
大分県環境白書 1

　本県は、緑あふれる山野、大地を潤す清らかな河川、変化
に富んだ海岸線、源泉数、湧出量ともに日本一を誇る温泉資
源のほか、国東半島・宇佐地域の世界農業遺産、日本ジオパー
クに再認定された姫島、豊後大野に加え、平成29年６月にユ
ネスコエコパークに登録された祖母傾山系など、多彩で豊か
な自然環境に恵まれています。
　しかしながら、私たちは現在、生物多様性や自然環境の保
全、豊かな水環境の創出や大気汚染対策、地球温暖化や再生
可能エネルギー導入をめぐる諸問題への対応、そして、環境
保全活動の担い手確保など、依然として様々な課題に直面し
ています。特に、本県の自然環境や日常生活に深刻な被害を与えた平成29年7月の九州
北部豪雨、９月の台風第18号は、地球温暖化によりさまざまな変化や影響が生じること
が懸念される中、豪雨災害として、深い爪痕を残しました。
　かけがえのない恵み豊かな環境を将来の世代へ継承するため、本県では、平成28年３
月に「第３次大分県環境基本計画」を策定し、同年４月からは、12年間取り組んだ「ご
みゼロおおいた作戦」の成果を生かしさらにステップアップさせ、環境保全活動を通じ
て地域活性化を図る「おおいたうつくし作戦」を展開しています。
　中でも、本年開催する国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭や、来年のラグビーワー
ルドカップという国民的行事を前に、「環境を視点としたおもてなし」の輪を広げるた
め、商店街等と連携した「うつくしショーウィンドー」を実施しました。「おおいたう
つくし作戦」のけん引役である「うつくし推進隊」も平成30年２月１日現在で130団体
となるなど、環境保全活動の裾野拡大についても取組を強化したところです。
　今後とも、県民、民間団体、事業者、行政等の全ての主体が参加し、連携・協働しながら、
目指すべき環境の将来像「天然自然が輝く　恵み豊かで美しく快適なおおいた」づくり
に努めてまいります。
　この白書は、平成28年度における本県の環境の現状と環境保全のために講じた施策の
内容並びに平成29年度に実施している施策についてとりまとめたものです。本書を通じ
て、県民の皆様が環境問題についての関心をさらに高め、その理解をより一層深めてい
ただくとともに、具体的な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30年３月

大分県知事

広  瀬  勝  貞

環境白書の刊行に当たって
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