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平成１３年３月 

北広島市 



“環境の大切さを理解し、行動できるひとづくり、 

環境からの恵み豊かなまちづくり”をすすめます 
 
 

私たちは、今日、都市・生活型公害、身近な

自然環境の減少などの環境問題をはじめ、地球

の温暖化、オゾン層の破壊など、地球的規模で

の問題に直面しています。そして、これらの問

題は、身近なものから地球規模に及ぶものまで、

私たちの日常生活や事業活動に密接に関わっ

て生じています。 
こうした環境問題を北広島市における問題

として適切に把握し、一人ひとりの全ての行動

を環境への負荷の少ないものへと変えていく

ことにより、良い環境を守り育てるとともに、

次代を担う子どもたちに引き継いでいくこと

が私たちの責務として求められています。 
このことから、市では、平成 12 年３月に制定した北広島市環境基本条例に基

づき、環境施策の基本的な方向を示す北広島市環境基本計画を策定いたしまし

た。 
北広島市環境基本計画では、環境への負荷の少ない循環型社会を構築してい

くための道すじを示す長期的な目標を掲げるとともに、その達成のための 10 年

間になすべき具体的な施策を明らかにしています。 
市は、「豊かな自然に抱かれ、環境からの恵み豊かな環境都市」を目指し、こ

の計画の着実な推進と皆様の規範となる率先行動に努めて参ります。 
市民・事業者の皆様におかれましてもこの計画の主旨をご理解いただき、そ

れぞれの立場で環境の保全及び創造に向け、自主的、積極的な取組を進められ

るとともに、市を含めた全ての皆様の連携による取組へのご協力をお願い申し

上げます。 
最後に、この計画の策定にあたり、数多くの貴重なご意見・ご提言をお寄せ

いただいた市民の皆様、熱心にご審議いただきました環境審議会の委員の方々

に心からお礼申し上げます。 
 

平成 13 年３月 

北広島市長 本禄 哲英 
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