
概　　要　　版

平成２１年度～平成３1年度　（2009年度～2019年度）

　

〈中間見直し〉

みんなで環境にやさしく
住みやすい伊那市を築いていこう !

《南アルプス》

《さくら》 《かえで》

《らいちょう》

《さくら》 《かえで》

◇年度ごと取り組み目標を決め、計画を立てて実行します。
◇進捗管理を行いながら、計画の点検を実施します。
◇計画の実績については、報告を行うとともに公開し、必要に応じて改善していきます。
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《計画の実行》

環境基本計画管理推進庁内委員会

担　当　部　署

《計画の進捗管理》
学　校 公開

事業者 団　体 意見

報告

意見

この印刷物は、環境にやさしい植物油インキと
古紙70％再生紙を使用しています。

市 民 の 役 割

事業者の役割

学 校 の 役 割

◇日常生活の中で、できることに取り組みましょう。
◇環境への取り組みに積極的に参加しましょう。

◇環境に配慮した事業活動をしましょう。
◇地域や市と連携し、環境保全に取り組みましょう。

◇環境教育を通じて、環境にやさしい活動に取り組みましょう。
◇地域や市と連携し、環境への取り組みに参加しましょう。

◇率先して環境への負荷の低減に取り組みます。
◇市民や事業者、学校と協働して環境保全活動を行います。市 の 役 割

伊那市の美しい自然環境や景観を守っていこう!

第１項　良好な景観の形成

第２項   良好な自然環境の保全

第３項　農山村の環境の保全

第１項　環境教育の推進

第２項　協働による環境保全の推進

第３項　文化の保存と継承の推進

第１項　ごみの減量と資源化の推進

第２項　良好な生活環境の保全

第１項　地球温暖化対策

ストップ地球温暖化! 積極的に取り組んでいこう!

環境問題をみんなで学び実践していこう!

ごみを減らし、住みやすい生活環境を作っていこう!

計画の推進

主体別の役割



◇山並みが見えるまちづくり

◇日本一の桜の里づくり

◇景観形成への取り組み

◇山岳環境の保全

◇河川環境の保全

◇動植物の保護・共存

◇農業の振興

◇里山の保全

◇ごみの減量

◇ごみの分別と資源化

◇不法投棄・ポイ捨てや

　野焼きの防止

◇水質の浄化

◇大気汚染や臭気対策

◇騒音や振動対策

◇空き家・空き地対策

伊那市の美しい自然環境や
　　　　　　　景観を守っていこう！

基本方針

◇伊那市地球温暖化対策実行計画

　　　　　　　　  （区域施策編）

◇再生可能（自然）エネルギーの普及

◇温暖化対策を考えた生活

◇子どもへの環境教育の推進

◇市民への環境教育の推進

◇市民との協働

◇事業者との協働

◇学校との協働

◇協働の推進

◇文化の保存と継承

環境基本計画とは
　伊那市環境基本計画は、伊那市環境保全条例を具体的な施策として展開していくため、同条
例第８条の規定により、策定するものです。
　本計画は、同条例第３条の基本理念に基づき、市民・事業者・学校・市が積極的に参加・協力し、
率先して環境の保全を実行していくことを目的としています。

　環境に関する変化は非常に早く、技術の進歩や情報により変化しています。
　本計画は、平成21年（2009年）に策定され、中間期に見直しをすることとしており、今回、
社会情勢の変化等を加味し計画の見直しを行いました。

基本方針

計画の期間

二つのアルプスに抱かれた自然共生都市

伊那市の美しい自然環境や
　　　　 景観を守っていこう！

ごみを減らし、住みやすい
　　 生活環境を作っていこう！

ストップ地球温暖化！
　 積極的に取り組んでいこう！

環境問題をみんなで学び
　　　　　　 実践していこう！

～人と歴史と文化を育む 活力と交流の美しいまち～

目標年次 ： 平成31年度（2019年度）　

《中央アルプス》 《トンボの楽園》

みんなで
環境について
学習しよう！

CO2（二酸化炭素）
を減らそう！

伊那市をきれいに
しよう！

伊那市の

美しい自然環境を

将来の世代に

残そうよ！

ストップ地球温暖化！
　　　　積極的に取り組んでいこう！

基本方針

環境問題をみんなで学び
　　　　　　　　　実践していこう！

基本方針ごみを減らし、
　住みやすい生活環境を作っていこう！

基本方針

計画の改訂

伊那市の将来像
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