
岡山市都市ピジョン

新 ･岡山市総合計画




平成 23年度実施計画における重点化項目

EI 多様で豊かな環境をいかす 

① 水と緑の庭園都市づくり 

② 市民とつくる環境先進都市

【コ 街と日園のかたらを明確にする 

¢ 
匿 安心 していきいさと暮らせる岡山型福祉を組み立てる

⑥ 総合福祉の拠点都市づくり
＼

⑦ 安心の子育て

匝 自立し自己実現できる人間力を育てる

⑧ 自立し豊かな心をもつ岡山っ子の育成

匝 I市民力で新しい岡山をつくる

i?
⑨ 安全･安心な地域づくりとパートナーシップによる都市づくり 

[互 岡山の強みをいかした産業を広げる

⑩ 強みをいかした産業育成

⑪ 安全で豊かな食産業

文化力で岡山の誇りを高める

⑫ 文化･スポーツで岡山の誇りを発信



多様で豊かな環境をいかす

①水と緑の庭園都市づくり

【水と緑の都市プロジェクト】

【緑のボリュームアップ】

○まちなか緑化の推進 8, 000千円

庭園都市にふさわしい緑あふれるうるおいのあるまちづくりを推進するため､道鴇 ･

公園等の公共空間-平成 21年度から10年間で､6万本の植樹に取り組みます｡
d 

○岡山駅東口広場の緑化	 45, 200千円

緑のボリュームアップのシンボル事業として､岡山駅東口広場の緑化を進めます｡

○庁舎周辺緑化事業	 3, 000千円

公共施設の緑化を進める一環として､市庁舎の構内駐車場の緑化を進めますo 

O公園緑地整備事業

公園等を整備 し､地域の緑のボリュームアップと住環境の向上を図ります｡

･蘭戸町江尻レス トパーク整備事業 220, 500千円

･灘崎町総合公園整備事業 130, 800千円

･(仮称)南棟公園整備事業	 50, 000千円 
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【水と緑の都心回廊づ くり】

○コミュニティ道路の整備	 (岩田町大学町線) 86, 900千円


西川筋のバ リアフリー化 ･無電柱化を進め､魅力的な都心空間を創出しますQ


㊨ 西川魅力にぎわい創出事業 36, 500千円 

.市民協働の事業を行 うことで､装い新たな西川緑道公園の魅力をさらに高め､都心の

にぎわい創出を図 ります｡

コラム① 西川緑道公園から都心 のにぎわいを創出します

都心のオアシスとして親しまれている西川緑道公園 (桃太郎大
通り～国道 2号間)をより魅力的な空間とするための再整備が平
成 23年度に完了しますO平成 22年度からは､市民の皆様に西
川の魅力を体感しながら､楽しい時間を過ごしていただくイベン
トを市民協働により開催しています｡今後はこ周辺の方々や若い
人たちとも連携を図りながら様々な取組を展開し､一酉川縁道公園
一帯の魅力をさらに高め､都心のにぎわいを創出していきます.

■主な事業の目標

滞英名 指頗 HZl素地植 H22目標値 H23目標値

西川魅力にぎわい創tH.事業 イベント開催回数 (回) - 4 6 



②市民とつくる環境先進都市

〔自然との共生プロジ =クト〕【環境先進都市プロジ=クト】〔責源循環社会構築プロジ=クト】

【参加と協働による先進的な地域 ･地球環境保全活動】

㊨ ESD関連国際会議の誘致 2, 854千円

平成 26年に日本で開催 される ESD関連国際会議の誘致を目指します｡

･ESD国際交流事業


環境先進都市を目指す岡山市の取組の成果を国内外に情報発信
 

A㊨ ESD匡牒 貢献事業 【大学連携】


インドネシアの廃棄物対策について技術指導､研修受入等
 

O ESD地域活動の推進 6, 000千円

国連大学が認定する｢ESDの地域拠点 (RCE)｣として､地域全体が連携しながら､

活動団体への支援､指導者の育成等を行います｡

･㊨ ユネスコスクールの取組拡大 【大学連携】

小 ･中学校における ESD活動を促進し､岡山大学と連携 してユネスコスクール

-の加盟を段階的に増や します｡

慮防 D7J 栗原 #合3ヌテA ･ラ1 フスタlJ ,)W彦 H会の . ｢ ` / ' La甜 ) 

ESD:dcto わ utial e′lpet持続可能な開発のための教育) 世界中のEuainfrSsanbeD､eomn( の略｡
すべての人々が将来の世代にわたって安心して暮らせる社会を実現するために必要な知識や
能力などを育成するための教育｡ 
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コラム② ESD国際会議の誘致を目指します

平成 14年に開催されたヨハネスブルグサミットにおいて､
岡山地域で盛んに取り組まれてきた環境活動である｢環境パー
トナーシップ事業｣が､世界的に高い評価を得ましたOこれが
契機となり平成 17年には､持続可能な社会に向けた人づくり
を進める ｢岡山ESDプロジェクト｣がスター トし､岡山地域
が国連大学から世界最初の ｢ESDに関する地域の拠点 (RC 
E)｣の 1つに認定されましたO今後は､｢ESD関連国際会議｣
の誘致を目指し､これまでの岡山地域における情動の成果を岡
山モデルとして国内外に発信していきます｡

○環境パ - トナーシップ事業 2, 840千円

市民 ･事業者の自主的な環境保全活動の輪の拡大や活動内容の充実を支援 します｡

○美 しいまちづ くり ･快適なまちづ くり事業 '16, 187千円

路上喫煙制限区域 ･美化推進重点区域の周知徹底 を図るとともに､啓発指導を強化 し､

美 しいまちづ くりを一層推進 します｡

【生物多様性の保全】

○生物多様性の保全推進事業 2, 506千円

･生物多様性地域戦略の策定

生物多様性の保全に向けた､地域戦略の


策定に取 り組みます｡


･身近な生きものの里事業

ホタルなど ｢身近な生きもの｣をシンボ


ルに した地域づ くり活動を市民と協働 して


進め､生息環境の保全に取 り組みますD


q主な事業の目標

歯髄名 . 指標 H21実損値 H22目標値 H23日標値 

ESD地域活動の推進 市内のユネスコスクール登録小 .中学校数 (校) - - 19

美しく快適なまちづくり 調査地点 1ヶ所当たりの平均ごみ数 (ケ) 123 loo 100 



I,.IJ課名 指標 H21集約鼠 H22目標値 H23目標値

地球温暖化対策推避事尭 市内 -の住宅用太陽光発屯システム設置件数 4300 6300 8500

【環境にやさしい都市づくり】

○地球温暖化対策推進事業 (次世代エネルギー｢見える化｣推進事業)

自然エネルギーに恵まれた岡山市域全体を｢メガソーラー発電所｣と位置づけるとともに､

地域への LED等の省エネルギー設備の普及をめざし､市民 ･事業者 ･行政が目標を共有

しながら協働 して太陽光発電システムを設置するなど､様々な事業を進めますO

①おひさま活用まちづくりプロジェク ト (地域協働メガソーラー発電推進事業)

･㊨ 住宅､事業所等-の太陽光発電システム等､地球温暖化防止設備の導入促進 

214,312千円

･市民共同発電事業の推進 2, 400千円 

NPO法人が市民からの募金や出資等により､市有施設に自然エネルギー設備を

導入する活動にその経費の一部を助成します｡

･市有施設への太陽光発電システム等の導入 92,I900千円 

(平成 23年度 主な太陽光発電シ7.テム等設置予定施設)

後楽館中 ･高等学校､建部町文化センター､中央卸売市場 等 

(卦地域協働省エネルギー化推進事業

･｢エコ通 り｣推進事業 14, 795千円

市役所筋の歩道灯の LED化やライ トダウンキャンペーンの拡充､周辺オフィ

スビルの省エネ対策等に地域 と協働 して取 り組みます｡

･市有施設 -の LED照明等の導入 37, 600千円

･㊨ LED防犯灯設置普及事業 18, 103千円

防犯灯の LED化を順次進め､環境にやさしいまちづくりを推進 します｡

③電気自動車等普及促進事業 27, 753千円

･電気自動車導入支援､電気自動車用充電設備設置補助

･公用電気自動車の導入､市有施設への充電設備の設置

地球温噴化対策の推進
』主な事業の目標

(累計/件) , , ,

爪
世



○総合的な汚水処理対策の推進

公共下水道と合併処理浄化槽等の適切な役割分担により､総合的な汚水処理対策を推

進 します｡

･公共下水道整備事業 (汚水整備) 8, 149, 690千円

下水道事業認可区域内の人口集中地区において下水道の早期普及に取 り組みます｡

･合併処理浄化槽設置補助 443, 807千円

合併処理浄化槽の設置を促進する区域において､設置費の一部を助成します｡加

えて､下水道事業認可区域外において､単独処理浄化槽 ･汲取 トイレからの転換を

誘導するための助成を行いますO

【ごみのリサイクル体制の確立】

㊨ 岡山市一般廃棄物 (ごみ)処理基本計画の改訂 8,千322千円

平成 21年 2月からの家庭ごみの有料化実施によるごみ量の変化に対応 した新たな

ごみ減量化 ･資源化計画を策定します｡ 

H15H13 H14 H16 H17 H18 H19 H20 H21

膚■ 家定系ごみ (年度)

■主な事業の目標 

77 




