NARA CITY

奈良市環境基本計画
（改訂版）

はじめに
奈良市では、多くの文化財、伝統文化と共に春日山原始林などの
豊かな自然が 1300 年もの間、大切に守り受け継がれてきました。こ
のことが認められ、平成 10 年に「古都奈良の文化財」として世界遺
産リストに登録されるとともに、国際文化観光都市として発展して
まいりました。
私たちは、これらの貴重な文化遺産や自然遺産を、次の世代に引
き継いでいかなければなりません。このことから、本市では、平成
11 年３月に「奈良市環境基本計画」を策定し、環境の保全と、本市を取り巻く環境問題の改
善に取り組んでまいりました。
計画策定から 13 年が経過した今、改めて本市を取り巻く状況を見ますと、一層深刻さを増
す地球温暖化や生物多様性の危機など、懸念される要素が多く存在します。
さらに、平成 23 年３月 11 日に起こった東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故か
ら多くの教訓を得ています。これまでの、大量生産・大量消費・大量廃棄などといった生活
や社会を見直し、環境負荷の尐ない持続可能な社会を創っていくことが求められています。
今回策定した「奈良市環境基本計画（改訂版）」では、計画の実効性を高めるため、分野別
に達成すべき指標と目標値を設定し、望ましい環境像に向けて市民、事業者、市(行政)がそ
れぞれ主体的に関与する仕組みを形成し、着実な推進を図ることとしました。
「これからも奈
良市に住み続けたい」と感じていただけるよう、市民、事業者、市(行政)が協働して奈良市
の環境保全に努めてまいりたいと思いますので、皆様方のより一層のご理解とご協力をお願
い申し上げます。
最後に、本計画の策定に当たり、積極的な議論を重ねてくださいました奈良市環境基本計
画市民ワークショップ委員の方々、本市の環境に関する専門的な見地からご審議くださいま
した奈良市環境審議会委員の方々、また、環境に関するアンケート調査やパブリックコメン
ト等を通じて貴重なご意見をくださいました市民、事業者の方々に厚く御礼申し上げます。

平成 24 年３月
奈良市長 仲川 げん
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計画の全体像

第１章
●計画の位置付けを示します

第２章

環境の保全と創出に関する最も基本となる計
画で、第４次総合計画を環境面から推進する役割
を担います。

●計画改訂の背景を示します
前回計画策定以降の環境をめぐる世界、日本、
県の動向と本市の取組について示します。

●環境の現状と課題を示します
本市の環境特性と地域別の課題及び
分野別の環境の現状と課題について示
します。

第３章
●望ましい環境像を示します
計画の目標年度(平成33 年度)を目指して、望ましい環境像と７つの分野別将来像を示します。

歴史と自然に恵まれ、環境と対話する安全･安心なまち・奈良

第４章
●環境施策を示します
望ましい環境像を実現するための施策を７つの分野別に示します。

●目標値を設定します
施策の取組の効果を実感できるように指標と目標値を設定します。

第５章
●リーディングプロジェクトを示します
望ましい環境像を実現するための施策の中から、特に重要度が高く波及
効果が期待できる施策をリーディングプロジェクトとして示します。

●目標値を設定します
施策の取組の効果を実感できるように指標と目標値を設定します。

第６章
●役割分担を示します
計画の担い手である市民・事業者・市(行政)の基本的役割を示します。

●計画の進行管理を示します
計画の推進体制、実効性を確保するための進行管理体制を示します。
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