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環境白書の刊行に当たって

　本県では、平成15年から「ごみゼロおおいた作戦」を展開し、県民総参
加による美しく快適な大分県づくりを進めてきました。
　これまで、県民一斉ごみゼロ大行動やキャンドルナイト、レジ袋無料配
布の中止の取組など、県民、事業者、NPO団体など各主体に参加いただき、
互いに協働しながら、県民総参加の運動として定着してきています。
　しかしながら今日においても、私たちの暮らしや事業活動に密接に関わ
っている地球温暖化や廃棄物問題など、引き続き取り組むべき様々な課題
が残されています。また、本年3月の東日本大震災を契機として、エネル
ギー問題に伴う節電、省エネの取組や放射能汚染問題への対応が一層求め
られるようになりました。
　こうした中、ごみの減量化と適正処理の推進を一層図るため、本年３月には、第３次の大分県
廃棄物処理計画を策定するとともに、７月には大分県地球温暖化対策地域推進計画を改訂し、家庭、
業務、運輸の各部門ごとに取組を見直し、実効性が確保できるよう目標値を掲げ、その達成に向
けスタートしたところです。
　また、地球温暖化とともに地球規模の環境問題となっているのが生物多様性です。昨年10月に
生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）が名古屋市で開催され、生物多様性保全に向けた気
運が高まる中、県においても、本年3月に「大分県生物多様性おおいた県戦略」を策定し、「知ろ
う 活かそう つなごう おおいたの自然といのちの輝き」をスローガンに取組を推進しているとこ
ろです。
　これらの課題を乗り越えていくためには、私たち一人ひとりが、自らの行動をもう一度見直し、
環境負荷を低減する取組を一つひとつ重ねていくとともに、それぞれが連携・協働しながら環境
への負荷の少ない持続可能な社会づくりを目指していく必要があります。
　折しも、本年度は、「ごみゼロおおいた作戦」推進の基本プランである「大分県新環境基本計画」
の見直しを行っており、今後も、改訂計画に基づいて、本県の恵み豊かな自然環境を次世代へ継
承していくことができるよう「ごみゼロおおいた作戦」を推進し、県民の皆様とともに考え、行
動し、安心して心豊かに暮らせる大分県づくりに取り組みます。
　この白書は、平成22年度における本県の環境の現状と環境保全のために実施している施策をと
りまとめたものです。県民の皆様には、本書を通して環境問題への関心と理解をより一層深めて
いただくとともに、環境保全活動に取り組む際の参考としていただければ幸いです。
 平成23年12月　

大分県知事

広  瀬  勝  貞
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