
ごみを
減らそう！

レッドデータブック
生物多様性保全のための資料とし
てレッドデータブックをつくっていま
す。レッドデータブックは絶滅のおそ
れのある野生の動植物を選び、生息
の現状や問題点などをまとめたもの
です。レッドデータブックは県のホー
ムページにも掲載されています。

たくさんの種類の生きものが、お互い
に関係し合いながら、いろいろな環境
の中で、存在していることを生物多様
性と呼んでいます。

生物の多様性を守るために、自然に対
する正しい知識を持ち、適度な距離で
接しましょう。

身近な自然に触れて生きものに関心を

持つことが大切だよ。自然を守るために

はどうすればいいのかを、考えてみよう。

人の手によって、とても長い時間をかけ
て築いてきた生物多様性が危機にさら
されています。愛媛県では、絶滅のおそ
れがある野生の動植物を調査したレッ
ドデータブックをつくりました。その中で
二ホンカワウソやエヒメアヤメなど
1,773種の生きものに絶滅のおそれ
があるとしています。

　ニホンカワウソ／写真提
供：愛媛県立とべ動物園　
　エヒメアヤメ／撮影者：松
井宏光　　ハッチョウトン
ボ／撮影者：久松定智　　
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野生動物に
えさをあたえない1

むやみに野生の
植物をとらない2

外来生物 (本来
生息していない
生物)を自然の中
に持ち込まない
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　　　  愛媛県
レッドデータブック
H P

プール約3,566杯

わたしたちの家庭から出るごみは、

愛媛県全体で約45万2,000トン（平成30年度）。

これは、25mプールで、約3,566杯になる量です。

県民一人1日当たりのごみ排出量は

895グラム（全国平均は918グラム）になります。

約45万2千トン
※ごみの比重0.3t/㎥、小学校の25m
プール：長さ25m×幅13m×深さ1.3m
＝422.5㎥として算定しています。

平成30年度 総排出量
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一人1日あたり排出量（単位：g）
ごみの量は

毎年少しずつ

減っているね。

他にもいろんな
マークがあるので

探してみよう

環境にやさしいマーク
右のようなマークを見たことはありませんか。環境に配慮したつ
くりかたをしているものや環境にやさしいものなどに、マークが
ついています。身のまわりのものでマークを調べてみましょう。

右のようなマークを見たことはありませんか。環境に配慮したつ
くりかたをしているものや環境にやさしいものなどに、マークが
ついています。身のまわりのものでマークを調べてみましょう。

エコマーク グリーンマーク

省エネ

ラベリング制度

再生紙使用マーク
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