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第１章

計画の基本的事項
1-1

計画の策定の背景と⽬的

1-1 第 2 次今治市環境基本計画策定の背景と⽬的
今治市は、2009 年 3 月に、
「今治市環境基本計画」
（以下「現行計画」といいます。
）を策
定し、
「みんなでつなぐ蒼と緑が彩るまちいまばり～山・川・海の美しい環境を次世代に～」
を将来の環境像として掲げ、環境施策の推進に取り組んできました。
しかし、2011 年 3 月に発生した東日本大震災による電力不足などの問題により、大量生
産・大量消費・大量廃棄型の社会構造を見直し、私たちが安心して暮らすことのできる持
続可能な社会を実現することが必要であると、改めて認識されることとなりました。
また、国連サミットで採択された 2030 年を年限とした「持続可能な開発目標（SDGs）
」
をはじめ、2015 年 12 月には、フランスのパリで開催された「国際気候変動枠組条約第 21
回締約国会議（COP21）」において、地球温暖化対策の新たな国際的枠組みである「パリ協
定」が採択されました。
国は、この「パリ協定」を踏まえ、2016 年 5 月に国全体（政府、地方公共団体、国民、
事業者等）で取り組むべき対策を盛り込んだ「地球温暖化対策計画」を、更には、2018 年
4 月に環境施策を通じて「持続可能な経済社会」の実現を目指す「第五次環境基本計画」を
閣議決定しました。
これらの国内外における社会情勢の流れを汲んで、持続可能な社会づくりを推進してい
くためには、私たち自身が地球温暖化などの地球規模での環境問題に対する理解を深める
とともに、日常生活や事業活動における環境負荷の少ないライフスタイル・ビジネススタ
イルを意識し、行動していく必要があります。
このような状況の中、今治市では、2019 年 3 月をもって「現行計画」の計画期間が満了
となること、また、地球温暖化に関する今治市の目標を定めた「今治市環境配慮推進計画」
が更新の時期となることから、今般の社会情勢の変化への対応や各種関連計画との整合を
図る中、新たな基本目標及び基本目標に基づく施策を掲げ、それらを総合的かつ計画的・
効率的に推進するため、地球温暖化対策を内包するかたちで統合し、
「第二次今治市環境基
本計画」
（以下「第二次計画」といいます。
）を策定することとしました。
この「第二次計画」は、今治市が目指す将来の環境像や、それを実現するための基本目
標・施策を定め、市民、事業者、各種団体、行政などの協働により、環境に配慮したまちづ
くりを推進していくことを目的とします。
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1-2 第⼆次今治市環境基本計画の位置付け

1-2

計画の位置付け

「第二次計画」は、
「環境基本法」に基づき、国の施策に準じるものとして策定された「現
行計画」を改定するものであるとともに、
「地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条第
3 項」に基づく「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）
」を内包するもので
す。
また、上位計画となる国・愛媛県の環境基本計画の内容を踏まえ、
「今治市環境基本条例
第 8 条」の規定に基づいて策定する地域版の環境基本計画であり、上位計画である「第 2 次
今治市総合計画」を環境面から総合的・計画的に推進するためのものです。今治市は今後、
「第二次計画」を指針として、環境に配慮したまちづくりを推進していきます。
国

愛媛県

環境基本法及び地球温暖化
対策の推進に関する法律など

愛媛県環境基本条例

第五次環境基本計画

第⼆次えひめ環境基本計画

地球温暖化対策計画

愛媛県地球温暖化防⽌実⾏計画

今治市
第 2 次今治市総合計画
今治市環境基本条例
策定根拠

第⼆次今治市環境基本計画
「地球温暖化対策地⽅公共団体実⾏計画
≪区域施策編≫」内包

関連計画
廃棄物処理対策

地球温暖化対策

その他

今治市⼀般廃棄物処理基本計画

今治市地球温暖化対策実⾏計画

今治市緑の基本計画

（ごみ及び⽣活排⽔編）

（事務事業編）

今治市景観計画

今治市⼀般廃棄物処理実施計画

今治市地域省エネルギービジョン

今治市循環型社会形成推進地域計画
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1-3

計画の期間

1-3 第⼆次今治市環境基本計画の期間
「第二次計画」は、
「第 2 次今治市総合計画」を環境面から総合的・計画的に推進するた
めのものに位置付けられます。そのため、計画の期間は、
「第 2 次今治市総合計画」に準じ
て 10 年間とします。
また、計画の期間中にあっても今後の今治市を取り巻く社会状況の変化に対応していく
ため、見直しを行うことが必要と考えられます。
計画の初年度
2019

計画の⾒直しの⽬安

2020

2021

1-4

2022

2023

2024

計画の⽬標年度
2025

2026

2027

2028

計画の推進主体

1-4 第⼆次今治市環境基本計画の推進主体
「第二次計画」の推進にあたっては、環境施策に基づく各事業や取り組みに計画の内容
を織り込んでいくことで、それらの進捗状況に応じ、徐々に環境に配慮したまちづくりへ
とつなげていくことが必要となります。
そのため、「第二次計画」の推進主体は策定主体である行政だけでなく、市民、事業者、
各種団体なども含まれることから、積極
的な参加による取り組みが不可欠です。
「第二次計画」の効率的で、尚且つ、確

市 ⺠
団 体

実な推進に向けて市民、事業者、各種団
体、行政等がそれぞれの立場と役割をし
っかりと認識した上で、主体的に行動に
移していくとともに、広域的な連携によ
って一体となり、更なる今治市内におけ

事業者
組合等

る環境の向上のために取り組んでいくこ
とが求められます。

参画
協働
連携

⾏ 政
機 関

みんなでつなぐパートナーシップ
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1-5

計画で対象とする範囲

-5 第⼆次今治市環境基本計画で対象とする範囲
「第二次計画」で対象とする環境要素は、
「低炭素」、
「資源循環」
、
「安全・安心」
、
「自然
共生」等の各分野及び「教育・学習・活動」の横断的な分野に区分され、次表の環境要素を
対象とします。
ただし、対象とする環境要素については、限定的なものではなく、新たな項目を立てる
必要が生じた場合には適宜、視点の追加などを行っていくこととします。
「第⼆次計画」で対象とする環境の要素
低炭素
資源循環
安全・安⼼
⾃然共⽣
教育・学習・活動

地球温暖化、気候変動、エネルギー など
廃棄物、⽔循環 など
⼤気、⽔質、騒⾳・振動、⼟壌、悪臭、化学物質、まちの
景観、公園、歴史・⽂化財、防災 など
⽣物多様性、⽔辺環境、森林 など
環境教育・環境学習・環境保全活動 など
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第2章

今治市を取り巻く昨今の社会に関する動向
2-1

世界の動向

１．パリ協定≪2015 年 12 月採択、翌年 11 月発効≫
2015 年にパリで開催された「第 21 回締約国会議（COP21）
」において、2020 年以降の
新たな法的枠組みである「パリ協定」が採択されました。
これは、1997 年に合意された「京都議定書」における各先進国に法的拘束力がある排
出量の削減目標を規定した第二約束期間（2013
年～2020 年）に代わる新たな枠組みの構築を
目的に気候変動枠組条約に加盟する全ての国・
地域が参加したものです。
「パリ協定」は、55 か国かつ、世界の温室効
果ガス排出量の 55％以上の批准という二つの
要件を満たしたことから、2016 年 11 月 4 日に

～「パリ協定」における長期目標～
➤世界の平均気温上昇について、産業革
命以前に比べて 2℃より十分低く保ち、
1.5℃に抑える努力をする。
➤できる限り早い段階に、世界全体での
温室効果ガス排出量をピークアウトし、
21 世紀後半には、温室効果ガス排出
量と森林等の吸収量とのバランスをとる。

発効し、日本も同年 11 月 8 日に批准しました。
各加盟国は、温室効果ガス排出量の削減目標を作成・提出・維持し、目標達成に向けた
国内における対策を実施すると同時に、5 年ごとに目標を更新して報告することになっ
ています。
「パリ協定」の流れを受け、世界では、温室効果ガス排出量の削減等の「緩和策」に加
え、地球温暖化に起因すると考えられる豪雨や猛暑日の増加など、気候変動による影響
や中長期に不可避な影響に対する「適応」に関する取り組みが加速しつつあります。

地球温暖化のメカニズムについて
地球の平均気温は、本来-19℃程度ですが、温室効果によ
り、14℃前後に保たれています。（+33℃効果）
地球温暖化とは、大気の平均気温や海洋の平均温度が長
期的に上昇する現象で、
主な原因は大気中の二
酸化炭素（CO2）やメタ
ン（CH4）に代表される
温室効果ガスによる「温
室効果」とされています。
「温室効果」は、地球
上の生物の生存にとって
重要な働きをしています
が、過度の「温室効果」が
進むと、人類や生態系に
とって深刻かつ、不可逆
的な影響が現れます。
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太陽からのエネルギーで地上が温まる

地上から放射される熱を温室効果ガスが
吸収・再放射して大気が温まる

温室効果ガスの濃度が上がる

温室効果がこれまでより強くなり、
地上の温度が上昇する

地球温暖化
【資料：環境省 HP】

地球温暖化が及ぼす影響
近年の地球温暖化の進行に
伴い、世界中で極端な気象現
象が観測されています。
強い台風やハリケーン、集中
豪雨、干ばつや熱波など、異常
気象による災害が各地で発生
し、甚大な被害の発生が毎年の
ように報告されています。
国は 2015 年 11 月に「気候
変動の影響への適応計画」を閣
議決定しました。
国内でも気温上昇、大雨の
頻度増加、降水日数減少、海
面水温上昇、高温による農作
物の品質低下、動植物の分布
域変化等の影響が現れていま
す。
今後、更に気温上昇、大雨
頻度の増加、降水日数の減
少、海面水温の上昇、大雨によ
る降水量の増加、台風の最大
強度の増加、海面上昇等の発
生に伴う農林水産業、水環境・
資源、生態系、災害、健康な
ど、様々な面で多様な影響が発
生する可能性があります。

分野

予想される気候変動の影響
一等米比率の低下

農林水
産業

農業

りんご等の着色不良、栽培適地の北上
病害虫の発生増加や分布域拡大

林業

山地災害の発生頻度増加、激甚化

水産業

マイワシ等の北方への移動等の分布回遊範囲の変化

水環境

水環境

水質悪化

・資源

水資源

無降水日数増加、積雪量減少による渇水増加

生態系

生態系

二ホンジカの生息域拡大、造礁サンゴの生育適域減少

水害
災害

健康

海面上昇、強い台風の増加等による浸水被害拡大、海

波等

岸侵食増加

土砂

土砂災害の発生頻度増加、想定を超える土砂移動現

災害

象増加

暑熱

夏季の熱波増加、熱中症搬送者数倍増

感染症
金融・

活動

保険
インフラ・

生活

量増大に伴う水害の頻発化・激甚化

高潮・

経済

都市

大雨や短時間強雨の発生頻度増加、大雨による降水

ライフライン
ヒート
アイランド

感染症を媒介する節足動物の分布域拡大
保険損害増加
短時間強雨、渇水頻度増加等によるインフラ・ライフラ
インへの影響
都市での大幅な気温上昇
【資料：環境白書】

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）
「宇宙航空研究開発機構（JAXA）」及び「国立研究開発法人国立環境研究所（NIES）」は、
2017 年 12 月に「欧州宇宙機関（ESA）」等と「温室効果ガスのリモートセンシング及び関連ミッショ
ンに関する協定」を締結しました。
本協定は「いぶき（2009 年 1 月 23 日打上げ）」及び「いぶき 2 号（2018 年 10 月 29 日打
上げ）」と各宇宙機関の温室効果ガス観測衛星等から得られるデータを互いに校正・検証し、衛星観
測データの信頼性向上と均一性を図ることを目的とします。
「JAXA」及び「NIES」と各機関は温室効果ガスに関する衛星観測デ
ータの利用を定着させるため、各国の環境行政関連機関等と連携を図
り、衛星観測データの精度向上を通じ、パリ協定実施への貢献を目指し
ています。
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）は、約 100 分で
地球を 1 周する軌道から地球表面のほぼ全域を等間隔で、二酸化炭
いぶき
素やメタン等の温室効果ガスの濃度分布を 3 日に 1 回測定することが
でき、約 5 万 6,000 地点の観測データ取得が可能となりました。
【資料：JAXA HP】
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2．SDGs：持続可能な開発目標≪Sustainable Development Goals≫
2015 年の 9 月 25 日から 27 日の間に、ニューヨークの国連本部において、
「国連持続可
能な開発サミット」が開催され、150 を超える加盟国首脳が参加の下、その成果文書とし
て、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されま
した。
このアジェンダは、
「MDGs：ミレニアム開発目標」の後継として、17 のゴールと 169 の
ターゲットからなる「SDGs」を設定しました。
「SDGs」の 17 のゴールには、
「水・衛生」
、
「エネルギー」
、
「持続可能な都市」
、
「持続可
能な生産・消費」、
「気候変動」、
「陸域生態系」
、
「海洋資源」といった地球環境そのものの
課題や、地球環境と密接に関わる課題が数多く含まれていることから、地球環境の持続
可能性に対する国際社会の危機感の表れとも言えます。
「SDGs」の 17 のゴールと 169 のターゲットは相互に関係し、複数の課題を統合的に解
決することや、一つの行動によって複数の側面における利益を生み出す「マルチベネフ
ィット」を目指すという特徴を持っています。
環境政策の観点から「SDGs」のゴール間の関連性を見た場合、環境を基盤として、その
上に持続可能な経済社会活動が存在しているという役割をそれぞれが担っていると考え
られます。

SDGs：持続可能な開発目標≪Sustainable Development Goals≫
2015 年 9 月の国連総会で、「SDGs」が採択されました。
この目標は、「途上
国の貧困」、「教育」、
「保健」等の開発課題
に加え、持続可能な開
発の 3 本柱とされる
「経済面・社会面・環
境面」の課題の全てに
幅広く対応し、調和さ
せるものであり、17 の
目標とそれらに付随する
169 のターゲットから構
成されています。

【資料：国際連合広報センターHP】
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【SDGs の 17 のゴール】
☛ゴール 1：貧困…あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。
☛ゴール 2：飢餓…飢餓を終わらせ、食糧安全保障及び栄養改善を実現し、持
続可能な農業を促進する。
☛ゴール 3：健康な生活…あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、
福祉を促進する。
☛ゴール 4：教育…全ての人々への包摂的かつ公平な質の高い教育を提供し、
生涯教育の機会を促進する。
☛ゴール 5：ジェンダー平等…ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び女子
のエンパワーメントを行う。
☛ゴール 6：水…全ての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保
する。
☛ゴール 7：エネルギー…全ての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な現代
的エネルギーへのアクセスを確保する。
☛ゴール 8：雇用…包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々の完全かつ
生産的な雇用とディーセント・ワーク（適切な雇用）を促進
する。
☛ゴール 9：インフラ…レジリエントなインフラ構築、包摂的かつ持続可能な
産業化の促進及びイノベーションの拡大を図る。
☛ゴール 10：不平等の是正…各国内及び各国間の不平等を是正する。
☛ゴール 11：安全な都市…包摂的で安全かつレジリエントで持続可能な都市及
び人間居住を実現する。
☛ゴール 12：持続可能な生産・消費…持続可能な生産消費形態を確保する。
☛ゴール 13：気候変動…気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講
じる。
☛ゴール 14：海洋…持続可能な開発のために海洋資源を保全し、持続的に利用
する。
☛ゴール 15：生態系・森林…陸域生態系の保護・回復・持続可能な利用の推進、
森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、並びに
土地の劣化の阻止・防止及び生物多様性の損失の
阻止を促進する。
☛ゴール 16：法の支配等…持続可能な開発のための平和で包摂的な社会の促
進、全ての人々への司法へのアクセス提供及びあ
らゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包
摂的な制度の構築を図る。
☛ゴール 17：パートナーシップ…持続可能な開発のための実施手段を強化し、
グローバル・パートナーシップを活性化す
る。
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3．その他の動向
①「ESG」投資
「ESG」投資とは、財務情報と共に、
「環境（Environment）
」
、「社会（Social）
」、
「企
業統治（Governance）
」の非財務情報を重視し、投資を行う際の企業における環境面に
対する配慮を判断材料の一部として捉えることで、長期的に起こり得るリスクを未然に
回避して安定した投資を行うものです。
「パリ協定」の発効は、このような世界における「ESG」要素を考慮した「持続可能
な投資（sustainable investment）
」を後押しすることにつながるとされています。
また、中長期的な企業の価値を評価する
場合において、
「ESG」に関する情報等を考
慮することは、財務情報のみに頼って企業
に対する分析と評価を行うより、多様な情
報を考慮した分析と評価が行えることか
ら、様々なリスクを見極めた上で、投資の
判断が可能であるとされています。
日本では、2015 年 9 月に世界最大規模
の年金資産を持つ「年金積立金管理運用独
立行政法人（GPIF）」が、国連の支
持する「責任投資原則（PRI）」に署
名したことで、
「ESG」要素を加味し
た投資に対する認知度や関心が高

※2012 年の値は参考値であり、2012 年の日本の資産はアジ
アに含む。

【資料：環境白書】

図 「ESG」要素を考慮した持続可能な投資の成長

まりつつあります。
②富山物質循環フレームワーク
2016 年 5 月に開催された「G7 富山環境大臣会合」では、資源の効率性や 3R に関する
G7 の新たな枠組みとして「富山物質循環フレームワーク」が採択され、G7 の国々が「共
通のビジョン」を掲げ、協力して「野心的な行動」に取り組むこととしています。
また、
「SDGs」及び「パリ協定」の実施も見据え、国際的に協調して資源の効率性や 3R
に取り組むという強い意志を示した国際的な枠組です。
～資源効率性向上・3R 推進に関する G7 共通ビジョン～
◆地球環境が許容する範囲内に天然資源の消費を抑制し、再生材や再生可
能な資源の利用を進めることで、資源がライフサイクル全体にわたり、効率的か
つ持続的に使用される社会を実現する。
◆廃棄物や資源に関する問題の解決を図ることで、雇用を生み、競争力を高
め、グリーン成長を実現し、自然と調和した持続的な低炭素社会を実現する。
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モノは所有から共有へ
資源の生産性向上のためには、3R（リデュース・リユース・リサイクル）の中でも、2R（リデュース・リユ
ース）の取り組みが重要となります。
2R のビジネスモデルとしては、店舗を構え、消費者などからのリユース品の買い取りと販売を行う店舗
型のリユースビジネス等が存在しますが、「情報通信技術（ICT）」の発達に伴い、新しいビジネスモデ
ルが普及しつつあります。
欧州では、消費された資源や製品を回収して再生・再利用し続けるという「サーキュラーエコノミー
（循環型経済）」の取り組みが進みつつあり、2015 年 12 月に「欧州連合（EU）」の行政府に相当
する「欧州委員会」が EU の成長戦略の枠組みとして、「サーキュラーエコノミーパッケージ」を採択し、使
い終わった製品を素材に戻すリサイクルではなく、製品に残された価値を可能な限り、そのまま活用するビ
ジネスモデルが提唱されました。
また、近年、スマートフォンの普及や AI 等の発達で、個人等が時間や場所を問わず、インターネットを
利用して大量の情報を瞬時に解析し、個人等の所有物（自宅の空き部屋や車等）や能力（知識
等）に関する情報を随時、不特定多数の個人の間で共有することが可能になりました。
このようなイノベーションの変革を受け、個人等が所有し、活用が可能な資産等（スキルや時間等の
無形のものを含む。）をインターネット上のマッチングプラットフォームを介して他の個人等の利用も可能と
する経済活性化活動として、「シェアリング・エコノミー」の普及が進んでいます。
「シェアリング・エコノミー」の具体的な取引の流れは、提供したい人（貸したい、売りたい）、利用した
い人（借りたい、買いたい）がマッチングプラットフォームに登録し、不特定多数の提供者の中から利用
者がニーズに応じて選択してお互いが合意すれば、提供者はモノやサービスを提供し、利用者がそれを利
用できるサービスです。

【資料：環境白書、政府 CIO HP】

図 「シェアリング・エコノミー」の概要
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③海洋ごみ
海洋ごみ（漂流・漂着・海底ごみ）は、海洋環境の悪化や海岸機能の低下、景観への悪
影響、船舶の航行に対する障害、漁業や観光への影響など、様々な問題を引き起こすとと
もに、マイクロプラスチック（5mm 以下の微細なプラスチックごみ）による生態系への影
響が懸念され、世界でも話題となっています。
海洋プラスチックを含む海洋ごみの問題に関する国際動向
■海洋ごみが世界的な問題であることが認識され、「海洋ごみ問題に対処するための G7
行動計画」が策定された。
G7 エルマウ・サミット

①陸域を発生源とする海洋ごみに対処するための優先行動

≪2015 年 6 月≫

②海洋ごみ回収・処理のための優先行動
③海域を発生源とする海洋ごみに対処するための優先行動
④教育、研究及び啓発活動に関する優先行動

SDGs：持続可能な開発目標
≪2015 年 9 月≫
G7 伊勢志摩サミット
≪2016 年 5 月≫
G20 ハンブルクサミット
≪2016 年 7 月≫

■ターゲットの１つに「2025 年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動によ
る汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する」としている。
■首脳宣言で、資源効率性及び 3R に関する取り組みが陸域を発生源とする海洋ご
み、特にプラスチックの発生抑制及び削減に寄与すること認識しつつ、海洋ごみに対処
することを再確認。
■G20 サミット初となる首脳宣言で海洋ごみが取り上げられ、今日までの G7 の取り組み
を基礎とし、発生抑制、持続可能な廃棄物管理の構築、調査等の取り組みを盛り込
んだイニシアチブである「海洋ごみに対する G20 行動計画」の立ち上げに合意。
■G7 の国々が海洋環境の保全に関する「健全な海洋及び強靱な沿岸部コミュニティの
ためのシャルルボワ・ブループリント」を承認して、「海洋の知識を向上し、持続可能な海
洋と漁業を促進し、強靱な沿岸及び沿岸コミュニティを支援し、海洋のプラスチック廃棄

G7 シャルルボワサミット
≪2018 年 6 月≫

物や海洋ごみに対処」することとした。
■カナダと欧州各国が「海洋プラスチック憲章」を承認するものとなった。（達成期限付き
の数値目標等を含むもの）
■安倍総理は、日本が議長国を務める 2019 年の G20 の場において、海洋ごみ等の
問題に取り組む意向であるとした。
【資料：環境省】

プラスチックごみに関する動向
海洋プラスチックを含む海洋ごみの削減のため、これまでも様々なプラスチック製品を対象に使用禁止
や課税などの対策が行われてきましたが、「世界経済フォーラム」が 2016 年に発表した調査によれば、
2050 年までに海洋プラスチックごみの総重量が全ての魚の重量を上回ると推測されています。
アメリカの大手コーヒーチェーンの「スターバックス」は、2020 年までに全世界の店舗でプラスチック製の
ストローを廃止して紙ストローに切り替え、国内でも「すかいらーくホールディン
グス」が「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」までに全ての店舗
でプラスチック製のストローの提供を廃止するとしています。
また、環境省は 2018 年の 8 月に使い捨てプラスチック製のストローやレジ
袋等を自然界で分解できるトウモロコシなどの植物に由来する「バイオマスプ
ラスチック」などを使用した製品への切り替えを後押しするため、製造企業に
補助金を出すこととしています。
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2-2

国の動向

１．第五次環境基本計画≪2018 年 4 月策定≫
「環境基本法第 15 条」に基づき、環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
等を定める「第五次環境基本計画」が 2018 年 4 月 17 日に閣議決定され、
「SDGs」や「パ
リ協定」の採択後に策定されたものとして、以下のような環境施策の方向性等が示され
ています。

【目指すべき社会の姿：持続可能な循環共生型の社会】

図 「第四次環境基本計画」の
目指すべき社会の姿

図 「第五次環境基本計画」の
目指すべき社会の姿

【目指すべき社会の姿を達成するためのアプローチ手法】
◆「SDGs」の考え方も活用しながら、
「環境・経済・社会」の統合的向上の具体化のため、
分野横断的な 6 つの「重点戦略」を設定し、環境政策による「経済社会システム」
、
「ラ
イフスタイル」、「技術」などのあらゆる観点からイノベーションを創出することとす
る。
◆経済・社会的課題の「同時解決」を実現し、将来に渡って質の高い生活をもたらす「新
たな成長」につなげることとする。
◆地域の活力を最大限に発揮する「地域循環共生圏」の考え方を新たに提唱し、各地域
が「自立・分散型の社会」を形成しつつ、地域資源を持続可能な形で最大限活用する
ことで、「経済・社会活動」をも向上させることとする。
◆地域の特性に応じて資源を補完し支え合う取り組みを推進するとともに、より幅広い
関係者との間で連携を図っていくこととする。
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【6 つの重点戦略】

【資料:第五次環境基本計画の概要】

国は日本における「SDGs」の実施指針を 2016 年 12 月に決定し、
「2030 アジェンダ」で
掲げられた 5 つの P≪People：人間、Planet：地球、Prosperity：繁栄、Peace：平和、
Partnership：パートナーシップ≫を日本の 8 つの優先課題として掲げています。
環境面では、
「エネルギー」
、
「気候変動対策」、
「循環型社会」
、
「生物多様性」、
「森林」
、
「海洋等の環境保全」などについて、幅広く取り組みを推進することとしています。
8 つの優先課題
①あらゆる人々の活躍の推進
②健康・長寿の達成
③成長市場の創出、地域活性化、科学技術
イノベーション
④持続可能で強靭な国土と質の高いインフラの
整備
⑤省・再生可能エネルギー、気候変動対策、
循環型社会
⑥生物多様性、森林、海洋等の環境の保全
⑦平和と安全・安心社会の実現
⑧SDGs 実施推進の体制と手段

具体的施策
一億総活躍社会の実現、女性活躍の推進、子供の貧困対策、障害者の自
立と社会参加支援、教育の充実
薬剤耐性対策、途上国の感染症対策や保健システム強化・公衆衛生危機へ
の対応、アジアの高齢化への対応
有望市場の創出、農山漁村の振興、生産性の向上、科学技術イノベーショ
ン、持続可能な都市
国土強靭化の推進・防災、水資源開発・水循環の取組、質の高いインフラ投
資の推進
省・再生可能エネルギーの導入・国際展開の推進、気候変動対策、循環型
社会の構築
環境汚染への対応、生物多様性の保全、持続可能な森林・海洋・陸上資源
組織犯罪・人身取引・児童虐待等の対策推進、平和構築・復興支援、法の
支配の促進
マルチステークホルダーパートナーシップ、国際協力における SDGs の主流化、
途上国の SDGs 実施体制支援
【資料：「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」の概要】
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2．地球温暖化対策計画≪2016 年 5 月策定≫
フランスのパリにおいて 2015 年に開催された「気候変動枠組条約第 21 回締約国会議
（COP21）
」で提出した「日本の約束草案」を経て、国民と事業者が取り組むべき事項及
び国や地方公共団体の施策を踏まえ、2016 年 5 月に「地球温暖化対策計画」が閣議決定
され、日本が地球温暖化対策に関して目指す方向として、科学的な知見に基づき、国際
的な協調の下で率先的に取り組むこととしています。

【地球温暖化対策の推進に関する基本的方向】
①中期目標（2030 年度削減目標）の達成に向けた取り組み
◆国内の排出量の削減と吸収量の確保により、温室効果ガス排出量を 2030 年度時点に
2013 年度比で 26.0％減（2005 年度比：25.4％減）の水準とするため、中期目標の達
成に向けて着実に取り組みを進めることとする。
②長期的な目標を見据えた戦略的取り組み
◆パリ協定を踏まえ、全ての主要国が参加する公平かつ実効性のある国際的な枠組みの
下、主要な排出国が自国の能力に応じた削減に取り組み、国際社会を主導する。
◆地球温暖化対策と経済成長を両立させつつ、長期的な目標として、温室効果ガス排出
量を 2050 年までに 80％の削減を目指すこととする。
◆長期的な目標の達成のためには、抜本的な革新的技術の開発や普及など、新たなイノ
ベーションの創出による解決策を最大限追求することとする。
◆国内への投資を促し、国際的な競争力を高め、国民に広く知恵を求めつつ、長期的で
戦略的な取り組みによる大幅な温室効果ガス排出量の削減を目指すことで、世界全体
における削減にも貢献していくこととする。
③世界の温室効果ガスの削減に向けた取り組み
◆地球温暖化対策と経済成長を両立させるため、
「環境エネルギー技術革新計画」等を
踏まえ、開発実証を進めるとともに、「エネルギー・環境イノベーション戦略」に基
づき、研究開発を強化しつつ、日本の有する優れた技術を活かして世界全体での削減
に最大限貢献することとする。
～地球温暖化対策の基本的な考え方～
環境・経済・社会
の統合的向上

「日本の約束草案」
に掲げられた対策
の着実な実行

パリ協定への対応
（長期的戦略的
取り組みの検討）

研究開発の強化、
優れた技術による
世界の削減への貢献

全ての主体の意識
の改革、行動の
喚起、連携の強化

PDCA の重視
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3．その他の環境に関する動向
①エネルギー基本計画≪第 5 次：2018 年 7 月策定≫
エネルギーを巡る国内外の動向を踏まえ、
「徹底した省エネルギー社会の実現」、「再
生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組」、
「水素社会実現に向けた取組の抜本強
化」
、「二次エネルギー構造の改善」等の施策が盛り込まれています。
「第 5 次エネルギー基本計画」のポイント
①安全の革新を図ること

③「脱炭素化」への挑戦

②資源自給率に加え、技術自給率とエネルギー選択の多

④コストの抑制に加え、日本の産業競争力の強化につな

様性を確保すること

げること

2030 年：エネルギーミックスの確実な実現

2050 年：「エネルギー転換」と「脱炭素化」への挑戦

【2030 年に実現を目指すエネルギーミック
ス水準：電源構成比率 22～24％】
①再生可能
エネルギー

■主力電源に向け、低コスト化、電力を
電力系統に流す時に発生する「系統制

①再生可能
エネルギー

約」の克服、不安定な太陽光発電等の

■経済的に自立し、「脱炭素化」した主力
電源化を目指す。

出力をカバーするための「調整力」の確
保に取り組む。
【2030 年に実現を目指すエネルギーミック

■「脱炭素化」に向けた選択肢のひとつだ

ス水準：電源構成比率 20～22％】
②原子力発
電

が、社会的信頼の回復が不可欠。

■依存度を可能な限り低減する方針の

②原子力発

下、安全最優先の再稼動や使用済燃

電

炭・天然ガ
スなどの化
石燃料

れた原子炉の追求、バックエンド問題の

る。

解決など、技術開発を進める。

ス水準：電源構成比率 56％】
■日本企業による自主開発の促進を進め

■エネルギー転換の過渡期において、主力
③石油・石
炭・天然ガ

る。

スなどの化

■高効率火力発電の有効活用に取り組

石燃料

むとともに、災害リスクへの対応強化を図

■よりクリーンなガス利用にシフトし、非効
率な石炭火力発電をフェードアウトす

を進める。

ス水準：実質エネルギー効率 35％減】
■2018 年 6 月に国会で成立した「改正

源外交を強化する。

■各分野の技術革新を行うことで、省エネ

【2030 年に実現を目指すエネルギーミック

ー

エネルギー源として必要であるため、資

る。

る。

④省エネルギ

着手し、安全性・経済性・機動性に優

料対策など、必要な対応を着実に進め
【2030 年に実現を目指すエネルギーミック
③石油・石

■人材・技術・産業基盤の強化に直ちに

④そのほか

省エネ法」や支援策を一体として実施
し、徹底した省エネを進める。

■脱炭素化に挑戦するため、水素や蓄電
池等の技術開発を進める。
■「分散型エネルギーシステム」の構築と、
それによる地域の開発を推進する。
【資料:経済産業省資源エネルギー庁 HP】
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②長期エネルギー需給見通し≪2015 年 7 月策定≫
「エネルギー基本計画」の方針に基づき、
「安全性」、
「安定供給」
、
「経済効率性」
、
「環境適合」について、達成すべき政策目標を想定し、施策を講じた場合に実現される
将来のエネルギー需給構造の見通しが示されています。
2030 年度の一次エネルギー供給構造については、徹底した省エネ化の推進とエネルギ
ー効率改善で、自給率を 24.3％程度に向上させる見通しが示され、発電電力量に占める
再生可能エネルギーの割合を 2030 年度に 22～24％とすることが盛り込まれています。
③エネルギー革新戦略≪2016 年 4 月策定≫
「長期エネルギー需給見通し」に基づくエネルギーミックスの実現に向け、市場任せ
ではなく、総合的な政策措置が必要であることから、本戦略の実行により、2030 年度に
おける省エネや再エネ等のエネルギー関連投資額を 28 兆円、うち、水素関連について
は、1 兆円の効果が期待されています。
～「エネルギー革新戦略」における具体的施策～
➤徹底した省エネ…全産業への「トップランナー制度」の拡大と中小企業・住宅・運輸におけ
る省エネ強化
➤再エネの拡大…再エネ導入に係る国民負担抑制と最大限導入の両立
➤新たなエネルギーシステムの構築…地産地消型エネルギーシステムの構築

④建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律≪2015 年 7 月施行≫
社会経済情勢の変化から建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加しており、建
築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的に施行されました。
「大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務の規制措置」、
「省エネ基準に適合してい
る旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置」を一体的に講
じるものとなっています。
⑤気候変動の影響への適応計画≪2015 年 11 月策定≫
気候変動による不可避の影響に対する適応を進める計画として、適切なリスク管理の
観点から影響が最悪となるシナリオの場合でも被害を最小化、または回避し、迅速に回
復できる安全・安心で持続可能な社会の構築に向けた基本戦略が設定されました。
⑥フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律≪2015 年 4 月施行≫
オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン類排出抑制のため、2001 年に「特定製
品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収・破壊
法）」が制定され、改正を経て、業務用冷凍空調機器等のフロン類回収が実施されてき
ましたが、特定フロンから転換された代替フロンである HFC の使用が急増し、規制の必
要に迫られ、フロン類の「管理の適正化」を目的にこの法律が施行されました。
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⑦第四次循環型社会形成推進基本計画≪2018 年 6 月策定≫
「循環型社会形成推進基本計画」は、「循環型社会形成推進基本法」に基づき、循環
型社会の形成に関する施策の基本的な方針、国が総合的かつ、計画的に講ずるべき施策
等を定めるものです。
「第四次循環型社会形成推進基本計画」では、環境・経済・社会的側面の統合的向上
のための方向性として、
「地域循環共生圏形成による地域活性化」
、「ライフサイクル全
体での徹底的な資源循環」、「適正処理の更なる推進と環境再生」などの実現に向け、
2025 年までに国が講ずるべき施策が示されています。
また、「SDGs」の指標
を踏まえ、家庭系食品
ロス量を 2030 年度時点
に 2000 年度比で半減さ
せるとともに、シェア
リング等の 2R ビジネス
の促進と評価、マイク
ロプラスチックを含む
海洋ごみ対策に取り組
むとしています。

【資料:「第四次循環型社会形成推進基本計画」の概要】

⑧生物多様性国家戦略 2012-2020≪2012 年 9 月策定≫
2010 年 10 月に愛知県で開催された「生物多様性条約第 10 回締約国会議(COP10)」の
場で、
「愛知目標」が採択されました。
これを受け、日本の生物多様性に関する目標と戦略を示し、達成に向けた 13 の国別
目標と 48 の主要行動目標を定め、2020 年度までに重点的に取り組む施策の方向性とし
て、
「5 つの基本戦略」が設定されました。
【生物多様性の 4 つの危機】

【生物多様性に関する 5 つの課題】

➤第 1 の危機：開発など、人間活動による危機
➤第 2 の危機：自然に対する働きかけの縮小に
よる危機
➤第 3 の危機：外来種など、人間により持ち込
まれたものによる危機
➤第 4 の危機：地球温暖化や海洋酸性化な
ど、地球環境の変化による危機

①生物多様性に関する理解と行動
②担い手と連携の確保
③生態系サービスでつながる「自然
共生圏」の認識
④人口減少等を踏まえた国土の保
全管理
⑤科学的知見の充実

【5 つの基本戦略】
１．生物多様性を社会に浸透させる
２．地域における人と自然の関係を見直し、再構築する
３．森・里・川・海のつながりを確保する
４．地球規模の視野を持って行動する
５．科学的基盤を強化し、政策に結びつける
17

2-3

愛媛県の動向

1．第二次えひめ環境基本計画≪2016 年 2 月策定≫
「愛媛県環境基本条例第 10 条」に基づき、愛媛県の環境
の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計
画として、2016 年 2 月に 2019 年度を目標年度に策定されて
います。
計画では、愛媛県が環境分野における目指すべき将来像を
『つなごう未来へ「愛顔あふれる持続可能なえひめ」』と掲
げ、それを実現するため、3 つの基本目標と 6 つの基本方針
及び 25 の施策を示しています。
第二次えひめ環境基本計画

目指すべき将来像

つなごう未来へ「愛顔あふれる持続可能なえひめ」

➤基本目標 1：かけがえのない環境の保全
・基本方針 1：安全で良好な生活環境の保全
➡≪①良好な大気、水、土壌環境の保全、②騒音、振動、悪臭の防止、③生活排水対策の推進と安
全で良質な水の確保、④快適な暮らし空間の実現≫

➤基本目標 2：目指すべき 3 つの社会の実現
・基本方針 1：地球温暖化対策の推進と低炭素社会の実現
➡≪①地球温暖化防止対策の総合推進、②エネルギー消費の少ないライフスタイルへの転換、③低炭素
型のビジネススタイルの実現、④再生可能エネルギーの転換促進、⑤低炭素社会の実現に向けた環境
負荷の少ない地域づくり、⑥地球温暖化への適応の取組、⑦オゾン層保護対策≫
・基本方針 2：環境への負荷が少ない循環型社会の実現
➡≪①3R の推進、②廃棄物の適正処理の確保≫
・基本方針 3：生物多様性の保全と自然共生社会の実現
➡≪①豊かな自然環境の保全と適正な利用の促進、②生物多様性の保全と適正管理、③魅力ある里
地・里山・里海づくり≫

➤基本目標 3：未来を支える人づくり・しくみづくり
・基本方針 1：未来へつなぐ環境教育・学習の充実と環境保全活動の促進
➡≪①多様な場における ESD の視点を取り入れた環境教育・学習の充実、②環境教育・学習を推進す
る人材の育成、③環境保全活動と多様な主体による環境協働取組の促進、④環境情報の充実≫
・基本方針 2：未来を支える環境・経済・社会の調和
➡≪①環境影響評価の推進、②グリーン購入や環境に配慮した行動の促進、③低炭素ビジネス、循環
型社会ビジネスの振興、④環境と調和した農林水産業の推進、⑤恵み豊かな森林（もり）づくり≫

図 「第二次えひめ環境基本計画」の概要
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2．愛媛県地球温暖化防止実行計画≪改定版：2017 年 6 月≫
「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21 条に基づき、
「生態系」、
「社会基盤」
、
「人
の健康」をはじめ、生活への影響が予想される地球温暖化問題への適切な対応を行い、自
然や社会的条件を踏まえた愛媛県全体の温室効果ガス排出量の削減計画を示し、「県民の
暮らしと両立する低炭素社会の実現」に向けた取り組みの方針が示されています。
2015 年 3 月の実行計画の改定時には、愛媛県内の温室効果ガス排出量の削減目標に関
して、国のエネルギー政策等の方針が定まっていなかったことから、前計画の目標を暫定
的な努力目標として据え置
かれました。
しかし、2016 年 5 月に策
定された「地球温暖化対策
計画」で、国の方針が示さ
れたことを踏まえて内容の

2015 年 3 月の改定による対策・施策の見直し
➤小水力・風力等の再生可能エネルギーの促進
➤家庭用燃料電池・蓄電池の普及拡大
➤自転車による「エコ通勤」の推進
➤環境に配慮したえひめ国体の開催
➤気温の上昇に対応するための「適応策」 など

見直しを実施し、実行計画
が改定されました。
削減の対象とするガスの種類については、
「京都議定書」と「地球温暖化対策推進法」
に基づき、
「二酸化炭素（CO2）」、
「メタン（CH４）
」
、
「一酸化二窒素（N２O）
」
、
「ハイドロフ
ルオロカーボン類（HFC）
」
、「パーフルオロカーボン類（PFC）」
、
「六ふっ化硫黄（SF6）
」
、
「三ふっ化窒素（NF3）
」の 7 物質としています。

愛媛県の温室効果ガス排出量削減目標について
【基準年】
・中期目標…2013 年度
【温室効果ガス排出量削減目標】
・長期目標≪2050 年度≫ 目指すべき方向性：80％削減
・中期目標≪2030 年度≫ 基準年比：27％削減
※国の削減目標の前提となった対策・施策の削減効果を見込むとともに、業務・家庭部門に対する愛
媛県の追加的な対策・施策の削減効果、削減努力等を加味して設定。長期目標については、国の
長期的目標（80％削減）を目指すべき方向性として考慮し、技術革新などの国の長期的、戦略
的な取り組みを踏まえながら検討を進めることとしています。
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3．その他の動向
愛媛県の環境に関する計画は、前述の上位計画とな
る「第二次えひめ環境基本計画」や「愛媛県地球温暖
化防止実行計画」のほか、「第 2 次生物多様性えひめ
戦略」
、「愛媛県海岸漂着物対策推進地域計画」、
「瀬戸
内海の環境の保全に関する愛媛県計画」などの各種関
連計画が策定されています。

第 2 次生物多様性えひめ戦略

「えひめの ESD 環境学習（～愛媛県 ESD 環境学習プログラム集～）」
「ESD：持続可能な開発のための教育（Education for Sustainable Development）」とは、
持続可能な社会の担い手を育てるための教育として、地球上の様々
な問題を解決するため、自らが考え、判断し、他者と力を合わせなが
ら行動していく力を身につけるための学習のことです。
愛媛県では、「第二次えひめ環境基本計画」において、目指すべき
将来像に「つなごう未来へ『愛顔あふれる持続可能なえひめ』」を掲げ
ています。
その「持続可能な社会」を築いていくためには、一人ひとりが自らの
生活と様々な問題とのつながりを日頃から認識し、環境保全のために
積極的な姿勢で取り組みを行っていく必要があります。
そのようなことから愛媛県では、学校や職場、地域、家庭等の多様
な場における環境学習の推進に向け、「愛媛県 ESD 環境学習プロ
グラム集」を作成し、モデルプログラムや環境学習の取り組みを行う
方々など、各方面から提供された事例プログラム等をとりまとめ、環境
学習教材として提供され、その中では、国連で採択された「SDGs」の
【資料：愛媛県 HP】
考え方を活用しています。

愛媛県の環境教育
➤愛媛県環境マイスター派遣制度
環境に対する関心を持ち、環境保全活動に取り組める社会の構築を目的
に 2001 年度から愛媛県内に在住の環境活動に関するリーダーや研究者
等を講師として派遣する「愛媛県環境マイスター派遣制度」を設けています。
➤えひめ環境大学
環境先進県を目指し、愛媛県内在住の環境関連の実務者や環境保全
活動者等が、より高度な環境に関する知識を習得するため、学識経験者
や環境分野の専門家を講師として迎え、専門的で質の高い講義の受講が
可能な「えひめ環境大学」を 2001 年度から毎年開設しています。
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愛媛県では、野生動植物の多様性の保全を図るため、2008 年に「愛媛県野生動植物の
多様性の保全に関する条例（愛媛県条例第 15 号）
」を制定しています。
この条例に基づき、2009 年 3 月には、
「特定希少野生動植物」として 13 種を指定し、
生きている個体の捕獲、採取、殺傷、損傷、譲渡などを規制しています。
また、
「特定希少野生動植物保護区」として愛媛県内の 6 か所が指定され、重要な生息
環境を保全するために開発行為などが規制（特定希少野生動植物及び特定希少野生動植
物保護区の指定）され、今治市内の 5 か所が「特定希少野生動植物保護区」として指定
されています。

今治市内の「特定希少野生動植物保護区」

特定希少野生動植物 13 種：2009 年 3 月指定
区分

➤片上地区カスミサンショウウオ保護区
≪波方町樋口字大平乙 206 番 1 地先≫
➤宅間地区カスミサンショウウオ保護区
≪宅間字ヨシヲシ乙 227 番 2≫
➤台地区ダルマガエル保護区
≪大三島町台 530 番 3≫
➤織田ヶ浜ハマビシ保護区
≪東村一丁目甲 859 番 30 地先≫
➤織田ヶ浜ウンラン保護区
≪東村三丁目甲 582 番地先≫

ダルマガエル

種名

愛媛県 RDB 分類

両生類

カスミサンショウウオ

絶滅危惧 1.類

両生類

ダルマガエル

絶滅危惧 1.類

昆虫類

ハッチョウトンボ

絶滅危惧 1.類

昆虫類

コガタノゲンゴロウ

絶滅危惧 2.類

高等植物

ハマビシ

絶滅危惧 1.A 類

高等植物

ミズスギナ

絶滅危惧 1.A 類

高等植物

トキワバイカツツジ

絶滅危惧 1.A 類

高等植物

サギソウ

絶滅危惧 1.B 類

高等植物

クマガイソウ

絶滅危惧 2.類

高等植物

フクジュソウ

絶滅危惧 2.類

高等植物

シコクカッコソウ

絶滅危惧 1.B 類

高等植物

ウンラン

絶滅危惧 1.A 類

高等植物

チョウジガマズミ

絶滅危惧 1.B 類
【資料：愛媛県 HP】

ハマビシ

ウンラン
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2-4

今治市の動向

１．第 2 次今治市総合計画≪2016 年 3 月策定≫
「第 2 次今治市総合計画」は、今治市の最上位計画と
してまちづくりの羅針盤となるものであり、今治市が目
指す将来像について、「ずっと住み続けたい“ここちいい
（心地好い）
”まち

いまばり あの橋を渡って 世界へ

未来へ」を掲げています。
将来像の実現を図るため、7 つの施策の大綱を定めて
おり、このうち、
「安全・安心で快適に暮らせるまちづく

第 2 次今治市総合計画

り」と「美しい地球を未来へつなぐまちづくり」の中
で、今治市が推進する主な環境施策の方向性が示されています。
今治市の将来像

ずっと住み続けたい“ここちいい（心地好い）”まち いまばり
あの橋を渡って 世界へ 未来へ

「第 2 次今治市総合計画」における施策の大綱
➤施策の大綱 1：健やかに安心して暮らせるまちづくり
➤施策の大綱 2：豊かな心と生きる力を育むまちづくり
➤施策の大綱 3：みんながつながり支えあうまちづくり
➤施策の大綱 4：安全・安心で快適に暮らせるまちづくり
➤施策の大綱 5：美しい地球を未来へつなぐまちづくり
➤施策の大綱 6：誇りに思える魅力があふれるまちづくり
➤施策の大綱 7：産業の飛躍と創造に満ちた活力あるまちづくり
「第 2 次今治市総合計画」のうち、環境に関する記載のある主な施策の大綱の内容
施策の大綱 4
安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施策の大綱 5
美しい地球を未来へつなぐまちづくり

地域の和を広げ、安全・安心・快適に
暮らしていける基盤づくり

豊かな自然を守り、育て、次代に返す
ための基盤づくり
①環境教育活動の推進
②緑化意識の高揚
③地球温暖化防止の推進
④環境保全の推進
⑤森林整備の推進

①交通体系の維持・確保
②安心・快適な住環境づくり
③公園の整備
④上水道の整備

環境に配慮した暮らしの基盤づくり
①循環型社会の実現に向けた取組の推進
②廃棄物の適正処理や減量化の推進
③環境負荷軽減の取組の推進
④廃棄物処理施設の整備
⑤下水道・合併処理浄化槽の整備

図 「第 2 次今治市総合計画」の概要
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２．今治市の環境に関する各種取り組み
今治市では、
「現行計画」の策定から今日に至るまでの間、計画に基づき、市民・事業
者と行政が一体となって様々な取り組みを行ってきました。
ここでは、
「現行計画」に基づくものや、今治市が行政全体として推進してきた各種環
境施策にも関連するこれまでの取り組み等について整理しました。
①豊かな森林の保全と資源の有効活用～
◆「水源の森基金」
1995 年度に「水源の森基金」を設立し、水源林の重要性を
再認識するとともに、適切な保育管理と水源涵養機能の向
上、上水道水量の安定及び水質の向上に努め、水源林の重要

間伐の様子

性と守り育てるための意識啓発活動を行っています。
◆「公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」
2011 年 3 月に「公共建築物における木材の利用の促進に
関する方針」を定め、森林の適正な整備と多面的機能の持
続的な発揮、山村等の地域経済活性化に向け、今治市内公
共建築物への木材利用促進に取り組んでいます。
大三島少年自然の家の木材

今治市における森林整備について
森林は、国土の保全・水源涵養・自然環境の保全・林産物の供給など、市民生活や経済の安定に
重要な役割を担うことから、適正な整備と保全を図り、森林の有する多面的機能が持続的に発揮され
ることが重要です。
今治市では、山地の荒廃に伴う堤防決壊など、災害に遭い、蒼社川地区での歴代藩主による治山
治水事業などの対策が行われ、後に林野庁が導入した「民有林直轄治山事業」を経て、昭和 46 年 4
月に「蒼社川地区民有林直轄治山事業」が発足しました。
これにより、護岸・水路・植栽等の災害対策工事
今治市の森林資源
が行われ、国土の保全・水源涵養、自然環境の保
立木地
全などの森林が持つ多面的機能や水源機能の基
面積
保有形態
人工林
天然林
盤を備えた森林に増進が図られています。
（ha）
（ha）
（ha）
また、今治市の玉川地区において、天然の力など
県有林
130
117
13
を活用した針広混交林化、人為と天然力を組み合
市有林
3,303
2,177
1,081
わせた複層林化が行われてきたことで、森林が人々
財産区有林
28
1
23
の暮らしに対して大きな貢献をしています。
このような「育成複層林施業」では、大木を伐採
私有林
17,738 5,701 10,754
しても、小さな木は残され、常時山肌が緑で覆われ 総数（国有林除く） 21,200 7,997 11,871
るため、森林の持つ公益機能の維持に資すること
※端数処理の関係で合計が合わない箇所がある。
になります。

【資料：愛媛県地域森林計画】
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②地球温暖化対策に向けた第一歩～
◆燃料電池・蓄電池・ZEH 等の設備導入への補助
家庭部門における二酸化炭素排出量の増加は、地球温暖化の原因の一つでもあり、現在
の私たちのライフスタイルを見直し、環境負荷が小さい燃料電池や蓄電池を導入すること
は、エネルギー消費量を抑制するため、地球温暖化防止対策の観点において重要な取り組
みであると考えられます。
今治市では、「家庭用燃料電池システム」
、「家庭用蓄電池システム」
、
「ZEH（ネット・ゼ
ロ・エネルギー・ハウス）
」等の対象となるシステムを設置された方に予算の範囲内で補
助を行っています。

「ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）」について
「ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハ
ウス）」とは、「外皮の断熱性能等を
大幅に向上させるとともに、高効率な
設備システムの導入により、室内環境
の質を維持しつつ、大幅な省エネルギ
ーを実現した上で、再生可能エネルギ
ーを導入することによって年間の一次エ
ネルギー消費量の収支がゼロとすること
を目指した住宅」のことです。
東日本大震災後の電力需給の逼
迫やエネルギー価格の不安定化等を
受け、家庭部門における省エネの重
要性が再認識されており、住宅そのも
のの省エネが不可欠であることから、
「ZEH」の普及で、家庭部門における
エネルギー需給構造を抜本的に改善
することが期待されます。
【資料：経済産業省資源エネルギー庁 HP】

◆「COOL CHOICE」未来のために、いま選ぼう
今治市では、低炭素社会の実現に向けて高い
目標を掲げて先駆的な取組みにチャレンジする
「環境モデル都市」として、
「COOL CHOICE」に
賛同しています。

「COOL CHOICE」のロゴ

③廃棄物の排出抑制～
◆今治市ごみ分別アプリ「さんあ～る」
スマートフォンやタブレット端末で、ごみ分別方法
等が検索可能なごみ分別アプリ「さんあ～る（日本語・
英語対応）
」を配信しています。

ごみ分別アプリ「さんあ～る」ロゴ
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◆「環境イベント」
サイクリストの聖地である「瀬戸内しまなみ海道」を有する今
治市では、3R の推進による美しい環境都市を目指して、CYCLE（循
環型社会と自転車）及び RECYCLE（再循環・再利用）をテーマとし
た 環 境 イ ベ ン ト 「 い ま ば り 環 境 フ ェ ス テ ィ バ ル ～ Imabari
Recycling Day～」を 2018 年から「バリクリーン」において毎年
開催することで、環境保全や 3R の推進及び啓発を行うこととし
ています。
◆「出前講座」

「環境イベント」のチラシ

ごみ減量に関することや地球温暖化などの環境問題につい
て、担当課の職員が直接市民の皆さまのもとへ出向いて説明
する「出前講座」を実施し、今治市のごみの現状や分別方法、
今治市の取り組みなどを説明しています。

「出前講座」の様子

「バリクリーン（今治市クリーンセンター）」について
「バリクリーン（今治市クリーンセンター）」は、2018 年
4 月から本稼働しています。
新しい施設では、ごみ焼却時の熱を利用した発電事業
により、施設全体の消費電力を賄い、余剰電力の売電に
よる運営経費の削減等の点において経済性に優れていま
す。
また、環境に関する啓発パネルや体験型の教材などを整
備し、環境学習拠点としての機能を持ち合わせるとともに、
災害時の避難所となる機能を整備しており、食料や飲料
水、簡易トイレなどの災害備蓄品を備えています。

バリクリーン（今治市クリーンセンター）

「バリクリーン（今治市クリーンセンター）」の施設概要
施設名称
所在地

バリクリーン（今治市クリーンセンター）
愛媛県今治市町谷甲 394 番地

敷地面積

約 36,700 ㎡

施設

可燃ごみ処理施設

174t/日（87t/日・炉×2 炉）：ストーカ式焼却炉

規模

リサイクルセンター
発電機出力
建物

41t/5h：破砕・選別・圧縮・梱包・一時保管
3,800kw
地下：1 階、地上：4 階建て（延べ床面積：16,981 ㎡）
高さ：26ｍ 煙突高さ：59ｍ
【資料：今治市クリーンセンターHP】
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④地域資源を積極的に活用した地産地消の推進～
◆「食と農のまちづくり」
学校給食を自校式化に切り替え始めたのを皮切りに、
「地産地消の推進」、
「食育の推進」、
「有機農業の振興」の 3 つを柱に様々な事業を展開しています。
今治市では、
「食料の安全性と安定供給体制を確立する都市宣言」が 2005 年に議会で議
決され、2006 年に「今治市食と農のまちづくり条例」が制定されました。学校給食の食材
は今治市産の米、麦、大豆等の農産物を優先的に使用し、地元水産物も徐々に使われ始め
ています。
小学校での栽培作物の給食への利用状況
年度

体験学習実施学校数

給食食材利用学校数

2009 年度

29 校／全 30 小学校

3校

2010 年度

30 校／全 30 小学校

19 校

2011 年度

30 校／全 30 小学校

27 校

2012 年度

30 校／全 30 小学校

28 校

2013 年度

30 校／全 30 小学校

25 校

2014 年度

29 校／全 29 小学校

24 校

2015 年度

26 校／全 26 小学校

21 校

2016 年度

26 校／全 26 小学校

18 校

学校給食米用の精米機

【資料：今治市 HP】

◆「いまばり市民農園」
2001 年 4 月から旬に生産し、旬においしい野菜を
食べる『旬産旬食』をテーマに「いまばり市民農園」
を開設しています。
農薬や化学肥料を使用しない栽培方法により、農業
経験のない人でも有機農業体験を通して、安全な食べ

いまばり市民農園

物の生産に携わり、地域の農業への理解を深めること
ができます。
◆「今治市実践農業講座」
1999 年 4 月より、有機農業の基礎知識や技術を
習得するための農業講座を行っています。
講座については、月 2 回、年 24 回の講座で、そ
の内約半数が実習のカリキュラムとなっています。
この講座を修了し、家庭菜園、直売所会員、料理人
等の様々な分野で安全な食の実践に取り組んでい
ます。
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今治市実践農業講座

◆「地産地消推進運動」
今治市は「地産地消推進運動」を展開し、賛同する市
民を「地産地消推進サポーター」として登録し、持ち込
まれた農産物の遺伝子組み替えや残留農薬等の簡易分
析を行い、結果を情報提供することで、安全性を PR し
ています。
また、地元農産物の販売等に取り組む店舗を「地産地
消推進協力店」に認証し、農協等と協力の上、農産物の

店舗の直売コーナー

生産記録記帳や食品製造業者と連携した製造履歴の追
跡に努めています。
◆「地産地消型地域農業振興拠点施設（さいさいきて屋）」
「JA おちいまばり」は、高齢化に伴う担い手の減少や
兼業農家・小規模農家の農協離れによる集荷量の減少に
歯止めをかけるため、直売所「さいさいきて屋」をオー
プンし、地元で採れた野菜や果物を中心に販売を行うと
ともに、水揚げされた魚介類なども取り扱っています。
「さいさいきて屋」の店内
⑤自然環境を利用した環境教育・学習の推進～
◆「しまなみアースランド」
2011 年 3 月にオープンした「しまなみアースランド」では、33.9ha に及ぶ面積を生か
し、自然に親しむことで自然について学び、体験が可能な今治自然塾の他、市民参加型の
イベント等が開催されています。

しまなみアースランド内の「石の地球」

しまなみアースランド内の石碑

◆幼児環境教育プログラム「森育（もりいく）」
今治自然塾では、自然体験型の環境教育を通して、自
然と子どもの距離を縮め、自然と正しい付き合い方がで
きるヒトの育成を目指し、幼児環境教育プログラムの
「森育（もりいく）
」が行われています。
森育の様子
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３．今治市の社会的環境
●今治市は高縄半島の東半分を占める陸地部と、約 100 の島しょ部から構成され、豊かな
自然と美しい景観を有し、来島海峡や中心市街地がある平野部、緑豊かな高縄山系な
ど、変化に富んだ地勢が特徴です。

【資料：第 2 次今治市総合計画】

図 今治市の地域概況
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●今治市の人口は 1995

（人・世帯）

（世帯人員）

240,000

6.00
人口

年に 185,435 人、
185,435

2015 年に 158,114 人
となり、人口の減少
とともに、近年世帯
数も減少していま

人 160,000
口
・
世
帯
数 80,000

180,627

2.78

2.52

158,114

2.44

69,015

68,626

4.00

2.36

68,249

世
帯
人
員

67,105
0.00

1995年

子高齢化が今後も進行して

2000年

2005年

2010年

2015年

【資料：国勢調査】

口は 4 割以上減少すると予想され、少

図 人口・世帯数及び世帯人員

（人）

いくと想定されます。国立

240,000

社会保障・人口問題研究所

200,000

計人口は 140,974 人でした

166,532

0

口は 2045 年で半数程度、生産年齢人

おける 2025 年度の将来推

173,983

2.63

66,692

見通しの中、年少人

による 2013 年 3 月時点に

世帯人員

2.00

す。更に、人口は今
後も減少するという

世帯数

年少人口（0～14歳）
実績
計：158,114

計： 149,228

52,910

53,966

86,385

78,179

40,000

推計では、139,678 人と、
想定以上に早いペースで減

老年人口（65歳以上）

計： 139,678

160,000
年
齢
別 120,000
人
口
80,000

が、同研究所による最新の

生産年齢人口（15～64歳）

推計

0

計：129,722
計：119,638
計：109,772
計：100,525
52,087

49,369

72,486

67,028

46,773

45,809

43,466

61,126

53,406

47,548

18,819

17,083

15,105

13,325

11,739

10,557

9,511

2015年

2020年

2025年

2030年

2035年

2040年

2045年

少する結果となり、人口減少や少子高

【資料：国立社会保障・人口問題研究所

齢化による活力の低下は、将来のまち

「日本の地域別将来推計人口：2018 年 3 月」】

づくりに大きな影響を与えます。

図 今治市の将来推計人口

●今治市内の民営事業所数は 8,629
事業所で、業種別の割合を見る

0.3%

0.7%

電気・ガス・熱供給・水道業

（他に分類されないもの）
7.8%

と、
「卸売業、小売業」が 26.7％

9.5%

6.7%

2.6%

食サービス業」の 12.2％、
「製造

0.1%

建設業

医療，福祉

教育，学習支援業

と最も多く、次いで、
「宿泊業、飲
業」の 11.8％などとなっていま

鉱業，採石業，砂利採取業

農林漁業

複合サービス事業、サービス業

製造業

生活関連サービス業，娯楽業
8.4%

11.8%
情報通信業，運輸業，郵便業

学術研究，専門・技術サービス業

5.0%

3.4%

す。

宿泊業，飲食サービス業
12.2%
不動産業，物品賃貸業

卸売業，小売業
26.7%

3.4%
金融業，保険業
1.5%

【資料：2014 年経済センサス基礎調査】

図 今治市内の産業別事業所数の割合≪民営事業所≫
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4．今後の方向性について
今治市の人口などは今後も減少を続けるとともに、少子高齢化が更に進行していくも
のと考えられます。
国は環境施策を通じ、
「持続可能な経済社会」の実現を目指す「第五次環境基本計画」
を閣議決定しました。その中で、
「第四次環境基本計画」の考え方を更に発展させ、
「地域
循環共生圏」の構築に向けた目指すべき社会の姿を達成するためのアプローチ手法とし
て、
「SDGs」の実現が地域の課題解決にも直結するものであることから、
「経済・地域・国
際」などに関する諸課題の同時解決を図ることで、
「将来にわたり、質の高い生活をもた
らすことにつなげていく」としています。
「第五次環境基本計画」で活用されている「SDGs」に掲げられた 17 のゴールについて
は、
「現行計画」で掲げられている環境施策と関わりの深い項目も含まれています。
そうした地域が抱える環境に関する諸課題の解決が国際的な課題の解決にも結び付く
ことを強く認識した上で、地域の環境保全活動に対するこれまで以上の積極的な取り組
みがより一層重要となります。
今治市においても、従来の「低炭素」、
「循環」、
「自然共生」
「安全・安心」の各分野の
個別的な対策に加え、地域全体で「持続可能な社会」を目指していく必要があります。
そのため、
「今治環境パートナーシップ会議」をはじめとする「市民」
、
「事業者」
、
「各
種団体」
、
「行政の連携」
、更には「他自治体（周辺自治体含む）」などとの広域連携による
幅広い関係者間で、
「パートナーシップの充実・強化」を図ることが求められています。
以上のようなことから、直面する多様な環境分野に関する諸課題に対し、同時解決に
向けた環境施策の更なる推進を図ることで、今治市内に存在する貴重な自然環境等の資
源を次世代へと確実に継承していく必要があります。

低炭素
循環

パートナーシップの

持続可能な

自然共生

充実・強化

社会の構築

安全・安心

≪統合的向上≫

≪地域循環共生圏≫

≪SDGs≫
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第３章

今治市が目指す将来の環境像と基本目標
3-1

今治市が目指す将来の環境像

昨今、発展途上国などの新興国における急速な人口の増加や経済進展に伴い、地球温
暖化や生物の多様性が損なわれるなど、様々な環境問題が発生し、国際社会が一致団結
して諸課題に取り組んでいくことが不可欠となっています。
私たちの日常生活において、社会経済活動と環境問題は密接な関係にあり、環境への
負荷が少ない社会を目指すためには、省エネルギーや省資源、再生可能エネルギーの利
活用、自然環境の保全などに向けた取り組みをより一層加速させて進める必要がありま
す。
今治市では、2011 年 4 月 17 日に「今治自然塾宣言」を行い、今治市内に広がる豊かな
自然と共存することによって、心の豊かさと幸せを感じられるまちづくりが今日まで進
められてきました。今後もこうした既存の地域の豊かな自然環境とともに、地球環境と
いう更に大きな視点を持ち、環境に配慮した暮らしを送ることが望まれています。
今後も今治市内に存在する豊かな自然環境との調和を図りつつ、先人たちから受け継
いできた地域の文化や歴史、自然環境を絶やすことなく、後世に確実に伝えていかなけ
ればなりません。
「第 2 次今治市総合計画」の将来像である『ずっと住み続けたい“ここちいい（心地好
い）”まち

いまばり

あの橋を渡って

世界へ

未来へ』を環境の側面から具現化し、

清らかな水と豊かな緑に恵まれ、今治市に関わる全ての人々が、潤いと安らぎを感じる
ことのできる地球環境にやさしいまちを次の世代に引き継いでいくことは、今治市の未
来にとって重要であることから、
「水と緑に包まれ

継承に取り組むまち

みんなで環境を想い、 保全と

今治市」を目指すべき将来の環境像として掲げます。

「第二次計画」では、国の「第五次環境基本計画」においても言及されている「SDGs」
の各目標の達成や、
「環境負荷の低減」と「経済の好循環」の両輪が実現するまちづくり
を実現できるよう、環境の側面から各種取り組みを推進していきます。

水と緑に包まれ みんなで環境を想い、
保全と継承に取り組むまち 今治市
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3-2

今治市が目指す基本目標

「第二次計画」では、今治市の地域特性を踏まえ、目指すべき将来の環境像を実現す
るため、5 つの基本目標を設定し、市民、事業者、各種団体などと連携の上、各目標の
達成に向けた環境施策を着実に推進していきます。
なお、2015 年に国連総会の場で採択された「SDGs」については、国においても推進本
部が設置され、各種取り組みが実施されています。
「SDGs」の各目標の達成に向けた様々な取り組みの推進については、国、地方自治
体、市民、事業者、各種団体など、各地域でそれぞれが役割を担いつつ、活躍するステ
ークホルダー（利害関係者）との間での連携が不可欠です。
今治市としては、地域が抱える環境に関する諸課題の解決が最終的には国際的な課題
の解決に結び付き、それが結果として世界や国の様々な関連する取り組みと連携するこ
とにもつながることを強く認識した上で、そのための手段として、
「第二次計画」を積
極的に活用していきます。

「第 2 次今治市総合計画」における今治市の将来像
ずっと住み続けたい“ここちいい（心地好い）”まち いまばり
あの橋を渡って 世界へ 未来へ

「第二次今治市環境基本計画」の着実な推進

「第二次今治市環境基本計画」における将来の環境像
水と緑に包まれ みんなで環境を想い、 保全と継承に取り組むまち 今治市

1．低炭素社会の形成
美しい地球を未来へつなぐまちづくり

3．安全・安心な社会の形成
安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

5．教育・学習・活動
みんなで環境を想い、行動するまちづくり
2．資源循環型社会の形成
限りある資源を大切にするまちづくり

4．自然共生社会の形成
水と緑に包まれた自然豊かなまちづくり
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地球温暖化対策実行計画

１．低炭素社会の形成

≪区域施策編≫内包

【関連する SDGs の主な目標】

～美しい地球を未来へつなぐまちづくり～
今治市は、瀬戸内の海上交通の要衝として海事産業が発達し、国内外の物流の拠点と
ともに、国内最大の海事産業集積地が形成されたことで、全国的な競争力を持つ食品や
石油・ガス等の大企業が集まっています。
「第 2 次今治市総合計画」でも言及されている多様な産業の
振興を図ることで、今治市における社会経済活動を成長させる
ことはもちろん、経済活動と環境負荷の低減が両立した持続可
能な都市の実現を図ります。
そのため、区域の温室効果ガス排出量の削減に向け、行政を
筆頭に市民、事業者への再生可能エネルギー設備の導入と省エ
ネルギー機器の設置や省エネルギー行動の選択など、地球温暖
化対策に資する積極的な様々な取り組みを促し、地球温暖化防
止を推進することで、地球環境に配慮した優しい暮らしを営む
まちを目指していきます。

【関連する SDGs の主な目標】

２．資源循環型社会の形成
～限りある資源を大切にするまちづくり～

持続可能な社会の実現に向けては、限りある資源を無駄にすることなく、大切に使っ
ていかなければなりません。
そのため、家庭や事業所から排出されるごみの減量に向け、今治市、市民、事業者、
団体などの多様な各種主体が協力の下、廃棄物の適正な排
出や地域特性に配慮した収集を行い、資源循環を推進して
いきます。
更に、日常生活におけるごみの適正な分別の徹底及び市
民や事業者への 3R 活動（リデュース・リユース・リサイ
クル）の啓発を継続して推進し、食品ロス等の削減に努め
るとともに、
「バリクリーン」の適正及び効率的な運用
と、廃棄物の適正処理や不法投棄対策を図ることで、限り
ある資源を大切にするまちづくりに向けて取り組んでいき
ます。
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【関連する SDGs の主な目標】

3．安全・安心な社会の形成
～安全・安心で快適に暮らせるまちづくり～
大気汚染や水質汚濁など、広域的な公害の改善に
向けた監視等の対策を今後も更に強化するととも
に、騒音防止や有害汚染物質の適正管理、空き家の
有効活用に取り組むことで、市民の健全な暮らしを
確保し、安全安心な生活を実感できるよう、身近な
生活環境の保全に努めていきます。
更には、今治市において日常生活や事業活動を営
む市民、事業者、各種団体等の環境保全活動に対す
る意識の高揚と取り組みに向けた連携を図り、波及
させていくことで、地域における環境美化をより一
層推進し、美しいまちづくりを進めていきます。

【関連する SDGs の主な目標】

4．自然共生社会の形成
～水と緑に包まれた自然豊かなまちづくり～

今後も継続して今治市内に存在する水辺や緑など、豊かな自然環境の保全と整備に努
め、多種多様な野生動植物が生息する場を守っていかなければなりません。
そのため、希少野生動植物の保護、特定外来生物や有害鳥獣に関する対策など、生物
多様性に関する各種取り組みの実施や自然とのふ
れあいの場を創出することで、水と緑に包まれた
自然豊かなまちづくりを推進します。
また、花や緑などの植物を適切に保全しつつ、
生き物が生息する自然環境を創出することによ
り、今治市に関わる全ての人々が豊かな自然との
共生を肌で感じることのできる快適な自然共生社
会を実現していきます。
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【関連する SDGs の主な目標】

5．教育・学習・活動
～みんなで環境を想い、行動するまちづくり～

地域の環境を継続して守っていくためには、個人の取り組みを地域全体へと波及させ
ていく必要があります。
そのため、今治市のホームページによる環境情報の発信や学校などの場における出前
授業やイベント内容の拡充を行い、市民、事業
者、各種団体等の参加による協働を促し、ネット
ワーク化を図ることで、個人や地域単位での環境
に関する自主的な活動の活性化を促していきま
す。
また、環境に関する活動への参加や意識啓発を
図るため、年齢を超えた幅広い世代に対する環境
学習を推進していきます。
市民、事業者、各種団体、今治市等の多様な主
体が連携・協働し、積極的に環境活動に取り組ん
でいくことで、今治市内の環境をより良いものと
していきます。
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第４章

今治市の環境を次世代へつなぐための施策
4-1

施策の体系

「第二次計画」が目指す将来の環境像の実現及び５つの基本目標の達成に向け、以下
の施策に基づき、環境に関する様々な取り組みを着実に推進していきます。
1．低炭素社会の形成～美しい地球を未来へつなぐまちづくり～

水
と
緑
に
包
ま
れ
み
ん
な
で
環
境
を
想
い
、
保
全
と
継
承
に
取
り
組
む
ま
ち
今
治
市

1-1 行政が率先して取り組む地球温暖化対策

「今治市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の推進

1-2 家庭や事業所における省エネルギー化の推進

省エネルギー行動に向けた情報発信

1-3 再生可能エネルギー設備の導入

公共施設等における再生可能エネルギー設備の導入、
エネルギーの地産地消の推進

1-4 地球環境に配慮したまちづくりの推進

フロン類対策の推進、酸性雨に関する情報収集・発信、気候変動適応策の検討

1-5 低炭素な移動手段の推進

移動時の温室効果ガス排出量の削減、物流の低炭素化の推進

2．資源循環型社会の形成～限りある資源を大切にするまちづくり～
2-1 廃棄物の適正処理や減量化の推進

廃棄物の適正処理・減量化の推進、3R の推進による資源循環の推進、安全・
安心な食育の推進、地産地消や有機農業の推進、不法投棄防止対策の推進

2-2 環境に配慮した暮らしの基盤づくり

廃棄物処理施設の適正及び効率的な運用、上下水道・合併処理浄化槽の
整備、生活排水に関する啓発

3．安全・安心な社会の形成～安全・安心で快適に暮らせるまちづくり～
3-1 良好な生活環境が確保されたまちづくりの推進

大気の常時監視の実施、水質の定期調査の実施と情報提供、有害化学物質
汚染防止対策の推進、公害に関する現状把握と意識啓発

3-2 安全・安心・快適に暮らしていける基盤づくり

住民主体の公園整備・維持管理と緑化意識の高揚、防災体制の整備、空き家
の適切な管理や除却の促進、アスベスト被害防止対策の推進、海岸事業の推進

3-3 美しいまちづくりの推進

良好な景観形成・保全と美化活動の促進、文化財や伝統文化の保存・活用・
継承

4．自然共生社会の形成～水と緑に包まれた自然豊かなまちづくり～
4-1

豊かな自然を守り育て次世代に返す基盤づくり

森里川海のつながりを意識した自然環境の保全、森林の多面的機能の整備、
環境保全型農業の推進、水と緑のネットワークの形成

4-2

生物多様性の保全

有害鳥獣による被害防止対策の推進、希少野生動植物の保護、特定外来生物
対策の推進

4-3

人と自然とのふれあいの確保

農林漁業との連携による交流事業の推進、自然環境保全活動の促進

5．教育・学習・活動～みんなで環境を想い、行動するまちづくり～
5-1

多様な場における環境学習・教育の推進

小中学校における環境学習・教育の推進、地域における環境学習・教育の推進

5-2

多様な主体と連携した環境保全活動の促進

パートナーシップによる環境保全活動の促進、環境保全活動を支える人材の
育成・確保、広域的な連携の推進、「SDGs」に関する普及啓発活動の推進
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4-2

施策の推進

既存資料や市民・事業者アンケート調査結果に基づいて取りまとめた「第 2 次今治市
環境基本計画策定の為の基礎調査（2018 年 3 月）
」、世界や国の動向及び今治市における
環境に関する課題を踏まえ、基本的には以下の【今後の取り組み】の全てが力を入れて
いくべきものであると位置付けた上で、その中でも更に重要となるものを重点として実
施していきます。
市民や事業者の方々におかれましても、行政との協働によって地域における環境をよ
り良いものとし、持続可能なまちづくりを進めるため、取り組みの記載内容をそれぞれ
の立場で読み替えることで、環境に対する配慮すべき指針として「第二次計画」を積極
的に活用していただければと思います。
なお、今治市の社会的な状況及び環境の現状に関する各種統計データや市民・事業者
アンケートの調査結果は、資料編に掲載しています。

１．低炭素社会の形成

地球温暖化対策実行計画
≪区域施策編≫内包

【関連する SDGs の主な目標】

～美しい地球を未来へつなぐまちづくり～
【取り組むべき主な課題】
◆「今治市地球温暖化対策実行計画
（事務事業編）」に基づき、今治市
が率先して環境に配慮した行動を
実践していくとともに、区域の温
室効果ガス排出量削減のため、今
治市の取り組みを市民・事業者へ
と普及させていく必要がありま
す。
◆地球温暖化問題の原因や解決策は
日々の暮らしに直結していること
から、市民一人ひとりが地球温暖
化対策の重要性を理解し、
「COOL
CHOICE」の推進などにより、ライ
フスタイルやビジネスス
タイルを環境の視点から
見直していく必要があり

【資料：温室効果ガスインベントリオフィス
全国地球温暖化防止活動推進センターHP（http://www.jccca.org/）】

図 一人当たりの二酸化炭素排出量≪2016 年度≫

ます。
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◆国の「エネルギー基本計画（第 5 次：2018 年
7 月）」で言及された再生可能エネルギーの主
力電源化に向け、今後も継続して今治市内で
の太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の
導入を促すことで、低炭素なまちづくりを推
進していく必要があります。
◆事業活動による地球温暖化の影響を抑制する
ため、再生可能エネルギー設備や省エネルギー機器の導入促進を図っていく必要があ
ります。
◆「環境マネジメントシステム」の認証取得や「無料省エネ診断サービス」に関する小
規模事業者への情報提供など、省エネルギー対策に資する関連情報の発信を積極的に
行い、事業活動の側面からの地球温暖化防止に取り組んでいく必要があります。

～参考～事業者の環境マネジメントシステムの取り組み状況
「関心はあるが、現時点では特別な対応はしていない」と回答した割合が全体的に高くなっています
が、「19 人以下」の事業所では、「特に関心はない（認証を取得するつもりはない）」と回答した割
合が最も高くなっています。
0%

19人以下

25%

(1)
14.3%

50人～99人

100人以上

認証を
取得
している

(1)
14.3%
(6)
37.5%

(3)
20.0%
(2)
15.4%

◆従業員数別：ｎ＝59

100%

(6)
37.5%

(7)
46.7%
(1)
7.7%

(5)
38.5%

(1)
12.5%

認証を取得する
予定であり、現在
準備中である

75%

(5)
71.4%

(4)
25.0%

20人～29人

30人～49人

50%

(5)
33.3%
(3)
23.1%

(4)
50.0%

大いに関心が
あり、現在情報を
収集している

(2)
15.4%
(3)
37.5%

関心はあるが、
現時点では特別な
対応はしていない

特に関心はない
（認証を取得する
つもりはない）

過去に認証を
取得したが、現在は
取得していない

無回答

【資料：第 2 次今治市環境基本計画策定の為の基礎調査≪2018 年 3 月≫】

図 従業員数別の環境マネジメントシステムの取り組み状況
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◆「パリ協定」の流れを受
け、温室効果ガスの排出
抑制等の「緩和策」に加
え、近年、地球温暖化に
起因すると考えられる豪
雨や猛暑日の増加など、
気候変動によって既に現
れている影響や中期的に
不可避な影響に対する
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200
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搬 150
送
人
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100
数
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各
年
50
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～
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）

搬送数

124

112

111

2015年
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2013年

2014年

「適応策」を検討していく

2017年

【資料：今治消防本部】

図 今治市内の熱中症救急搬送状況≪各年 6～9 月≫

必要があります。
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【資料：気象庁 HP】

図 松山気象台と今治観測所年平均気温の推移≪観測値と 5 年移動平均≫

◆「フロン排出抑制法」の周知による機器からの漏洩防止や適切な回収、
「ノンフロン
機器」への転換等を促進し、大気中へのフロン類の排出抑制を図っていく必要があり
ます。
◆高齢者等の交通弱者に配慮した公共交通のあり方に関する方策の検討や自転車利用の
促進など、低炭素な移動手段の確保に努めていく必要があります。
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【今後の取り組み】
※「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の温室効果ガス排出量削減目標
「第二次計画」の「１．低炭素社会の形成～美しい地球を未来へつなぐまちづくり～」
は、
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「地球温暖化対策実行計画（区域施策
編）」を内包するものであるため、2030 年度までの国や愛媛県の削減目標を踏まえ、今治市
としての温室効果ガス排出量の削減目標を以下の通りとします。
なお、今治市は本目標に基づき、今後も市民、事業者と連携を強化し、総合的に環境施策
を推進するとともに、環境に配慮した行動に積極的な姿勢で取り組み、区域における温室
効果ガス排出量の削減を図ります。

【今治市における温室効果ガス排出量の削減目標】
2030 年度までに、2013 年度比で 26.0％の温室効果ガス排出量の削減を目指します。

≪単位：千 t-CO2≫
目標年度
目標年度
（2030） （2030）
将来推計
削減目標
1,784
1,353

基準年度
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温室効果ガス排出量

1,829

≪うち CO2 以外≫

≪78≫

（千t－CO2）
2,000
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≪63≫

【削減率】将来推計比▲24.2％

基準年度ライン
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2.5％減少

【削減量】
476千t-CO2
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1,353 【削減目標】

1,000

基準年度比
▲26.0％
500

0
基準年度

目標年度 目標年度

（2013）

（2030）（2030）
将来推計

目標

図 今治市の温室効果ガス排出量の削減目標
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-26.0%

≪33≫ ≪-57.7%≫

【削減量】431千t-CO2

1,829

削減率

１-1：行政が率先して取り組む地球温暖化対策
①「今治市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の推進
◆公共施設の更新及び改修時には、省エネ機器への転換を
進めるとともに、ゴーヤなどのつる植物を利用した緑の
カーテン設置、庁舎内での節電や「ライトダウン」の実
施などによって、オフィスの省エネルギー化に積極的な

ライトダウンキャンペーン

姿勢で取り組みます。
◆今治市が率先して「クールビズ」や「ウォームビズ」の実践を行うことで、市民、事
業者に対する積極的な取り組みに向けた普及啓発を図ります。
◆環境に配慮した商品やサービスを選択する「COOL CHOICE 推進キャンペーン」を今治
市が一丸となって推進し、今治市内での浸透を図ることで、環境負荷の少ないライフ
スタイル・ビジネススタイルの市民・事業者・団体等の日常生活や事業活動への定着
に取り組むとともに、活動の輪の拡大を図ります。

１-2：家庭や事業所における省エネルギー化の推進
①省エネルギー行動に向けた情報発信
重点

◆「グリーン購入」や「エコマーク商品」等の普及を促すため、市民、事業者に対し、
「グリーン購入法」に適合した商品の情報提供による意識啓発に努めることで、環境
に配慮した消費行動を促進するとともに、今治市においても率先した行動に取り組み
ます。

重点

◆事業者に「無料省エネ診断サービス」や「環境マネジメントシステム」認証の取得に
関する情報を提供し、省エネルギー対策に取り組む事業者に向けた周知活動に積極的
に取り組むことで、事業活動における温室効果ガスの排出量削減に努めます。

重点

◆「愛媛県地球温暖化防止活動推進センタ－」のホームページなどを活用した家庭の省
エネルギーに関する効果を二酸化炭素排出量に換算して見ることができる「環境家計
簿」や「うちエコ診断」
、住宅の断熱性能の向上等に向けた啓発活動の実施により、
省エネルギー化に配慮した住宅の普及や関連する情報提供に継続して取り組みます。

重点

◆職住近接の「サテライトオフィス」や「テ
レワーク・フレックスタイム制」の導入、
ペーパーレス化に向けた各種取り組みに関
する情報発信に努めることで、通勤などに
よる温室効果ガス排出量や紙の使用量の削
減を図るとともに、仕事と育児・介護の両
立が可能な環境を創出し、生産性向上と
「働き方改革」にも寄与します。

【資料：環境白書】

図 「テレワーク」によるオフィスでの CO2 削減効果
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重点

◆愛媛県が行う「えひめクールシェ
ア」など、省エネルギーな行動に
つながるライフスタイルに関する
情報について、随時ホームページ
に掲載し、情報発信に努めること
で、家庭における市民の取り組み
の実践を促すとともに、学校での
理科の授業を活用した再生可能エ
ネルギー設備の見学会や実験など
を通して、エネルギーに対する知
識と関心を高めます。

【資料：温室効果ガスインベントリオフィス
全国地球温暖化防止活動推進センターHP（http://www.jccca.org/）】

図 「2010 年度家庭におけるエネルギー消費実態について」

「えひめクールシェア」ポスター

１-3：再生可能エネルギー設備の導入
①公共施設等における再生可能エネルギー設備の導入
重点

◆公共施設への太陽光発電システム設置や「バリクリーン」におけるごみ焼却時の燃焼
熱利用によるごみ発電、使用済み天ぷら油のバイオディーゼル燃料への再利用等を推
進することで、温室効果ガス排出量の削減に努め
ます。

重点

◆公用車更新時には、環境に配慮した低公害車（電
気自動車、ハイブリッド車、低燃費かつ低排出ガ
ス車等）の導入を積極的に推進するとともに、今
治市内における電気自動車の普及啓発に向けた充
電設備などのインフラの整備に努めることで、市
民、事業者の導入を促します。

しまなみアースランドの充電設備

②エネルギーの地産地消の推進
重点

◆今治市が実施する「新エネルギー等関連設備設置費補助金」による「燃料電池」
、
「蓄
電池」、
「ZEH」
、「長期優良住宅」等の国や愛媛県の施策と緊密に連携した各種支援制
度の拡充や新設を検討するとともに、ホームページなどを活用した積極的な情報提供
に努めることで、地域における再生可能エネルギー設備の導入拡大を図ります。
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◆事業者に向けた各種助成制度の周知活動を実施し、再生
可能エネルギー設備の導入促進を図るとともに、太陽光
発電設備におけるメガソーラー計画等の公共用地に関す
る情報提供に努めます。
重点

◆下水道終末処理場である「今治市下水浄化センター」に
おいて、汚水浄化の過程で発生する余剰ガスを利用した
発電を行い、施設内の電力エネルギーとして活用するこ
とで、エネルギーの地産地消による温室効果ガス排出量
の削減に努めます。

１-4：地球環境に配慮したまちづくりの推進
①フロン類対策の推進
◆愛媛県と連携し、フロン類を用いた空調機器等の適切な維持管理や専門業者を通した
適切な処分方法について、ホームページなどを活用した情報提供の実施による周知を
行います。

フロン類とは
「フロン」とは、「フルオロカーボン（フッ素と炭素の化合物）」の総称です。「フロン排出抑制法」では、
「CFC（クロロフルオロカーボン）」、「HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）」、「HFC（ハイドロフルオ
ロカーボン）」を「フロン類」と呼び
ます。
化学的に安定した性質で扱い
やすく、人体に毒性が小さいといっ
た性質を有していることから、エアコ
ン、冷蔵・冷凍庫の冷媒や、建物
の断熱材、スプレーの噴射剤な
ど、身の回りの様々な用途に活用
されてきました。
しかし、オゾン層の破壊、地球
温暖化といった地球環境への影
響が明らかになり、より影響の少な
いフロン類や他の物質への代替が
可能な分野から進められていま
す。
【資料：フロン排出抑制法ポータルサイト】

②酸性雨に関する情報収集・発信
◆酸性雨に関する検査を定期的に実施し、引き続き監視に努めるとともに、情報収集及
びホームページなどを活用した状況の発信に努めます。
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③気候変動適応策の検討
◆国による「気候変動適応法」の公布や愛媛県における関連する動向を注視し、気候変動
への「適応策」に向けた方向性を検討するための情報収集等に努めるとともに、市民、
事業者に対する意識の啓発や機運の向上を図ります。

気候変動適応策とは

【資料：A-PLAT 気候変動適応情報プラットフォーム HP】
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１-5：低炭素な移動手段の推進
①移動時の温室効果ガス排出量の削減
◆路線バスや鉄道等の公共交通機関の利用促進に向けて、
高齢者等の交通弱者に対する対応など、利用者ニーズに
合致した利用しやすい市民の足の確保に努めるとともに、温室効果
ガス排出量の抑制のため、市民、事業者の積極的な利用を促すこと
を目的とした広報活動を推進します。
◆自転車を利用した日常生活での移動や通勤の推奨など、地球環境に
やさしい取り組みに向けた啓発活動を実施し、車に依存しないライ
フスタイルの普及による温室効果ガス排出量の削減に努めます。

えひめクールチョイス大作戦
愛媛県では、「えひめクールチョイス大作戦」と題し、愛媛県の特色を生かした「省エネにつながる行
動」、「自転車通勤」、「温泉利用」の 3 つのクールチョイスを軸にした地球温暖化対策を実践するキャン
ペーンを行っています。
その中の一つの取り組みである「自転
車通勤」では、愛媛県民が総ぐるみで自
転車通勤を推進していくため、みんなで
一緒に励まし楽しみながら自転車通勤
等に挑戦する「えひめツーキニストクラブ
（2016 年 11 月）」が発足し、新たな
会員を募集しています。
更に「えひめツーキニストクラブ会員」、
「自転車ツーキニスト推進事業所」に対
「えひめツーキニスト応援隊」の登録事業所数
する特典の付与等が行われており、「自転車ツー
≪2018 年 5 月 29 日現在：16 店舗≫
キニスト」の拡大に向けた取り組みを応援する飲
食店、道の駅、宿泊施設等の事業所が登録され
【資料：愛媛県 HP】
ています。
重点

◆ホームページなどの広報媒体を活用した環境にやさしい「ノーマイカーデー（車に乗
らない日）
」や「ライドシェア（複数同乗）」
、
「アイドリングストップ」など、
「エコ
ドライブ」に関する普及啓発活動を今後も継続して実施します。

【資料：環境省 HP】
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②物流の低炭素化の推進
◆コンテナ貨物等の輸送時における温
室効果ガス排出量の削減を図るた
め、荷主と運送事業者などと連携を
図り、共同輸送や物流システムの情
報化等による効率の向上を事業者に
促すとともに、今治港を経由するコ
【資料：国土交通省 HP】

ンテナ貨物に対し、自動車から海上

図 「モーダルシフト」ロゴ

輸送等を利用した物流への転換を求
め、モーダルシフトによる低炭素化
を推進します。
◆昨今の通信販売や電子商取引の普及
に伴う宅配便の取り扱いや不在等の
再配達による温室効果ガス排出量抑
制のため、宅配ボックス・ロッカー
の設置等を促進し、宅配便の再配達
削減による物流の円滑・効率化を進
めることで、環境負荷の低減に努め

【資料：環境白書】

ます。

図 宅配便の取扱個数

みんなでできることがある ～1 回で受け取りませんかキャンペーン～
宅配便の再配達は、環境負荷の増加や社会的損失を招いていることから、再配達削減に向けて新
たな取り組みが必要となっています。様々な社会経済活動や日々の生活は、宅配便を含めた物流シス
テムによって支えられ、成り立っています。消費者（受取人）も、こうした社会的損失を幅広く理解し、
問題の解決に向けて参加していくことが大変重要で
す。
環境省では、地球温暖化防止のための普及啓発
を推進するための環境大臣をチーム長とした「COOL
CHOICE 推進チーム」の下で、「COOL CHOICE
できるだけ 1 回で受け取りませんかキャンペーン～み
んなで宅配便再配達防止に取り組むプロジェクト～」
を 2017 年 3 月に立ち上げました。
キャンペーンでは、経済産業省及び国土交通省と
連携しつつ、賛同した関係者の協力を得ながら、宅
配便を利用する国民に広く協力を呼びかけていくこと
としています。
【資料：環境省 HP】
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【関連する SDGs の主な目標】

２．資源循環型社会の形成
～限りある資源を大切にするまちづくり～

【取り組むべき主な課題】
◆１人１日当たりのごみ排出量や事業系ごみの排出量削減のため、引き続き「環境イベ
ント」
、
「リサイクル工房」の開催や 3R に関する各種取り組みを進め、再資源化と分
別排出の徹底等により、リサイクル量・率の向上を図っていく必要があります。
◆国の「第四次循環型社会形成推進基本計画（2018 年 6 月）」では、「SDGs」のターゲッ
トに倣い、家庭系食品ロスを 2030 年度に 2000 年度比で半減させる目標を掲げてお
り、地域の取り組みが国際的な目標達成に貢献することを意識し、生ごみの水切りや
乾燥、消費期限切れ食品や食べ残しの発生抑制などの啓発活動に努めていく必要があ
ります。

食品ロスについて
我が国の食品廃棄物等（食品廃棄物及び有価として扱われる物）の削減に向け、「食品循環資
源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）」に基づき、国、地方自治体及び事業者
等による各種取り組みが進められています。
この「食品リサイクル法」に基づく事業者からの報告等を基にした食品廃棄物等の量は、2015 年度
で約 2,842 万トンと推計されています。
また、食品廃棄物等のうち、本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう「食品ロス」については、
「SDGs」のターゲットの１つで、2030 年までに世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させることが
盛り込まれ、日本国内における食品ロスの量は、2015 年度で約 646 万トンと推計されています。
食品ロスの削減のため、消費者の取り組みの１つとして、「すぐに食べる」商品については、賞味期限
や消費期限がより長い商品を選択的に購入するのではなく、陳列順に購入することが挙げられます。

【資料：農林水産省・環境省 HP】

図 （左）食品ロス削減ロゴ・（右）食品ロス削減キャラクター「すぐたべくん」
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◆地産地消等に関する各種取り組み間との連携や生ごみ処理機等購入に対する補助制度
の拡充に努め、生ごみの減量化や食品ロスの削減に努めていく必要があります。
◆生活排水処理の適正化の更なる推進に向け、地域の特性を踏まえた公共下水道や集落
排水施設の整備事業を今後も引き続き推進し、合併処理浄化槽の普及により、単独処
理浄化槽から合併処理への転換を促していく必要があります。

【今後の取り組み】
2-1：廃棄物の適正処理や減量化の推進
①廃棄物の適正処理・減量化の推進
重点

◆自治会、子ども会、PTA 等の資源の集団回収やご
み減量活動団体への活動支援に努め、自治会等の
協力による適正なごみの分別・排出指導や啓発を
徹底することで、ごみの減量及び資源化率向上に
つなげます。
◆「ごみの減量化」について、広報等を通して積極
的に情報発信を行うとともに、各家庭には「ごみ
カレンダー」
、
「リサイクル通信」等を、各事業所
には「事業所ごみの手引き」をそれぞれ配布し、
排出抑制や分別排出に向けた適切な啓発活動を実
施することで、市民、事業者の関心を高めます。

リサイクル通信

◆市民に対する買い物時のエコバッグ利用をホームページや広報などを活用した啓発活
動の実施によって促進するとともに、事業者への包装資材（レジ袋等）削減や過剰包
装抑制に向けた協力を要請することで、事業系ごみの削減に努めます。
重点

◆水銀や医療廃棄物などの有害廃棄物の適正処理に向け、情報収集と市民・事業者への
情報提供による意識啓発に努め、安全なごみ処理の方法をアピールしていきます。
②3R の推進による資源循環の推進

重点

◆循環型社会の基本理念である 3R 推進のため、
「いまばり環境フェスティバル」、
「出前講
座」、副読本の配布等による「環境教育支援」
を実施するとともに、生ごみ処理機等の購入補
助や資源の拠点回収を今後も継続して行い、食
品ロス削減に向けた「3010 運動」に関する啓発
活動や雑がみの回収に努めることで、今治市
の実情に即した資源循環型社会の構築を目指
します。

48

今治市３R 推進イメージキャラクター
まだ使えるケン（犬）「あーるん」

「3010（さんまる いちまる）運動」について
「3010（さんまる いちまる）運動」とは、宴
会時の食べ残しを減らすためのキャンペーンで、
『乾杯後 30 分間は席を立たずに料理を楽しみ
ましょう、お開き 10 分前になったら、自分の席に
戻って、再度料理を楽しみましょう』と呼びかけ、
職場や知人との宴会の場で、一人ひとりが「もっ
たいない」という心がけを行うとともに、楽しく、美
味しく、宴会を楽しみながら食品ロスを削減して
いこうとする取り組みです。
【資料：環境省 HP】

重点

◆資源の排出先の多様化に対処するため、常設回収拠
点である「エコステーション」の運用を開始すると
ともに、スーパー等の各店舗が自主的に実施してい
る資源の店頭回収について、事業者と行政が緊密に
連携し、回収量の現況把握と情報提供に努めること
で、市民による資源の回収を促します。

重点

店舗の資源ステーション

◆小型家電の資源化については、小型家電回収ボック
スの設置場所に関する情報を広く広報を通して周知活動を行い、市民が利用しやすい
環境を創出し、より適切な回収場所の検討を進めるとともに、「バリクリーン」での
手選別による資源回収に努めます。
◆分別排出徹底の啓発及び指導に向けた「環境イベント」、
「リサイクル工房」等のイベ
ントを今後も継続して実施し、無駄な消費を抑制する生活スタイルの啓発活動に努め
ることで、市民意識の高揚を図ります。
③安全・安心な食育の推進
◆児童が栽培、収穫した農作物を学校給食で利用する「農作物栽培体験学習」や、地域
の特色や地元食材を生かした献立づくりなど、食育を通し、児童や保護者に対する啓
発活動に努めるとともに、伝統ある食文化の継承や地産地消と健全な食生活の推進に
より、限られた資源を大切に消費する持続可能な社会を構築します。
④地産地消や有機農業の推進

重点

◆「今治市食と農のまちづくり条例」に基づき、
「地
産地消の推進」
、
「食育の推進」
、
「有機農業の振興」
に努めるとともに、「地産地消今治ブランド週間」
の実施や食育と環境教育を一体的に推進し、
「減農
薬特別栽培米」等の地元産米の使用をはじめとする安全な農林水産物の安定供給体制
の確立と消費の拡大に伴う農林水産業の振興を図ることで、新たなライフスタイル・
ビジネススタイルの構築を行い、地域内における経済と資源の好循環を促します。
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⑤不法投棄防止対策の推進
重点

◆不法投棄対策として、定期的な巡回監視を今後も継
続して実施することで、不法投棄の監視・指導を行
うほか、関係機関との協力体制の強化を図ります。

2-2：環境に配慮した暮らしの基盤づくり

不法投棄防止看板

①廃棄物処理施設の適正及び効率的な運用
重点

◆廃棄物処理過程時の環境負荷低減と効率的なごみ処理
体制の運営に努めるとともに、市民に親しまれ、体験
型学習の開催等による啓発に資する施設でもある「バ
リクリーン」を積極的に活用し、資源循環型社会の構
築に努めます。
②上下水道・合併処理浄化槽の整備
◆「今治市水道ビジョン」に基づき、事業の効率化や経
費の節減を図るなど、水道システムを再構築します。

「バリクリーン」内部の展示パネル

◆雨水利用など節水の工夫の情報提供により、水を大切にする意識を啓発します。
重点

◆施設の統廃合による維持管理費低減、維持管理ノウハウの継承、広域化・共同化など
を実施し、計画的な施設整備に努めるとともに、合併
浄化槽設置や維持管理に関する補助などによる効率的
な汚水処理体制の実現と、地域の実情に即した排水処
理施設の整備に努めます。
③生活排水に関する啓発
◆「下水道促進ポスター」や「下水道いろいろコンクー
ル」への応募をはじめとした情報提供や啓発活動を実
施し、市民一人ひとりに対する意識啓発による生活排
水の改善を図ります。

デザインマンホール

「下水道いろいろコンクール」について
「下水道いろいろコンクール」とは、全国の小中学生及び一般の方を対象として、9 月 10 日の「下水
道の日」にちなんで、下水道に興味を持ち、理解を深め、下水道の健全な発達に役立つことを目的とし
て行われています。

【資料：公益社団法人日本下水道協会（JSWA）HP】
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【関連する SDGs の主な目標】

3．安全・安心な社会の形成
～安全・安心で快適に暮らせるまちづくり～

【取り組むべき主な課題】
◆ごみやタバコのポイ捨て等について、今後も啓発活動の実施と「市民大清掃」をはじ
めとした美化活動に継続して取り組むことで、生活環境の保全と向上を図っていく必
要があります。
◆地域住民主体の公園管理や整備を進め、災害時の避難場所としての機能拡充などを図
っていく必要があります。
◆周辺の生活環境向上のため、
「今治市空家等対策計画」の推進や「今治市老朽危険空
家除却事業」等を活用した空き家の適切な管理や除却を促し、空き家や空き地の解消
に向けた具体的な対策を進める必要があります。
◆各地域が協力の下、貴重な歴史を次世代に伝え、文化財の保存や史跡等の整備に努め
るとともに、近代化遺産の観光資源としての活用や、市民共有の財産である文化財の
情報発信活動に取り組む人材育成等を行っていく必要があります。

【今後の取り組み】
3-1：良好な生活環境が確保されたまちづくりの推進
①大気の常時監視の実施
重点

◆快適な生活環境保全のため、今後も愛媛県と連携して二酸化硫黄、降下ばいじん、窒
素酸化物、微小粒子状物質（PM2.5）などの大気質の監視を継続し、調査データをホ
ームページ等に掲載します。
②水質の定期調査の実施と情報提供

重点

◆ため池周辺の清掃や環境省主催の「全国水生生物調査」の周知による市民参加型の水
生生物調査とともに、処理場の見学会を今後も開催し、水環境を学ぶ機会の創出によ
る市民の意識啓発に努めます。
水質階級と指標生物の関係
水質階級

川の水の汚れ

種類数

指標生物

水質階級 I

きれいな水

10 種類

水質階級 II

ややきれいな水

８種類

水質階級 III

汚い水

６種類

イソコツブムシ類、タニシ類、ニホンドロソコエビ、シマイシビル、ミズカマキリ、ミズムシ

水質階級 IV

とても汚い水

５種類

アメリカザリガニ、エラミミズ、サカマキガイ、ユスリカ類、チョウバエ類

アミカ類、ナミウズムシ、カワゲラ類、サワガニ、ナガレトビケラ類、ヒラタカゲロウ類、
ブユ類、ヘビトンボ、ヤマトビケラ類、ヨコエビ類
イシマキガイ、オオシマトビケラ、カワニナ類、ゲンジボタル、コオニヤンマ、コガタシマ
トビケラ類、ヒラタドロムシ類、ヤマトシジミ

【資料：環境省 HP】
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重点

◆快適な生活環境の保全のため、海水浴場、公共用水域、地下水における定期的な水質
検査を愛媛県などの関係機関と連携して実施し、ホームページ等に掲載することで、
きれいな水質の保全に向けた市民の意識を高めます。

重点

◆愛媛県と連携し、特定施設を設置する工場や事業場に対する排水基準の遵守徹底等の
啓発と定期的な立入検査を行い、管理・運転状況の確認と指導徹底に努めるととも
に、届出内容についての審査･確認を徹底します。
◆水産事業者と連携した海底ごみの計画的
な回収や処分など、市民、事業者との協
働による水辺環境の向上に向けた美化活
動を今後も継続して実施することで、「マ
イクロプラスチック」を含む海洋ごみな
ど、広域的な環境問題の解決に向けた取

【資料：環境省】

図 「プラスチック・スマート」ロゴ

り組みを推進します。

海洋ごみに関する愛媛県の取り組みについて
愛媛県では、海洋ごみの発生抑制のため、小学校 4～6 年生及び中学生を対象に「えひめ海ご
み調査隊」として、海洋ごみに関する体験型学習会を開催しています。
❖講義
愛媛県の海岸に流れ着く海ごみの種類の現状や発生源を
知り、普段の生活の中で、ごみを適正に処分することが海洋ご
みの発生抑制につながることを学習します。
❖海洋ごみ回収ゲーム
参加者が各チームに分かれ、ゲーム形式で海岸のごみを回
収し、得点の高かった上位 3 チームが表彰されます。
❖海ごみアート作成
海岸漂着物を材料にした「海ごみアート（みきゃんオブ
ジェ、ダークみきゃんオブジェ、フォトフレーム）」等を作成し
ます。

「えひめ海ごみ調査隊」

「講義」の様子

「海洋ごみ回収ゲーム」の様子

「海洋ごみアート」作成の様子
【資料：愛媛県 HP】
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③有害化学物質汚染防止対策の推進
重点

◆今後も愛媛県と連携し、「PRTR（環境汚染物質排出・移動登録）制度」の普及や各種
法令の遵守徹底を求めるとともに、事業所等への環境負荷低減に関する保健所からの
情報を広報やチラシ等を活用して提供することで、周知活動に努めます。
④公害に関する現状把握と意識啓発

重点

◆適切な地点での自動車騒音に関する常時監視の測定を今後も継続して実施し、調査デ
ータをホームページ等に掲載することで、市民に対する情報提供に努めます。

重点

◆特定施設、特定建設作業等の監視を今後も継続して実施し、発生原因を特定するとと
もに、事業者への各種規制の遵守や適切な対策を図るよう指導と啓発に努めます。

重点

◆不法な野外焼却の対策を図ることは、良好な生活環境の維持や環境負荷の低減に資す
る重要な取り組みであることから、今後も関係機関と連携の上、廃棄物等の不法な野
外焼却の監視・指導や禁止等の周知の徹底により、不適正処理の防止に努めます。

3-2：安全・安心・快適に暮らしていける基盤づくり
①住民主体の公園整備・維持管理と緑化意識の高揚
重点

◆地域住民や各種団体との協働で公園整備を進め、地域主
体の維持管理を促し、災害時の避難場所としての機能拡
大を図ると同時に、今治市内の公共空間における市街地
緑化の推進による一体的な緑を創出することで、潤いと
安らぎのあるまちづくりを進めます。

重点

◆「今治市緑のまちづくり基金」を活用した結婚記念樹苗
木の配布、
「いまばり緑化フェア」の実施、
「緑の相談所」
での「園芸講習会」の開催や「緑の少年団」に対する支
援等による緑化活動の活性化を促進するとともに、屋上
緑化や生垣化、ガーデニングに関する情報提供に努め、

緑の相談所

緑化意識の高揚を図ります。
②防災体制の整備
◆「今治市地域防災計画」、
「ハザードマップ」等に基づき、国や愛媛県の被害想定に即し
た修正を踏まえ、関係機関と連携した地域防災体制の整備を図ります。
◆市街地における良好な環境の確保や市民の生命・健康を守るため、
「今治市耐震改修促
進計画」に基づき、住宅の耐震化を積極的に支援するとともに、庁舎などの公共施設や
ライフラインの工事を順次実施し、耐震性の向上を図ります。
◆市民、事業者、行政の連携によって地域防災能力を高めるため、各種広報や出前講座
を実施し、自主防災組織の設置や活動を支援します。
◆大雨等に伴う土砂崩壊や道路寸断等を未然に防ぐため、がけ崩れや土砂流出の恐れが
ある危険箇所に対し、砂防施設の整備による防災対策工事をより一層推進するととも
に、災害防止に向けた必要な規制と災害危険箇所の把握に努めます。
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③空き家の適切な管理や除却の促進
◆管理が行き届かない空き家の環境面等での問題を未然に防止するため、
「今治市空家等
対策計画」に基づき、市民の理解と協力を得ながら適切な維持管理、除却、有効活用な
どを促すことで、周辺の生活環境の向上に努めます。
④アスベスト被害防止対策の推進
◆アスベストの建築物解体現場などからの大気中への飛散防止のため、各種対策の徹底
とともに、愛媛県と連携・協力を図り、被害の未然の防止に向けた支援を推進します。
⑤海岸事業の推進
重点

◆港湾・海岸施設の機能充実や安全・安心の確保と延命化を図るため、海岸保全施設の工
事による計画的な整備や維持管理を推進し、海岸の侵食や越波などから背後地を守り
ます。

3-3：美しいまちづくりの推進
①良好な景観形成・保全と美化活動の促進
重点

◆地域の特色ある景観形成と保全のため、「市民大清掃」
等での市民、事業者、各種団体との連携・協働による美
化活動を実施するとともに、ホームページ等を活用して
地域の景観に関する情報を発信し、広報活動に努めるこ
とで、意識啓発を図ります。

重点

◆「今治市景観マスタープラン」や「今治市景観計画」に
沿った各種取り組みの推進や、重点地区の指定による地域
住民との連携・協力した良好な景観形成と啓発活動に努め
るとともに、
「愛媛県屋外広告物条例」に基づく規制に関
する啓発活動を推進することで、屋外広告物の適正化を行
います。
◆タバコの吸殻やごみのポイ捨て、ペットのふん害防止に向
け、マナー啓発看板の貸し出しや「FM ラヂオバリバリ」を
活用した啓発活動の実施により、市民のマナー向上に努め
ます。
◆地域の美化や緑化活動に取り組む市民、事業者、ボランティア清掃活動団体等の各種
団体に対する支援に努めるとともに、
「ボランティア・サポート・プログラム」、
「えひ
め愛ロード運動」や「愛リバー・サポーター制度」への参加の呼びかけ、地域単位での
協働によるまちづくり活動の活性化と組織の育成に努めます。
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②文化財や伝統文化の保存・活用・継承
重点

◆長い歴史の過程において地域で培われてきた個性を守り育てるとともに、未来へとつ
ないでいくため、
「指定文化財保存事業費補助金」等を活用した整備や文化財マップの
作成等による情報発信、
「今治市郷土芸能団体」等の伝統的な祭りや行事の保存及び継
承を推進します。
◆埋蔵文化財等の保全に向けた各種調査を継続して実施し、状況把握に努めることで、
文化財の保護に努めます。
◆近代化遺産の観光資源化を模索し、
「登録文化財制度」による登録の検討を進めること
で、文化遺産としての価値を高め、今治市の歴史・文化の歩みを明らかにするととも
に、後世に伝えていきます。
◆「妙見山古墳」や「阿方貝塚」の
保全活動等を今後も継続して実
施し、今治市内各地に残されてい
る貴重な文化財の保存・活用を図
るとともに、文化財保護活動に取

妙見山古墳

り組む市民団体や人材の育成を
支援します。

◆文化施設に関する情報発信や各施設間の連携強化、歴史や文化財に関する刊行物の販
売、発掘調査報告書の刊行など、地域の歴史的・文化的資産の存在に関する積極的な情
報発信を実施し、
「エコツーリズム」等との連携を図ることで、地域内外の交流をより
一層促進します。

日本遺産：村上海賊について
尾道市と今治市が共同で申請した「”日本最大の海賊の本拠地”：芸予諸島－よみがえる村上
海賊”Murakami KAIZOKU”の記憶」が 2016 年 4 月に日本遺産に認定されました。
日本遺産とは、地域の歴史的魅力や特色を通じ、文化・伝統を語るストーリーを日本遺産として
文化庁が認定するもので、ストーリーを語る上で欠かせない魅
力溢れる有形・無形の様々な文化財群を地域が主体となって
総合的に整備・活用し、地域の活性化を図るものです。
宣教師ルイス・フロイスが『日本最大の海賊』と称した「村上
海賊」は、14 世紀中頃から瀬戸内海で活躍した能島・来島・
因島に本拠を構えた三家からなり、連携と離反を繰り返しつつ
も、お互いに強い同族意識を持っていました。
一族は海の難所である芸予諸島で培われた海上機動力を
背景として、戦国時代には瀬戸内海の広い海域を支配し、国
内の軍事・政治や海運の動向を左右する力を有していました。
しかし、単に船を奪い、金品を略奪するのではなく、掟に従っ
て航海の安全を保障し、瀬戸内海の交易や流通の秩序を守
る役目を担っていました。
猩々陣羽織（しょうじょうじんばおり）
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【関連する SDGs の主な目標】

4．自然共生社会の形成
～水と緑に包まれた自然豊かなまちづくり～

【取り組むべき主な課題】
◆森林が持つ多面的な機能の増進を図り、災害対策と
水源林としての森林を守るために、
「水源の森基金」
などの活用による保全と育成を行い、適切な整備を
継続して実施することで、森里川海を含む自然環境
を保全しつつ、林産物の供給を促進し、森林資源の
有効活用に努めていく必要があります。
◆「イノシシ」などの有
害鳥獣対策として、防護
柵の設置や狩猟免許の取
得などの取り組みを進
め、農作物等への被害の
防止に努めていく必要が
あります。
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【資料：今治市】

図 野生鳥獣による農作物への被害金額

か所存在し、開発行為などが規制されています。今後も愛媛県など関係機関や岡山理
科大学等の高等教育機関、各種団体等と緊密に連携し、希少野生動植物の生息環境の
保全を図っていく必要があります。
◆特定外来生物については、愛媛県や周辺自治体と関連情報を共有し、今治市内への侵
入防止及び繁殖防止を図り、生態系及び人的被害を予防していく必要があります。
◆深刻化する環境問題への理解を深めると同時に、自分の暮らしを見つめ直し、地球環
境問題に取り組むことを目指して「しまなみアースラン
ド」内の「今治自然塾」において、
「環境教育プログラ
ム」を実施します。また、身近にある貴重な自然環境を
守り育て、多くの生き物とふれあうことができる環境教
育の場を設け、広く情報発信に努めていく必要がありま
す。
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【今後の取り組み】
4-1：豊かな自然を守り育て次世代に返す基盤づくり
①森里川海のつながりを意識した自然環境の保全
◆豊かな自然の恩恵を持続可能なものとする
ため、自然が本来持つ力を引き出すことに
よって森里川海の恵みが循環し、関係性を
意識した総合的な環境整備と保全を進める
とともに、市民参加型の自然観察会や企業
と連携した林業体験の開催等による学びの
場と機会を創出することで、人と森林との
関係の回復を図り、多様な生物の生息・生
育の場である森里川海のつながりを意識し
た保全活動を推進します。

【資料：環境省 HP】

②森林の多面的機能の整備

図 「森里川海」のサイクル

◆森林の持つ水源涵養機能などの多面的機能の高度
化を図るため、
「水源の森基金」などを活用した水源林の保全と育成を行い、複層林
化を含む森林の適切な整備と維持管理に今後も継続して努めるとともに、林産物の供
給による森林資源の積極的な利用を推進します。
③環境保全型農業の推進
◆有機・無農薬栽培、低農薬栽培、化学肥料の低減や使用量削減等に関する指導と啓発
に努めることで、環境負荷の低減に伴う地球温暖化防止や生物多様性の保全に効果の
高い営農活動を支援し、環境保全型農業の普及を進め、今治市が取り組む地産地消と
の連携を図るとともに、畜産事業者による家畜糞尿の適切な処理を推進します。
④水と緑のネットワークの形成
◆公共施設の緑化や水路整備等による市
街地のヒートアイランド対策を推進
し、誰もが快適に水辺散策を楽しめる
環境の創出に向けて、愛媛県などと連
携の上、周辺景観や自然環境と調和し
た水辺整備を行います。
◆川や海の水辺の整備時には、環境に配
慮した工法を採用した護岸整備を行い、水質

【資料：気象庁 HP】

図 「ヒートアイランド現象」の概念

の濁りの発生防止対策など、開発とバランス
が図られた自然環境の保全に努めるとともに、動植物の多様性の保全に向けて、「ア
マモ場造成事業」による小学校での環境教育やアマモ播種活動等を今後も継続して実
施します。
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4-2：生物多様性の保全
①有害鳥獣による被害防止対策の推進
重点

◆有害鳥獣による人的・農林水産物への被害防止に
向け、防護柵設置や新規狩猟免許取得に対する支
援とともに、耕作放棄地の有効活用や整備など、地
域住民との協働による鳥獣被害に遭わない集落づ
くりを「有害鳥獣対策室」を中心に、岡山理科大学

箱檻に捕獲されたイノシシ

獣医学部等と連携を図りながら総合的に推進します。
②希少野生動植物の保護
重点

◆身近な自然や野生動植物等
に関する理解と生物多様性
の保全に関する意識の高揚
を図るため、市民、事業者が
参加した動植物の自然観察
会等の開催による学習機会
の充実を図りつつ、生物多様
性に関する世界・国・愛媛県
等の情報を把握するととも
に、地域における保全活動を
担うリーダーやコーディネ
ーター等の人材育成に努め
ます。

重点

◆各種工事の際には、「今治市
土地開発行為に関する指導

【資料：環境省、生物多様性 HP】

要綱」に基づき、希少野生動植物の保護と

図 生物多様性について

生息・生育環境保全の配慮に関する指導
や助言を事業者に行うとともに、
「愛媛県レッドデータブック 2014」を活用し、愛媛県
や各種関係団体等と連携・協力した情報交換や広報活動の実施による保全活動の定着、
取り組みの拡大に向けたネットワーク構築を促進します。
重点

◆「愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条
例」に基づく「特定希少野生動植物保護区」に
関する情報提供とともに、貴重な生物を守るた
めのモニタリング、草刈や定植の実施による自
生地拡大を図り、湿地の保全や湿地植物、「ナ
ゴヤダルマガエル」、「カスミサンショウウオ」
カスミサンショウウオ

等の保護に努めます。
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③特定外来生物対策の推進
重点

◆今治市で生息が確認されている「カミツキガ
メ」など、在来種の生態系に影響を与える特
定外来生物に関する情報提供等を通して、市
民の関心と理解を高めるとともに、生息調査
の実施や、関係機関と連携し、今治市外から
の侵入防止及び繁殖防止対策を行うなど、生

伯方町で捕獲されたカミツキガメ

態系及び人的被害の予防に努めます。

4-3：人と自然とのふれあいの確保
①農林漁業との連携による交流事業の推進
重点

◆農林漁業事業者や各種団体等の関係者と連携し、豊かな自然を活用した体験学習の実
施や「グリーンツーリズム」
、
「エコツーリズム」等の実施による自然とふれあう機会や
場を創出するとともに、今後も観光パンフレットや今治市観光情報サイトによる情報
発信を継続することで、市民の今治市内の豊かな自然環境を愛する心を育みます。
②自然環境保全活動の促進

重点

◆身近な地域の森や水辺について、
「しまなみアースランド」内にある
「今治自然塾」において「環境教育
プログラム」や「森育」を開催する
など、学ぶ機会や場を今後も継続し
て設けるとともに、各種団体と連携
しまなみアースランド学習棟

し、広く参加者を募ることで、体験
や教育等による保全活動に関する
各種取り組みを促進します。

◆今治市が今後も積極的に地域の自然や保全活動に関する各種団体の活動状況などを把
握し、広く情報提供に努めることで、より一層の意識の高揚と地域における各種団体
等の具体的かつ自主的な自然環境保全活動に関する様々な取り組みを促進します。
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今治市における自然環境の保全に向けた活動
今治市内にある「今治城（吹揚城）」は、天下を決した「関ヶ原の戦い」における戦功により、伊
予半国の 20 万石を拝領した「藤堂高虎」が瀬戸内海に面した海岸に築いた大規模な平城であり、
1602 年に築城が開始されて、1613 年頃に完成したと推測されています。
海水が引かれた広大な堀や、城内の港として国内最大級の船入を備えた日本屈指の海城で、
1635 年からは「松平（久松）」氏の居城となりました。
その後、徳川幕府による約 260 年間に及ぶ幕藩体制が終焉を迎え、明治維新後には、建造物
のほとんどが取り壊され、内堀と主郭部の石垣を残すのみとなりました。
更に 1953 年には、愛媛県の指定史跡となり、1980 年以降は主郭部跡に天守をはじめとする
櫓、門などの再建が進み、雄大な城郭を見ることができます。
そのような長い歴史を持つ今治城は、瀬戸内海から 100m 程度の距離にあり、水路で今治港と
繋がっていることから、潮の干満によって堀の水位が変化する特性を持ち、堀の石垣からしみ出す淡水
には、豊富な栄養分が含まれ、植物プランクトンを生み、これを餌に動物プランクトンや貝類が増え、
魚類が集まることで、淡水の川や池、海洋に比べ、多くの生き物が生息し、生物の多様性に富んだ場
所となっています。
今治市では、1953 年に愛媛県の指定史跡となって以降、公園として草刈りの実施など、人の手
による適切な管理が継続して行われてきた結果、今日まで貴重な自然環境が保たれています。
また、今治城のそうした自然環境を守ることを目的に、観察会や保全活動など、様々な取り組みが
市民の方々等によって行われています。

「今治城（吹揚城）」における自然観察会の様子

（左）城の石垣の「イヌノフグリ」と（右）「ツメレンゲ」
【資料：今治市】
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【関連する SDGs の主な目標】

5．教育・学習・活動
～みんなで環境を想い、行動するまちづくり～

【取り組むべき主な課題】
◆今後の今治市のまちづくりを担う子どもたちをはじめ、世代を越えた環境教育・学習
の推進や地域における各主体間の連携による市民、事業者、行政の協働を積極的に図
ることで、今治市内で生活と事業活動を営む全ての人々が環境について考えを巡らす
し、具体的な環境保全活動に取り組んでいく必要があります。

～参考～市民が実施している環境保全活動等の比較
「古新聞や空き缶等、資源ごみの回収活動」と回答した割合が年代を問わず高いですが、「18～
29 歳」は「どれにも参加していない」と回答した割合が他の年代より高く、「ご家庭での省エネ等に関す
る取組」と回答した割合が他の年代より低くなっています。
また、年齢層が高くなると、実施している環境保全活動の種類は多くなっています。
0%

18～29歳

30～39歳

25%

(2)
11.8%

(2)
11.8%

50%

(2)
11.8%

(17)
29.3%

75%

100%

(7)
41.2%

(3) (1)
5.2% 1.7%

(11)
19.0%

(4)
23.5%
(18)
31.0%

(6)
10.3%

(2)
3.4%

(1) 0.7%
40～49歳

50～59歳

(34)
23.6%

(15)
10.4%

(38)
29.7%

60～69歳

(58)
24.5%

70歳以上

(64)
25.0%

(1) 0.7%

(5) (4)
3.5% 2.8%

(25)
17.4%

(47)
32.6%

(8) (3)
(25)
6.3% 2.3%
19.5%
(3) 2.3%
(11) (9) (4)
(47)
4.6% 3.8% 1.7%
19.8%

(41)
32.0%

(77)
32.5%

(8)
3.1%

(66)
25.8%

(3) 1.2%
(19) (7)
7.4% 2.7%

(48)
18.8%

ご家庭での省エネ等に関する取組
植物や川・池の生物等の調査や観察会
動植物の保護や里山の保全等の活動
古新聞や空き缶等、資源ごみの回収活動
環境に関する講演会や勉強会等への出席
その他

◆年齢別：ｎ＝393

(1) 0.8%
(3) 1.3%

(4) (8)
2.8% 5.6%
(1) 0.8%
(2) (6)
1.6%4.7%

(5)
2.1%

(5) 2.0%

(17) (6)
7.2% 2.5%
(1) 0.4%
(5) (19)
(11)
2.0% 7.4%
4.3%

ご家庭での太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入
植樹等の緑化活動
地域での清掃活動や、道路等のごみを拾う活動
歴史的建造物や文化財等の保護活動
どれにも参加していない
無回答

【資料：第 2 次今治市環境基本計画策定の為の基礎調査≪2018 年 3 月≫】

図 実施している環境保全活動等

◆市民団体等と協働でのイベントの実施による意識啓発を図
り、「環境イベント」、「リサイクル工房」等への参加を促
すことで、ネットワークの拡大による環境保全活動に向け
た取り組みの波及に努めていく必要があります。
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◆市民などへの環境保全活動に向けた取り組みを促すた
め、「愛媛県環境マイスター派遣制度」を活用した環境保
全に関する学習会や講演会の開催等による自発的な活動
の輪を広めていく必要があります。
◆事業者への情報提供や財政的支援策として、特に小規模
事業者への事例紹介等の情報提供や財政面の支援拡充に
よる環境保全に向けた意識啓発を図る必要があります。

～参考～事業者が環境保全に向けた取り組みを進める上で、行政に望むこと
「環境保全のための情報提供」と回答した割合が全体的に高くなっていますが、「19 人以下」の事
業所では、「環境保全のための具体的な行動の事例を事業者に紹介する」や「税制上の優遇措置、
補助金の交付、低金利融資等」の割合が最も高くなっています。
0%

19人以下

20人～29人

30人～49人

25%

(3)
21.4%

(2)
14.3%

(8)
19.0%
(4)
16.0%

50人～99人

(5)
19.2%

100人以上

(4)
18.2%

50%

(1)
7.1%

(1)
7.1%

(8)
19.0%
(1)
4.0%

75%

(2)
14.3%

(9)
21.4%

(3)
21.4%
(3)
7.1%

(1)
7.1%

(6)
14.3%

(10)
40.0%

(7)
16.7%

(7)
28.0%

(4)
15.4%

(7)
26.9%

(3)
13.6%

100%

(2)
7.7%

(6)
27.3%

(2)
9.1%

(1)
7.1%
(1)
2.4%

(1) (1) (1)
4.0% 4.0% 4.0%
(7)
26.9%

(2)
9.1%

(1)
3.8%

(5)
22.7%

環境保全のための具体的な行動の事例を、事業者に紹介する

環境保全のための技術指導や講演会の実施

環境保全のための情報提供

環境関連の相談窓口の設置

環境保全のために、市民や他の事業所と連携するための仕組みづくり

税制上の優遇措置、補助金の交付、低金利融資等

行政が率先して環境にやさしい商品等を積極的に購入する

その他

無回答

◆従業員数別：ｎ＝59

【資料：第 2 次今治市環境基本計画策定の為の基礎調査≪2018 年 3 月≫】

図 環境保全に向けた取り組みを進める上で、行政に望むこと

◆市民、事業者への環境情報の提供のため、多様な媒体を活
用した広報活動を実施し、要望を的確に把握した上で、発
信方法と内容に工夫を凝らしていく必要があります。
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【今後の取り組み】

5-1：多様な場における環境学習・教育の推進
①小中学校における環境学習・教育の推進
◆「こどもエコクラブ」の活動に対し、今治市が積
極的な支援を行うことで、若い世代に対する環境
学習・教育の推進による人材育成と環境保全活動
の輪を広めるとともに、
「四国地方 ESD 活動支援
センター」等の各種団体と連携して「ESD」の視点
を踏まえた環境学習プログラムの普及に努めま
【資料：文部科学省 HP】

す。

図 ESD の概念

◆小中学校における環境教育を目的とした自然・農
林漁業の体験の場において、家庭や地域と連携を図り、子ど
もたちの身近な環境に対する理解と親しみを深めるととも
に、
「バリクリーン」等の廃棄物処理施設や排水処理施設等の
見学・体験教室を定期的に開催し、情報発信に資する啓発イ
ベントを利用して環境の大切さを伝えていきます。
②地域における環境学習・教育の推進
◆市民、事業者への環境保全に関する情報提供のため、ホーム
ページや「広報いまばり」
、「SNS」などの「ソーシャルメデ

ィア」を含めた多様な媒体を活用するとともに、市民、事業者との情報の共有化に努
めることで、今治市内における環境保全活動に関する状況の把握と要望に的確に応え
るための具体的な各種支援策等の取り組みを検討し、地域における今後の環境保全活
動に活かします。

「マチイロ」～広報いまばりがスマホで読める！
今治市の広報紙である「広報いまばり」をより多くの方々
にいち早く提供できるよう、スマートフォン用広報紙の配信ア
プリとして「マチイロ」が導入されています。
この「マチイロ」アプリをダウンロードすると、毎月スマートフォ
ンやタブレットに最新の「広報いまばり」の内容が配信され、
場所や時間を問わずに内容を読むことができます。

【資料：今治市 HP】

図 「マチイロ」のロゴ
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◆公民館などの地域における生涯学習の実施時に
は、環境学習・教育に関する講座等をプログラ
ムに取り入れ、市民の環境意識の向上に努める
とともに、年齢や地域に即した環境に関する情
報を提供することで、新たな発見による学びと、
それに伴う今後の環境に関する自主的な各種取
り組みを促します。

5-2：多様な主体と連携した環境保全活動の促進
①パートナーシップによる環境保全活動の促進
重点

◆「今治エコライフコンテスト」の継続した開催を通して、市民、事業者、各種団体によ
る省資源や省エネルギー活動などの自主的な取り組みを促すことで、地域の力を強化
し、今治市内における様々な環境保全活動に向けた流れをより一層広めます。

「今治エコライフコンテスト」について
今治市では、「今治エコライフコンテスト」が毎年度開
催されています。
内容としては、市民の方々が家庭や地域、学校、職
場などの日常生活の中での積極的な省エネや省資
源、リサイクル等に取り組んでいる事例や環境保全のた
めのアイデアを募集し、それらを共有することで、エコ活
動に関する取り組みの輪を広げ、環境保全活動につな
げています。

受賞された皆さんと市長

❖取り組みの例…我が家の節電術、使用済みの紙や包装紙などの再利用法、エコクッキング、生ごみ
の堆肥づくり、グリーンカーテン、エコ通勤やエコドライブ等の環境に関する各種取り組
み など
❖アイデアの例…節電、節水、ごみ減量、自然エネルギーの利用等の環境に関する柔軟な発想のアイ
デア など
◆地域が一体となった環境保全活動の推進のため、
「第二次計画」の着実な実施に向けた
進捗状況の報告と今後の方向性などを審議する「今治環境パートナーシップ会議」の
開催のほか、
「今治市環境報告書」の毎年度の作成・公表により、環境に関する情報提
供に今後も継続して努めることで、市民、事業者、各種団体、行政の円滑な連携を図り
ます。
◆環境保全活動に関連するイベントの開催に対し、今治市が積極的な支援を行うこと
で、プログラムや内容の拡充等を図るとともに、各市民団体等と環境保全活動に関す
るネットワークづくりに努めることで、市民、事業者の参画・協働を進める上での核
となる組織間の連携・協力の更なる強化を推進します。
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◆事業活動における環境への配慮に向けた各種取り組みが図られるよう、国や愛媛県の
融資制度等について、ホームページなどを活用して広く周知活動を実施することで、
小規模事業者に対する環境保全に関連した事例の紹介等の意識啓発や計画的な資金運
用に関する情報提供により、職場における環境保全に向けた各種取り組みを促しま
す。
②環境保全活動を支える人材の育成・確保
◆地域における環境学習の講師・指導者の確保のため、関係機関、各種団体間との交流や
情報収集・発信と紹介等に努めることで、今治市が積極的に各種取り組みを支援する
とともに、円滑な連携が図られるよう、情報の共有に努めます。
重点

◆「愛媛県環境マイスター制度」に関する広報等を活用した周知活動の実施と関係機関
や各種団体、事業者等との交流を深めるとともに、各主体の取り組み内容に応じ、制度
を柔軟に活用できる仕組みづくりを検討します。
③広域的な連携の推進

重点

◆海洋ごみや大気汚染など、地域等が複雑に絡み合う広域
に渡る環境問題の状況の把握や原因の解明に向け、今治
市内の各地域はもちろん、近隣自治体や国、愛媛県等を
はじめ、各種団体や大学等の高等教育機関との連携・協
力を推進し、広域的な各種取り組みへの積極的な参加を
募ることで、環境に関する諸課題の同時解決に努めます。
④「SDGs」に関する普及啓発活動の推進

重点

◆今治市の職員に対する「SDGs」の理念や意義等についての理解を促すため、外部の有識
者等を招いた勉強会を開催するとともに、市民、事業者等に対し、
「SDGs」のそれぞれ
の目標を達成するための取り組みに関する講座を開設し、
「SDGs」の考え方を活用した
「地域循環共生圏」の実現に向けた意識啓発に努め、環境に関する諸課題の同時解決
を図ります。
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第５章

計画の推進体制及び進行管理
5-1

計画の推進体制

「第二次計画」で掲げられた施策や、各種取り組みの実施にあたっては、地域の各主体
の参画と連携による推進が不可欠であることから、
「庁内推進委員会（仮称）」を設置し、環
境施策に関する庁内の合意形成等、関係各部署との調整を図ります。
また、市民、事業者、環境保全活動団体、行政等の各主体が
参加する「今治環境パートナーシップ会議」では、地域間の連
携と協働により、
「第二次計画」で掲げた施策や、それに基づ
く各種取り組み等の進捗状況を継続的にチェックしていくこ
とで、今治市内の良好な環境の創出のためのより効果的な取り
組みに関する検討を行います。
更に、各主体が環境に関する取り組みを進める上での問題と
なる課題等の情報交換や意識の共有を積極的に図ることで、環
境保全活動における各主体間の連携を促します。
今治市環境審議会
諮問・答申

今治環境パートナーシップ会議

今治市
市 長

市 民

報告・指示

自治会

相互連携

環境保全活動団体

第二次今治市環境基本計画

など

第二次今治市環境基本計画の推進

庁内推進委員会（仮称）
調整

相互連携による環境活動

報告・
指示

関係各部署

各種団体

事業者

商工会議所

組 合

事務局

消費者団体

業界代表

市民環境部環境政策課

など

など

連絡・調整

図 計画の推進体制
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5-2

計画の進行管理

「第二次計画」を着実に推進し、実効性のある計画としていくため、Plan（計画の立案）、

Do（計画の実行）、Check（計画の進捗状況点検・評価）、Action（計画の見直し）の
「PDCA サイクル」に基づき、これらの一連の流れを繰り返し行い、計画の進行状況の把握
に努めて課題を解決していくことで、継続的な改善を図ります。
また、策定後は、
「第二次計画」及び個別計画に基づく各種事業を実施し、その結果につ
いては、
「今治市環境報告書」の作成と公表を行い、各種会議で今治市の環境に関する報告
及び意見を聴取することで、今後の環境施策の進め方や将来の環境像、基本目標の達成に
向け、その時の社会動向を考慮しつつ、施策の見直し等を中間年度時点で適宜検討するこ
ととします。

Plan

計画の立案
・第二次今治市環境基本計画
≪区域施策編内包≫の策定

Action

計画の見直し
・環境施策の適宜見直しの検討

Do

PDCA サイクル
による
継続的な改善

計画の実行
・第二次今治市環境基本計画及び個
別計画に基づく各種事業の実践

Check

計画の進捗状況点検・評価
・今治市環境報告書の作成及び公表

図 計画の進行管理
・今治環境パートナーシップ会議及び
環境審議会での報告や意見聴取

図 計画の進行管理
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今治市市⺠環境部環境政策課
〒794-8511

愛媛県今治市別宮町 1 丁⽬ 4 番地 1

TEL︓（0898）-36-1632
FAX︓
（0898）-32-5211
E-mail︓Kankyou@imabari-city.jp

