置やインターネットによる駐車場案内システムの活用促進、共同利用券の検討

等による既存駐車場の有効かつ効率的な利用促進

・「建築物における駐車施設の付置等に関する条例」の付置義務による駐車施設の整備促進

・民間駐車場への助成措置の検討

 

・津山駅周辺や中心市街地等の歩行者や自転車の通行が多い地域においては、歩道のバリアフ

リー化や美観、快適性に配慮した道路整備、コミュニティ道路の導入を図るなど、安全で快

適な歩行者・自転車空間のネットワークの形成を図ります。
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(1 )公園・緑地の現況

・本市の都市公園等は、平成 18 年現在、66 箇所、142.9ha が整備されており、住民一人当た

りにすると 15.7㎡で、岡山県平均の 13.92㎡および全国平均の 9.1㎡を上回っています。（都

市計画区域内人口を対象とし、グリーンヒルズ津山 28.8haを含む）

・地域別に見ると、整備された都市公園等は旧津山地域に集中しており、加茂地域や阿波地域

などには少なく、地域的に偏在している状況です。

・旧市の「緑の基本計画」では、平成 31年における一人当たり目標面積を 20.1㎡に設定して

おり、これを踏まえて、今後も行政と市民、事業者が一体となって緑のまちづくりを進めて

いく必要があります。

 

(2 )市民の意向

・アンケート調査では「津山市に必要な公園・緑地などの整備についてどのように思われます

か？」という問いに対し

て、「身近な広場や公園の

整備」「自然を活かした公

園の整備」という回答が

多くなっています。

(3 )基本的な考え方

・樹林地や水辺の保全

市街地周辺の山々の緑や社寺林、武家屋敷群の屋敷林など、

市民の生活に潤いとやすらぎを与える樹林地の保全を図

ります。

吉井川、加茂川、久米川、宮川、皿川など、水辺環境の保

全に努めます。

・歴史的風土の保全

鶴山公園や衆楽園、古いまちなみの緑など、本市の特色である貴重な歴史的風土の保全を

図ります。

・農地の保全、活用

生態系の維持や自然環境の保全機能、オープンスペースとしての防災的な機能を備えたま

とまりのある農地およびその周辺環境の保全と活用を図ります。

・公園緑地等の整備

都市公園の整備を推進するとともに、街区公園等が不足している地区（中心市街地、市街

地南部・東部等）において、身近な公園緑地の確保に努めます。
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・ユニバーサルデザイン等の推進

子育て世代などすべての人にやさしい、安心・安全のまちづくりのために、遊具の安全点

検等事故防止に努めるのはもちろんのこと、既存公園のバリアフリー化やトイレの水洗化、

遊具の整備等ユニバーサルデザインによる公園施設の質の充実を図ります。

HP

・緑のネットワークの形成

本市では、吉井川の水辺と一体となった緑地が東西の軸

となっており、南北方向の緑の軸が希薄になっています。

このため、国道 53号などの幹線道路や鶴山通りの沿道緑

化、街路樹の保護・保全、宮川・皿川の緑化を図ります。

住宅地内の小径や歴史文化的なまちなみの緑をつなぐこ

とにより、緑のネットワークの形成を図ります。

・住宅地の緑化

ブロック塀の生け垣化や樹木・草花の植栽など、住民が主体となった住宅地の緑化の推進

を図ります。

・学校・公共施設等の緑化

災害時の避難地ともなる学校敷地外周部の緑化や、市民が利用する機会の多い公共施設等

の緑化を推進します。

・事業所、大型店舗などの緑化

事業所や大型店舗の敷地外周部の緑化の推進を図るとともに、緑化協定の締結、緑化支援

体制の確立などについて検討します。

・中心市街地の緑化

津山駅から鶴山通りに至る中心市街地では、既存の街路

樹や公園施設の適切な維持管理に努めるとともに、市の

顔となるシンボル的な緑の配置を図ります。

中心商店街の道路空間において、移動可能なプランター

ボックスの配置を進めます。

商店街の空き店舗や空き地を有効活用し、オープンスペ

ースやポケットパーク等の確保を図ります。
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(4 )緑化重点地区の基本方針 

本市の中心地区やまちの顔とな

るべき地区で、現在まちづくり計

画が進行しており、緊急かつ重点

的に施策の導入を図る必要がある

地区、あるいは緑と水が一体とな

ってネットワークを形成しており、

その風致を保全する必要がある地

区などを「緑化重点地区」（緑化の

推進を重点的に図るべき地区）と

して位置づけます。

旧津山地域については、「緑の基

本計画」の基本方針を踏まえつつ、

地域生活拠点を含めた緑化重点地

区の基本方針を以下のように設定

します。

・中心商店街では、空き地等を活用してポケットパークを確保したり、プランターボックス

を配置するなどし、ショッピングモール化を図ります。

・業務施設や商業施設の緑化を促進するとともに、公共施設の緑被率を高め、実感として緑

が多いまちづくりを目指します。

・城東地区や城西地区の風致が損なわれないよう、道路や古いまちなみと一体となった整備

を図ります。

・吉井川や幹線道路の緑化により重点地域内の緑のネットワークの形成を図ります。

・高尾地区の拠点となる地区公園の整備を図り、オープンスペースを確保します。

・皿川の水辺を活かし、潤いある水辺空間を創出します。

・周辺農地や樹林地を保全し、自然と一体となった緑化を推進するとともに、良好な自然環

境を活かした環境教育の場の創出を図ります。



 60

第３章 全体構想

・吉井川以南の市街地における拠点的緑地及び防災的緑地となる公園整備を図るとともに、

都市計画道路の整備に合わせて沿道緑化を行い、潤いある道路空間を創出します。

・背後にある丘陵地の樹林地を保全し、市街地部への連続性を持たせた緑地の整備を図りま

す。

・河辺地区の拠点となる近隣公園の整備を図り、オープンスペースを確保します。

・周辺農地や樹林地の自然と一体となった緑化を推進します。

・丘陵部の樹林地やため池の保全を図り、小動物の生息空間を確保します。

・高野山西地区の拠点となる近隣公園の整備を図ります。

・綾部地区周辺においては、快適な緑環境の創出、緑地の保全に努めます。

・勝北総合スポーツ公園との連携を図り、地域住民の日

常の憩いの場となる身近な広場や公園の整備を検討し

ます。

・広域的な文化、スポーツ・レクリエーションの拠点施

設として、総合文化運動公園の利用促進を図ります。

・既存施設の連携を図り、地域住民の日常の憩いの場と

なる身近な広場や公園の整備を検討します。
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(1 ) 市民の意向 

・アンケート調査では「今後の都市づくりにおいて、自然環境や美しいまちなみの景観をまも

り、つくりだすためには、どのよう

な取組みが重要だと思いますか。」と

いう問いに対して、津山市の特徴で

ある「古いまちなみなどを保全・再

生する」と「森林や丘陵、水辺等の

自然景観を残す」ことが重要だとい

う意見が多くなっています。

・次いで「電柱をなくして道路をすっ

きり」「田園的風景を守る」などの意

見が上がっています。

・「あなたが好きな景観、他の都市に誇

れる景観」については、「鶴山公園・

津山城跡・桜 等」を挙げている人

が圧倒的に多く、次いで「歴史的まちなみ 等」「衆楽園」「豊かな緑の自然景観」などの順

となっています。

 

(2 ) 基本的な考え方 

・中心市街地においては、城東地区や城西地区、田町などの歴史的まちなみの保存や城跡の眺

望等、城下町津山にふさわしい歴史・文化にあふれた魅力ある都市景観の保全・活用および

創造を図ります。

・中心市街地以外の市街地においては、開発による無秩序な景観をコントロールし、新しいま

ちなみ景観の創出を図ります。

・市街地周辺の田園地帯においては、残された田園景観の保全と農業環境と調和した新しい市

街地景観の創出を図ります。

・市街地周辺の丘陵部においては、身近に残された里山・樹林地等の緑地の保全を図ります。

・北部および南部の山間部においては、中国山地等の緑の大景観を形成する森林資源の保全・

育成を図ります。

・「津山市景観整備基本計画」に基づき、景観形成重点地区などの整備促進を図ります。

・本市の特色ある歴史的資源や豊かな自然環境を活かし、将来にわたって良好な景観を保全・

育成していくため、「津山市景観整備基本計画」を踏まえつつも、社会状況の変化を的確にと

らえ、「景観法」にもとづく新たな景観計画の策定を図ります。
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(3 ) 景観形成の構想 

地区の特性

・津山城跡を中心とした地区で、城下町津山の都市イメージの最大のシンボルとなっており、

城跡は国指定史跡に指定されています。

・現在、城跡周辺には中高層の建築物が建ち、城跡を望む視野が狭くなっており、今後、城

跡の眺望空間（視点場）の確保が大きな課題となっています。

   

 

景観形成の構想

・歴史景観重点地区として、城下町津山のシンボルである遺構を保存・修景すると共に、こ

れらと調和する新しい都市イメージの形成を図ります。

・市街地から城跡を眺望できる良好な視点場の確保を図ります。
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地区の特性

・宮川以東の出雲街道のまちなみで、特に町家の連続性、保存度が高く、歴史景観として重

要な地区であり、箕作阮甫旧宅は国指定史跡となっています。

   

景観形成の構想

・歴史景観重点地区として、出雲街道のまちなみの保存・修景を図るとともに新洋学資料館

の整備を図ります。

   
 

地区の特性

・保存度が高い武家屋敷があり、田町門筋に連なる地区で東正面に城跡を望む場所にあるこ

とから、歴史景観として重要な地区です。

・城西地区には大正期の銀行の貴重な遺構である作州民芸館などが残されています。

景観形成の構想

・歴史景観地区として、武家屋敷等の保存・修景を図ります。
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・城西地区の歴史を物語る作州民芸館、中島病院旧本館等の貴重な遺構の保存・活用を図り

ます。

    
 
 

地区の特性

・津山城跡の北にある江戸時代初期の回遊式庭園（大名庭園）で、中国山地を借景として池

や築山が良く残っており、国指定名勝となっています。

・現在、周辺地での建築物やアンテナ等によって、良好な借景が損なわれる恐れがあり、今

後、借景の保全が大きな課題です。

景観形成の構想

・歴史景観重点地区として、適切な維持管理を行うと共に、良好な借景の保全に努めます。
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景観形成の構想

・坪井地区には山陽と山陰を結ぶ旧出雲街道の宿場跡が残されており、これらの歴史あるま

ちなみの保全に努めます。

 

景観形成の構想

・大高下ふるさと村には茅葺き屋根の民家やタタラ跡等が残されており、これらの歴史・文

化資産の保全と活用を図るとともに、のどかな山村風景の保全に努めます。
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(1 )市民の意向 

アンケート調査では「あな

たが生活してみたいと思わ

れる場所の条件は何です

か？」という問いに対して、

「利便性の高い中心市街地

周辺」と「幹線道路沿いなど

利便性の良いところ」を希望

する人がそれぞれ３分の１

ありました。

また「自然環境が豊かなところ」という回答は約４分の１あり、「中心市街地」を希望する

人は１割以下となっています。

 

(2 )住宅の整備方針 

住宅の整備については、「住宅マスタープラン」の理念を踏まえ、誰もが住みよい居住環境

をめざして、以下に掲げるに理念に基づいた整備を図ります。

持ち家の取得が困難な若者に対し、民間活力を導入した都市型住宅の整備など、娯楽や商

業等の都市的な利便性を有した賃貸住宅の確保を促進します。

公共施設の集積と合わせた居住環境の整備を推進します。また、持ち家の取得促進や民間

活力を導入した３ＬＤＫ以上の広さの良質な賃貸住宅の建設促進、教育環境や子育て環境が

充実した住まいの確保を促進します。

ユニバーサルデザインによるまちづくりを進めるとともに、市街地中心部やその近辺にお

いて高齢者居住の促進を図ります。

住宅地の道路拡幅や避難路・避難場所の確保、建物の不燃化などにより、誰もが安全で安

心に住めるまちづくりを推進します。また、城下町の優れた景観を有する住宅地の確保や、

色彩や形態等が調和した景観を有する住宅地の整備に努めます。

中心市街地においては、多様なニーズに対応したまちなか居住を促進し、コンパクトなま

ちづくりに資する住宅地の整備を図ります。
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住宅環境の整備にあたっては、中心部における高齢者向けマンションの供給および利用促

進を行い環境負荷量の低減を図るなど、地球環境の保全、地域環境との調和、居住環境の健

康・快適性などに配慮した施策の展開を図ります。

一宮地区などの土地区画整理事業により計画的に整備された良好な市街地においては、地

区計画等による良好な住宅の修景確保を図ります。

(3 )市営住宅の改善等に関する方針 

市営住宅については、①分散した小規模団地の集約②老朽化住宅の早期解消③多様化する

住宅ニーズへの対応④地域の実情に応じた多様な供給方式のあり方等の課題があります。

今後は、「津山市公営住宅ストック総合活用計画」における基本理念等を踏まえ、団地内施

設の整備や、住宅のユニバーサルデザイン、若い世代のニーズやライフスタイルに配慮した

住宅供給、高齢者少人数世帯等に対応した住宅供給等を目標として、機能改善、維持保全な

ど適切なストックの活用を推進します。

(4 )住宅マスタープランの見直し 

「住生活基本法」の施行にともない、市民の住生活の安定と向上を図るため、民間活力の

導入による良質な住宅ストックの形成及び将来世代への承継、良好な居住環境の形成、住宅

の確保に特に配慮を要する者の居住の安定確保等の観点から住宅マスタープランの見直しを

図ります。

(1 )市民の意向 

アンケート調査では、市街地にある「既存の商店街について、どのようなことを望まれます

か？」という問いに対して

「駐車場・駐輪場などの利

便性の向上」を望む声が一

番多く、次いで「商店街を

１つのショッピングセンタ

ーのようにする」、「生活必

需品が揃う利便性の高い商

店街にする」という順にな

っています。

また、「高齢者に対応した

品揃え・サービスへの特化」

という意見も多くありました。
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(2 )市街地の整備方針 

中心市街地には、店舗・病院などの施設が身近にあり、高齢者などにも暮らしやすい生活環

境を提供できることから、これらのストックを活かして高齢者住宅の建設や医療・福祉施設の

整備など、多様なニーズに対応したまちなか居住を促進します。

また、既存の商店街における低未利用地や空き店舗の活用、老朽建物の更新等を促進すると

ともに、魅力ある商業空間の創出、アルネ津山と商店街の回遊性向上、賑わいのある歩行者空

間の創出等に努めることにより中心市街地の活性化を図ります。

案内施設等の充実により駐車場の利用促進を図るとともに、自動車の乗り入れ規制（トラン

ジットモール）や歩道のバリアフリー化、市街地循環バスの運行等について検討し、歩いて暮

らせるまちなかづくりを推進します。

中心市街地以外の市街地では、良好な生活環境を形成するため、生活道路、下水道等の都市

施設の整備を図ります。

土地区画整理事業によって計画的に整備された市街地においては、未利用地の宅地化を促進

し、良好な住宅地の形成を図ります。

また、都市施設・基盤が整備された地域においては、適切な市街化の誘導を図るために、整

備状況や宅地化の状況を勘案しながら用途地域の指定を検討します。

(3 )地区計画等の導入 

土地区画整理事業実施地区やゆとりある住宅地など、良好な居住環境を有する地区におい

ては、地区計画や建築協定、緑化協定等の導入を検討し、市民との協働による潤いのある市

街地環境の形成を図ります。

(4 ) 市街地の緑化推進 

市街地内の公共空間、公共施設の敷地および民有地の緑化を推進し、緑あふれる市街地環

境の形成を図ります。

市街地内の歩道及び避難路となる道路等の緑化を推進するとともに、幹線道路沿線の緑化

と街路空間の整備を推進し、市街地内の緑のネットワーク化を図ります。



 71

第３章 全体構想

(1 ) 市民の意向

・アンケート調査では、「津山市に必要な道路、公園・緑地以外の都市施設の整備についてどの

ように思われますか？」という問いに対して、「ゴミ処分場」と「福祉施設」の整備要望が極

めて多く、次いで「スポーツ・レクリエーション施設」「教育施設」の順となっています。

・「あなたのお住まいの地区に必要なのは」という問いでは、「福祉施設」「下水道」「スポーツ・

レクリエーション施設」の整備に次いで「診療所・病院」「図書館」「集会所」への要望が上

がっています。

・市全体では第１位であった「ゴミ処分場」に替わって、居住している地区では「下水道」が

上位になっています。
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(2 ) 上 水 道

・水質保全のため浄水施設や幹線配水管網の整備を推進します。

・災害時にも強く安心できる水道施設の整備を推進します。

・老朽化した水源地、配水池、配水管の更新・改良を推進します。

 

(3 ) 下 水 道 

・下水道の計画的整備

公共水域の水質保全と良好な都市環境の形成、公衆衛生の向上を図るため、計画に従って

公共下水道の整備を推進します。また、農業集落排水事業や合併浄化槽設置事業の推進によ

り、集落環境の向上と農業用水などの水質保全に努めます。

・都市下水路の整備

浸水・滞水被害の解消と住環境の改善を図るため、都市下水路の整備を推進します。

(4 ) ごみ処理施設 

・クリーンセンターの整備

市内にある老朽化した廃棄物焼却施設や、残容量が少ない一般廃棄物最終処分場の代わり

となるごみ処理施設の整備が急務となっており、今後、廃棄物を適正に処理・処分するため

に、焼却施設やリサイクル施設、最終処分場などを総合的に整備した新しいごみ処理センタ

ーの建設を促進します。

(5 ) 教育・文化施設 

・学校施設の整備

小・中学校校舎の耐震改修を図るとともに、学校施設の充実を図ります。

・教育機関の機能充実

個性ある学校づくりや、既存の教育機関の新たな講座設置など機能充実を目指します。

・文化施設等のバリアフリー化

超高齢社会に対応して文化センターなど文化施設のバリアフリー化を検討します。

(6 ) 医療・福祉施設 

・高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるように、地域包括支援センタ

ーや地域密着型サービスなど、地域における介護サービス基盤の計画的な整備に努めます。

・老朽化の進んだ保育所施設及び多様化する保育需要に対応するために計画的な施設整備を支

援します。
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(1 ) 都市施設、公共施設の新規整備の基本的方針 

・公共施設整備を取り巻く環境は、環境保全、コスト縮減、安全性の確保、バリアフリー対応、

ライフサイクルコスト削減等、多種多様な課題があります。

・今後、更に進んでいく少子高齢化、集約型社会に対応した効率的な整備が求められています。

・このような課題、社会情勢に対応するために、都市施設・公共施設を新規整備する際には、

道路・公園・下水道・河川・公民館等、施設毎の全体整備計画を策定し、それに基づき、緊

急性が高い施設、ネットワーク化が可能な施設、短期的投資により効果が発現する施設、費

用対効果が高い施設等、優先性・効率性・ライフサイクルコスト・建設後の管理運営費等を

考慮した整備を行う必要があります。

・また、住民からの要望事業に対応し、地域間格差のない施設整備を進める必要があるため、

施設ごとの全体整備計画の策定や住民要望に対応するシステム構築が求められます。

(2 ) 既存都市施設・既存公共施設の管理の基本方針 

・本市の都市施設・公共施設は、高度経済成長期の人口増加に対応して数多く整備されました。

また、平成 17年の市町村合併により更に多くの施設を保有することとなりました。これらの

施設は建設後３０年ほど経過し、劣化が著しくなる時期を迎えようとしています。

・これらの劣化した施設をこのまま放置すれば、危険性が更に増加するばかりではなく、改築

工事および大規模な改修工事が短期間に、無計画に集中することとなり、住民・利用者への

著しいサービス低下を招きます。また、厳しい財政状況の中で多大な財政負担となることは

明らかです。

・環境面からも建設廃棄物の発生量を抑制することが必要とされており、既存施設を取壊して

新設する「スクラップ・アンド・ビルド」から、既存施設を有効利用する「ストックマネジ

メント」への転換が社会的要請となっています。

・このような状況の中、公共施設への多様な市民ニーズに応えるため、既存施設の長寿命化に

よる財政負担の低減や平準化を進め、統一した基準による一元的な資産管理を行うアセット

マネジメント※注）の導入を図る必要があります。

・アセットマネジメントを導入することにより、これからの少子高齢化、集約型社会に対応す

る社会資本ストックの効率的かつ合理的な維持保全が可能となります。また、対策が事後保

全から予防保全に基づく戦略的資産管理を行うことが可能となるため、危険度の軽減を図る

ことが可能となります。

・これらのことから、早期にアセットマネジメントを構築する必要があります。

・アセットマネジメントの利点は次のとおりです。

①住民・利用者へのサービス向上、サービス水準の統一

②効果的な修繕によるライフサイクルコストの縮減

③維持・更新費用の平準化

④問題箇所の早期発見と適切な対応による公共施設の長寿命化

⑤不要な施設や不適切な使用状況の判断システムが働き、施設の売却や転用が可能
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※注）アセットマネジメントとは、公共施設の維持管理に対する総合的な意志決定のためのフレームワークと
言われています。アセットマネジメントの定義は、「公共施設を資産の損傷・劣化等を将来にわたり把握す
ることにより、最も費用対効果の高い維持管理を行う概念です。

（参考）
国土交通省では、2003年 4月の「道路構造物の今後の管理・更新等のあり方に関する委員会提言」におい
て、アセットマネジメントを「道路を資産としてとらえ、道路構造物の状態を客観的に把握・評価し、中長
期的な資産の状態を予測するとともに、予算的制約の中でいつどのような対策をどこに行うのが最適である
かを考慮して、道路構造物を計画的かつ効率的に管理すること」と定義しています。




