
1大分県環境白書

環境白書の刊行に当たって

　本県は緑豊かな山野、清らかな河川、変化に富んだ海岸線、県土面積の28％

を誇る広大な自然公園や、源泉数、湧出量ともに日本一を誇る「おんせん県お

おいた」を支える温泉資源のほか、国東半島・宇佐地域の世界農業遺産、日本

ジオパークに認定された姫島・豊後大野など、有数の自然環境に恵まれていま

す。

　こうした環境を未来に継承するため、「天然自然が輝く　恵み豊かで美しく

快適なおおいた」を目指し、平成15年度より自然保護や地球温暖化防止対策な

ど様々な環境問題に取り組む「ごみゼロおおいた作戦」を展開し、全国に誇れ

る美しく快適な大分県づくりを進めてきました。これまでの活動の結果、県民、事業者、NPOなど様々

な主体が互いに協働しながら、環境問題に取り組む県民総参加の運動として年々広がりを見せており、取

組の成果も着実に現れてきております。

　しかしながら、生物多様性の危機や、不法投棄などの廃棄物の不適正処理、光化学オキシダント及び

PM2.5等の大気汚染問題、人類の生存基盤を脅かす地球温暖化問題など、依然として様々な課題に直面し

ており、その態様も多様かつ複雑なものになってきております。

　これらの課題を解決するため、生物多様性や水環境保護意識の醸成を目的とした活動の促進や、循環型

社会づくりを目指した発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）の３R推進、

「九州エコライフポイント」といった温室効果ガスの排出抑制対策、地域における環境保全活動の担い手

拡大など、様々な施策を効果的に展開し、今後も県民の皆様とともに、共有の財産である豊かな自然環境

の維持・向上に努めてまいります。

　来年度は、「ごみゼロおおいた作戦」推進の基本プランである「大分県環境基本計画」が計画期間満了

を迎えます。これまでの成果を検証するとともに、より多くの課題を解決するため県民の皆様のご意見を

伺いながら、次の10年の施策推進に向けて新たな計画を策定してまいります。

　この白書は、平成25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27年３月

大分県知事

　 広 瀬 勝 貞
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