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は じ め に         

 

本市は，多島美を誇る波静かな瀬戸内海に面し，これまで，人々の暮らしや経済・文化など様々な

面において，瀬戸内海と深いかかわりを持ちながら，県都として，また，四国の中枢管理都市として

発展を続けてきました。 

しかしながら，今日，我が国を取り巻く環境は，人口減少，少子・高齢社会の到来やグローバル化

の進展，地球温暖化など，大きく変化しておりまして，本市におきましても，瀬戸内海を始めとする

かけがえのない自然環境や歴史的な地域資源を次の時代に引き継ぐべく，人と環境にやさしい安全で

住みよいまちづくりに取り組んでいかなければなりません。 

 取り分け，持続可能な循環型社会への転換など，環境への負荷を少しでも低減できるよう，一人一

人が環境問題を真剣に考え，また，市民，事業者，行政が一体となって，あらゆる分野において環境

配慮という視点に立った行動を展開していくことが，強く求められるものと存じます。 

 このような中，本市では，自然環境の保全や環境汚染防止の推進，環境保全意識の啓発などの環境

保全に関する取組はもとより，太陽光発電や太陽熱利用システムの設置費補助，生ごみ処理機等の導

入促進，さらには，環境プラザやエコホタルでの環境教育の推進など，エネルギーの有効活用やごみ

の減量化，資源化にも積極的に取り組んでおります。 

 今回の環境白書は，平成２０年度の本市の環境の状況と環境保全および創造に関して講じた施策を

中心に，取りまとめております。 

 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。 
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