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は じ め に         

 

 

本市は，北は多島美を誇る波静かな瀬戸内海に面し，中央部は讃岐平野が広がり，南は讃岐山脈が連な

るなど，これらのかけがえのない自然環境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。 

本市では，これまで受け継いできた自然環境を守り，将来の世代へと引き継ぐため，平成２０年３月に

「高松市環境基本計画」を策定し，市民・事業者・行政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，私たちを取り巻く環境の現状は，東日本大震災後のエネルギー政策の見直しや，地球規

模の温暖化問題への対応，また，廃棄物の適正処理・リサイクルなどの促進，生物多様性の確保など，こ

れまでの大気や水環境の改善に加えて，新たな課題等への迅速かつ的確な対応が必要となっております。 

こうした様々な課題を克服するために，省エネルギーの推進，環境美化の推進，本市の豊かな自然環境

の保全など，各種施策に取り組んでいるところです。 

今後は，市民・事業者・行政の三者が，より一層連携・協働した，総合的・計画的な取組が必要であり，

市民の皆様の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，更なる御理解と

御協力をいただきますようお願い申しあげます。 

 今回の環境白書は，平成２３年度の本市の環境の状況と，良好な環境保全および創造に関して講じた施

策の実施状況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，理解を深める一助となるとともに，広

く御活用いただけることを願っております。 

 

 

平成２５年 ２月 

 

高松市長 大 西 秀 人 
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