
豊かな自然を守り，環境と調和した生活を送ることができる県 

 

計画の概要図 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1．地球温暖化対策の推進 1-1 地球温暖化の防止

1-2 再生可能エネルギーの利用と導入促進

2．地域環境保全対策の推進 2-1 大気環境の保全

2-2 水環境の保全

2-3 土壌･地盤環境の保全

2-4 化学物質の環境リスク対策

2-5 放射性物質による環境汚染対策

3．湖沼環境保全対策の推進 3-1 霞ヶ浦の総合的な水質保全対策

3-2 涸沼･牛久沼の水質保全対策

4．資源の有効利用と廃棄物の適正処理の推進 4-1 3R(リデュース･リユース･リサイクル)の推進

4-2 廃棄物の適正処理

4-3 不法投棄等の防止

5．生物多様性の保全と持続可能な利用 5-1 生物多様性の保全

5-2 自然公園等の保護と利用

5-3 森林･平地林･農地の保全

5-4 河川等水辺環境の保全と活用

6．快適で住みよい環境の保全と創出 6-1 都市地域の緑の保全と快適な生活環境の創出

6-2 歴史的環境･自然景観の保全と活用

6-3 自然災害への対応

7．各主体が学び協働することによる環境保全活動の推進 7-1 環境教育･環境学習等の推進

7-2 各主体の環境保全活動と協働取組の促進

7-3 国際的な視点での環境保全活動の促進

8．環境の保全と創造のための基本的施策の推進 8-1 環境情報の収集･管理･提供

8-2 グリーン･イノベーションの推進

8-3 総合的な環境保全対策の推進

施策体系 

 低炭素社会の実現 

 循環型地域社会の実現 

 自然と共生する社会の創出 

 みんなが参画する持続可能な社会の実現 

基本目標 

環境の将来



 

地球温暖化対策の推進に向けて，地球温暖化の防止，再生可能

エネルギーの利用と導入促進に関する施策を展開します。 

●地球温暖化の防止 
温室効果ガスの排出抑制対策，二酸化炭素の吸収源対策，地球温
暖化への適応策 

●再生可能エネルギーの利用と導入促進 
公共施設等における再生可能エネルギーの利用の促進，再生可能
エネルギーの導入促進 

 

◆各主体に期待する取組例 
県民･民間団体 事業者 

一人ひとりがライフスタイル

を見直すとともに，他者や他の

主体にも働きかけ，県民総ぐる

みによる地球温暖化対策に向け

た低炭素型のライフスタイルの

定着を目指す。  

｢茨城エコ事業所登録制度｣

の登録や ISO14001･エコア

クション 21 の認証等の取得を

促進し，温室効果ガスの排出抑

制に努める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

地域環境保全対策の推進に向けて，大気環境の保全，水環境の

保全，土壌・地盤環境の保全，化学物質の環境リスク対策，放射

性物質による環境汚染対策に関する施策を展開します。 

●大気環境の保全 
工場･事業場等の固定発生源対策，自動車等の移動発生源対策，

騒音･振動対策，悪臭対策 

●水環境の保全 
水質の監視観測･調査研究，工場･事業場等の排水対策，生活排水

対策，森林等による水質保全と水の有効利用 

●土壌･地盤環境の保全 
土壌環境の保全対策，地盤環境の保全対策 

●化学物質の環境リスク対策 
化学物質の総合的なリスク対策，ダイオキシン類対策，有害物質

対策，アスベスト対策 

●放射性物質による環境汚染対策 
放射線モニタリングの充実，放射能の除染等の実施及び支援，放

射線に対する不安の解消等 

 

各主体に期待する取組例 
県民･民間団体 事業者 

ノーマイカーデーを検討し，

公共交通機関や自転車を活用

する。  

事業に使用する車の運行管理

を計画的に行う。  

  

地球温暖化対策の推進

地域環境保全対策の推進

環境指標例 温室効果ガス排出量 

目標：4601.4 万～4264.9 万ｔ-CO
2 

                    （H32 年度） 

現況：4,934.4 万ｔ-CO
2
 

       （H21 年度） 

環境指標例 
公共用水域の環境基準

の達成率 

目標：河川(BOD) 100％ 

   海域(COD) 100％ 

（H34 年度） 

現況：河川(BOD) 78.4％ 

   海域(COD) 72.7％ 

（H23 年度） 



環境指標例 一般廃棄物資源化率 

目標：23％（H27 年度） 

現況：18.0％（H22 年度） 

 

湖沼環境保全対策の推進に向けて，霞ヶ浦の総合的な水質保全

対策，涸沼・牛久沼の水質保全対策を展開します。 

●霞ヶ浦の総合的な水質保全対策 
長期ビジョンの実現，重点対策，調査･分析 

●涸沼･牛久沼の水質保全対策 
涸沼の水質保全対策，牛久沼の水質保全対策 

 

◆各主体に期待する取組例 
県民･民間団体 事業者 

水辺における清掃活動や環

境保全活動への積極的に参加

する。 

工場･事業場などの排水につ

いて法規制の遵守と水質管理を

徹底し，環境負荷の少ない事業

活動に努める。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆各主体に期待する取組例 
県民･民間団体 事業者 

ごみの分別回収や地域にお

ける集団回収に努める。 

廃棄物の発生抑制やリサイク

ルに努める。 
 

  

湖沼環境保全対策の推進

資源の有効利用と廃棄物の適正処理の推進

資源の有効利用と廃棄物の適正処理の推進に向けて，３Ｒ（リ

デュース・リユース・リサイクル）の推進，廃棄物の適正処理，

不法投棄等の防止を展開します。 

●3R(リデュース･リユース･リサイクル)の推進 
廃棄物の排出規制，総合的なリサイクルシステムの確立，いばら
きゼロエミッションの推進 

●廃棄物の適正処理 
廃棄物の適正処理の推進，廃棄物の処理施設の確保 

●不法投棄等の防止 
不法投棄等の防止，未解決事案対策 

環境指標例 
霞ヶ浦の水質 

（全窒素、全りん） 

目標：全窒素（全水域平均）1.0mg/L 

全りん（全水域平均）0.084mg/L 

（H27 年度） 

現況：全窒素（全水域平均）1.3 mg/L 

   全りん（全水域平均）0.10mg/L 

（H22 年度） 



環境指標例 都市公園面積（１人当たり） 

目標：9.5m2/人（Ｈ27 年度） 

現況：8.82m2/人（H23 年度） 

環境指標例 ラムサール条約登録湿地 

目標：4箇所（H34 年度） 

現況：1箇所（H24 年度） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆各主体に期待する取組例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆各主体に期待する取組例 
 

 

  

生物多様性の保全と持続可能な利用

快適で住みよい環境の保全と創出

生物多様性の保全と持続可能な利用に向けて，生物多様性の保

全，自然公園等の保護と利用，森林・平地林・農地の保全，河川

等水辺環境の保全と活用を展開します。 

●生物多様性の保全 
生物多様性地域戦略の策定，野生動植物の保護･管理，希少な野生
動植物の保護，外来生物種対策の推進，生物多様性に対する県民
理解の促進 

●自然公園等の保護と利用 
自然公園の保護･管理と適切な利用，自然環境地域等の保全，温泉

の保護と利用 

●森林･平地林･農地の保全 
森林の保全と整備，平地林の保全と活用，農地の保全 

●河川等水辺環境の保全と活用 
河川の保全と活用，湖沼･湿地等の保全と活用，沿岸･海域の保全

と活用 

県民･民間団体 事業者 

自然とのふれあいを通じて

生物多様性の豊かさを実感す

るとともに，生物多様性が日常

の暮らしと密接な関わりがあ

ることを認識し行動する。 

あらゆる事業活動において，

生物多様性の保全への配慮に努

める。 

快適で住みよい環境の保全と創出に向けて，都市地域の緑の保全

と快適な生活環境の創出，歴史的環境・自然景観の保全と利用，

自然災害への対応を展開します。 

●都市地域の緑の保全と快適な生活環境の創出 
緑の空間の保全と創出，うるおいのある快適な都市空間の創出 

●歴史的環境･自然景観の保全と活用 
歴史的環境･文化的環境の保全と活用，自然景観の保全と活用 

●自然災害への対応 
地震や台風などの自然災害等への対応，災害廃棄物への対応，異

常気象への対応 

県民･民間団体 事業者 

都市計画や景観形成，都市緑

化などまちづくりに関する活

動に参加する。 

事業地内の建設工事等の実施

に当たっての，景観に配慮した

整備を推進する。 



環境指標例 環境学習講座参加者数 

目標：10 万人（Ｈ25～34 年度累計） 

現況：12,774 人（H23 年度） 

環境指標例 県環境ホームページへのア

クセス件数（年間） 

目標：1,000,000 件（H34 年度） 

現況：956,086 件（H23 年度） 

 
 

 

◆各主体に期待する取組例 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆各主体に期待する取組例 
県民･民間団体  

事業者 

環境情報の活用による具体

的な環境保全行動の実践に努

める。 

自らの環境配慮に対する取組

について情報を開示･提供に努

める。 

 

各主体が学び協働することによる環境保全活動の推進

環境の保全と創造のための基本的施策の推進

各主体が学び協働することによる環境保全活動の推進に向けて，

環境教育・環境学習等の推進，各主体の環境保全活動と協働取組

の促進，国際的な視点での環境保全活動の促進を展開します。 

●環境教育・環境学習等の推進 
学校，地域，職場等の幅広い分野における環境教育の推進，環境
学習･自然体験の機会の場の提供，環境保全活動を担う人材の育成
と活用 

●各主体の環境保全活動と協働取組の促進 
県民の環境保全活動の促進，団体の環境保全活動の促進，事業者

の環境保全活動の促進，県の環境保全に向けた率先実行の推進，

協働の取組の仕組みづくり 

●国際的な視点での環境保全活動の促進 
環境保全のための国際協力の推進 

県民･民間団体 事業者 

講習会･講演会･自然観察会

等に積極的に参加し，環境問題

への関心と理解を深める。 

従業員に環境教育を行い，職

場全体で環境保全に対する意識

の高揚を図る。 

環境の保全と創造のための基本的施策の推進に向けて，環境情

報の収集・管理・提供，グリーン・イノベーションの推進，総合

的な環境保全対策の推進を展開します。 

●環境情報の収集･管理･提供 
環境情報の収集・管理・提供 

●グリーン･イノベーションの推進 
つくば･東海地区等の科学技術集積の活用，競争力あるものづくり
産業の育成，次代の担い手となる研究者･技術者の育成･確保 

●総合的な環境保全対策の推進 
環境影響評価制度の適正な運用，経済的支援，公害苦情処理･公害

紛争処理 


