
県では昨年、『県民とともに築く「安心」「活力」「発展」の大分県』を基本目標とした新

しい長期総合計画「安心・活力・発展プラン２００５」を策定しました。

この計画の「安心」の分野における重点戦略の一つとして『豊かな天然自然・磨き輝き

戦略』を掲げており、県民総参加による「ごみゼロおおいた作戦」の推進により、本県の

大きな魅力である豊かな天然自然に磨きをかけ、全国に誇れる美しく快適な大分県を創造

していくこととしています。

また、新しい長期総合計画の環境面における部門計画として、新環境基本計画「ごみゼ

ロおおいた推進基本プラン」を昨年１１月に策定しました。この計画では、目指すべき環境

の将来像を「天然自然が輝く 恵み豊かで美しく快適なおおいた」とし、その実現に向け

て「豊かな自然との共生と快適な地域環境の創造」「循環を基調とする地域社会の構築」「地

球環境問題への取組の推進」「環境産業の育成」「すべての主体が参加する地域社会の形成」

を基本目標に掲げています。今後、「ごみゼロおおいた作戦県民会議」等県民の皆様のご

意見を伺いながら、この計画の着実な推進を図ってまいります。

さて、これからの環境保全対策は単に保全するにとどまらず、環境に磨きをかけ、地域

の発展につなげていくことが大切であると考えています。昨年１１月には、竹田市、九重町

にわたる「くじゅう坊ガツル・タデ原湿原」が、保全すべき重要な湿地等の保護を目的と

したラムサール条約に登録され、その優れた自然環境が国際的に評価されているところで

すが、県としても地域の皆様方のこうした活動等を支援していくこととしています。

また、２１世紀は３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を核として、環境問題に正

面から立ち向かう自治体、企業こそが持続的に発展していく時代であると考えています。

県内では、新たに開発した竹製の建築用木材接合具が、リサイクルのしやすさを評価さ

れ、愛知万博の日本政府館に使われたり、国内最大規模の木質資源を燃料としたバイオマ

ス発電所の建設が始まるなどしており、今後とも環境関連産業の育成のため、積極的に研

究開発や技術開発支援などを進めていきます。

この白書は、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１７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。本書を通して、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一助としていただければ幸いです。

平成１８年１月

環境白書の刊行に当たって

大分県知事

広 瀬 勝 貞
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