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平成２１年３月、本市は、めざす環境像を「環境から創る 健全で恵み豊かなまち やまぐち    

～ひと、まち、歴史と自然が好循環するまちをめざして～」とする山口市環境基本計画を策定しま

した。 

 本計画では、毎年度の進行管理において、取組みが着実に展開されているか、その結果、目標に

向けて環境がどのように改善されているか、といったことを継続的に点検・評価するため、環境保

全施策の実施状況等をとりまとめた年次報告書を作成し、公表することとしています。 

平成２７年３月、東日本大震災の影響や平成２２年１月の旧阿東町との合併による市域拡大など

により、環境を取り巻く情勢が大きく変化したことから環境基本計画を改定しました。 

今回公表する平成２７年度版環境概要（平成２６年度実績）は、改定前の環境基本計画の施策体

系に基づいて作成する最後の環境概要となり、平成２６年度の進行管理指標の実績値や主な取組状

況を掲載しています。 
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