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高 松 市 民 の ね が い                

 

緑明るい栗林公園 瀬戸のさざ波呼ぶ屋島 

わたくしたちは 美しい自然と歴史にはぐくまれ あすに伸びゆく高松市の市民です 

四国の中心高松市を いっそう明るく住みよいまちにすることはわたくしたちみんなのねがいです 

そのために わたくしたちは誓って次のことにつとめます 

 

１ 自然を愛し 清潔で美しいまちづくり 

 

１ 人の立場を大切に 迷惑をかけないまちづくり 

 

１ 家庭を明るく 青尐年をのばすまちづくり 

 

１ 健康なからだと 心にうるおいのあるまちづくり 

 

１ 働く汗を尊び 力をあわせ 平和で豊かなまちづくり 

                   （昭和55年９月25日制定） 

 

 

 

 

 

高  松  市  章 

 市章は，中央に「高」の字を配し，これを松葉４本で菱形に囲ったものです。「高」の字体は，旧藩時代

に御用船ののぼりに用いられていたもので，外郭の松葉は，「松市」に通わせたものです。 

 色をかえない松の緑に市の悠久繁栄を祈念して明治27年４月27日に定められました。 

 

 



  

は じ め に         

 

本市は，北は多島美を世界に誇る瀬戸内海に面し，南は讃岐山脈を望む田園を基調とした讃岐平野

に，丘陵，河川，ため池が点在し，風光明媚な自然に恵まれています。市内には歴史的，伝統的文化

資源や観光名所が数多くあり，私たちは，これらかけがえのない自然環境や恵まれた歴史的な地域資

源を，将来の子どもたちに引き継いでいかなければなりません。 

本市では，環境の保全および創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，高松市環境基

本条例に基づく環境基本計画を平成１１年２月に策定し，市民・事業者・行政とのパートナーシップ

を築きながら，「土と水と緑を大切にする環境共生都市 たかまつ」を望ましい環境像として，身近

な生活環境から地球環境に至るまで，様々な環境問題に取り組んでまいりました。 

しかしながら，近年，ますます深刻化する地球温暖化を始めとする地球規模の環境問題への対応や

循環型社会への転換といった新たな課題のほか，近隣６町との合併により大幅に拡大した市域を対象

とした環境施策の展開が強く求められるなど，本市を取り巻く状況は，今，正に大きく変化しており

ます。 

このような状況に適切に対応するため，本市では，環境基本計画を環境状況や地域特性，市民の環

境問題への関心やニーズ等を踏まえ，望ましい環境像を継承する中で，平成２０年４月を始期とした

「地球温暖化の防止」と「環境にやさしい人材の育成」の２つを重点施策に掲げた計画に改定し，現

在，各種施策に取り組んでいるところです。 

どうか，皆様方におかれましても，快適に暮らすことができる，人と環境にやさしいまち・高松の

実現のため，より一層の御理解と御協力をいただけますようお願い申しあげます。 

なお，今回作成した環境白書は，平成１９年度における本市の環境の状況と環境保全のために講じ

た施策を中心に取りまとめたものですが，新しい環境基本計画の内容に即した平成２０年度中の事業

も一部取り入れております。 

今後とも本白書が，市民の皆様の環境問題への関心を一層高め，理解を深めるとともに，広く御活

用いただけることを願っております。 

 

平成２１年３月 

高松市長 大 西 秀 人



 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校低学年の部                        小学校高学年の部 

牟礼北小 ２年 中島 瑶哉 さん            古高松小 ６年 楠本 愛未 さん 

                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校の部 

  香川第一中 ３年 岡 ももこ さん 
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