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表紙写真 

 
【元町配水場】 

本市の水道は横浜に次ぐ日本で２番目の近代水道として，

１８８９（明治２２）年に給水を開始して以来，人口の増加

や生活水準の向上，産業経済の発展などに伴い，現在まで６

次にわたる拡張事業を経て，今年度で１３０周年を迎えま

す。 

写真の元町配水場にある中区配水池は，本市の水道の創設

時に建設されたもので，現在もその役割を果たしている日本

最古の配水池です。 

場内には，展望広場や散策路，噴水池などが設けられてい

るほか，春にはソメイヨシノの桜が美しく，訪れる人々の憩

いの場となっています。 

企業局では，再生可能エネルギーの活用や，資源の有効利

用などによる環境負荷の低減に取り組みながら，今後も良質

な水の安定的な供給に努めていくこととしています。 
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近年の環境を取り巻く世界の動向を見ると，２０１５（平成２７）年に持続可能な開発

目標（ＳＤＧｓ）を掲げる「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」や地球温暖化

対策の新たな枠組みとしての「パリ協定」が採択されたほか，海洋プラスチックごみ問題

や食品ロス，生物多様性の損失など，地球規模での環境問題に対する国際的な取組が活発

化してきています。 

国内ではこうした国際的な動向を踏まえ，様々な取組を展開していくこととしており，

関連法を整備するとともに各種計画等を策定しながら，各分野の施策を推進していこうと

しています。 

環境にかかわる問題のほとんどが人々の生活や社会経済活動によるものとされています

が，私たちの暮らしが美しく豊かな環境のもとに成り立っていることを強く認識する必要

があるとともに，将来の世代に豊かな環境を守り，引き継いでいくことは，私たちの重要

な責務です。そのために必要となる持続可能な社会の実現をめざして，地球温暖化対策や

自然保護，廃棄物の発生抑制など，一人ひとりが環境に関する認識を深め，環境に配慮し

た行動を実践していくことが極めて重要です。 

 本市は，１９９９（平成１１）年度に「函館市環境基本条例」と「函館市環境基本計

画」を定め，２００９（平成２１）年度には函館市環境基本計画を第２次計画に改定し，

総合的かつ計画的に様々な環境保全施策を推進しています。 

また，２０１０（平成２２）年度に「函館市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」

を策定し，市民・市民団体，事業者，市が連携する実行組織「函館市地球温暖化対策地域

推進協議会」を設置して，具体的な対策を進めるとともに，２０１５（平成２７）年度に

は，第２次函館市一般廃棄物処理基本計画を第３次計画に改定し，廃棄物の面からも循環

型社会の実現に取り組むなど，今後も，環境保全施策を着実に推進するための体制を整え

ながら，より良い環境づくりに取り組んでまいります。 

 この白書は，函館市環境基本条例に基づく年次報告として，市内の環境の現況や市の施

策の実施状況を中心に取りまとめて発行するもので，皆さまが環境への関心と理解を深

め，具体的に環境保全に取り組んでいくための一助となれば幸いです。 

 

 

  ２０１９（令和元）年９月 

                          函館市長 工 藤 壽 樹 
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