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本書は、「広島市環境の保全及び創造に関する基本条例」第９条に規定する、本市の環境の状況

及び環境に関する施策の実施状況等を明らかにした年次報告書です。 

平成 19 年(2007 年)６月に改定した「広島市環境基本計画」において、計画の進捗状況を定量的、

客観的に評価するため、計画に定めた「数値管理指標」を中心にフォローアップし、年次報告書に

おいて取りまとめることとしており、この年次報告書に記載しております。 

 

 



は｠ じ｠ め｠ に｠
｠

都市の発展に伴う人口の集中や産業の集積、また、現代社会の繁栄を支えてきた大量

生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、身近な環境に影響を及ぼすだけでなく、

地球温暖化やオゾン層の破壊など地球規模で環境に大きな負荷を与えています。｠

本市では、持続的発展が可能な社会の構築を目指すとともに、地球環境の保全に貢献

していくため、平成11年(1999年)に「広島市環境の保全及び創造に関する基本条例」を

制定し、平成13年(2001年)10月に、条例の内容を具体化した「広島市環境基本計画」を

策定しました。｠

平成19年(2007年)６月には、環境政策に関する社会状況の変化に対応するため、「広

島市環境基本計画」を改定し、「ゼロエミッションシティ広島の推進」と「地球温暖化対

策の推進」を重点施策に位置付けました。｠

ゼロエミッションシティ広島の推進については、平成21年（2009 年）３月、平成25年

度(2013年度)を目標年度とする「ゼロエミッションシティ広島を目指す第２次減量プロ

グラム」を策定しました。このプログラムでは、１人１日当たりのごみ排出量を、ごみ

の５種類分別収集開始以降で最も少なかった昭和60年度（1985 年度）の実績値である765

グラムとする目標などを掲げています。｠

地球温暖化対策の推進については、平成21年（2009 年）11 月、2050年までに温室効

果ガス排出量を平成２年度(1990年度)比で70％削減する目標を掲げた「広島カーボンマ

イナス70－2050 年までの脱温暖化ビジョン－」を策定しました。｠

環境問題の解決には、行政だけでなく、市民や事業者などあらゆる主体が、自らの問

題として捉え、取り組む必要があります。本市は、これらの条例や計画に基づき、市民、

事業者などとの協働のもとに「ひとにやさしい環境をまもり、つくる都市」を目指して

います。｠

なお、「広島市環境基本計画」は、平成 22 年度（2010 年度）をもって計画期間が満了

するため、現行施策の実施状況や社会情勢の変化等を踏まえ、新たな広島市環境基本計

画の策定に向け取り組んでいます。｠

本書は、平成21年度(2009年度)の広島市の環境の現状と「広島市環境基本計画」に掲

げる諸施策の実施状況を取りまとめたものです。｠

本書が幅広く活用され、効果的な環境保全活動の取組の一助となれば幸いです。｠

｠

平成23年（2011年）3 月｠

広島市長｠ 秋｠ 葉｠ 忠｠ 利｠

｠

｠

｠

｠
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