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環境白書の発刊にあたって

　平成24年版茨城県環境白書をここに公表いたします。

　今日の私たちは，経済の発展や利便性の追求により，快適な生活を実現しております。

一方で，こうした社会経済活動は環境への負荷を増大させ，大気汚染や水質汚濁，廃棄物

の不法投棄など身近なものから，地球温暖化やオゾン層の破壊などの地球規模のものまで

幅広い問題を引き起こしており，その対応は喫緊の課題となっております。

　このような中，本県では，平成23年度をスタート年とする新たな県総合計画「いきいき 

いばらき生活大県プラン」におきましても，地球温暖化対策を推進する「低炭素社会実現

プロジェクト」や水質浄化に取り組む「泳げる霞ヶ浦再生プロジェクト」を重点プロジェ

クトに位置付け，環境への負荷を低減しながら持続可能な社会の構築に向け，施策を展開

しているところです。

　また，昨年３月に発生した東日本大震災及び原子力災害は，大量に発生したがれきなど

の災害廃棄物の処理，放射性物質の拡散による影響や電力不足への対応など，環境分野に

おいても多くの課題をもたらしました。

　こうした課題も含め，より複雑かつ深刻化する環境問題に適切に対応するため，県とい

たしましては，引き続き，地球温暖化対策の推進，資源循環型の社会づくり，湖沼環境の

保全，健全な森林の育成など，あらゆる方策に積極的に取り組んでまいります。

　私たちが直面する環境問題を着実に解決し，誰もが安心して暮らせる茨城県としていく

ためには，行政における諸施策の推進はもちろんのこと，事業者や県民の一人ひとりも環

境問題に関心をもち，県民総ぐるみで環境に配慮したライフスタイルを実践していくこと

が重要です。

　この環境白書は，茨城県環境基本条例に基づき，本県の環境の状況並びに環境の保全及

び創造のため講じた施策を取りまとめた年次報告書です。本書が，県民の皆様の環境に対

する理解を深め，環境の保全並びに創造のための具体的な行動を展開していくための一助

となれば幸いです。
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