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第三次千葉県環境基本計画の策定に当たって

千葉県は、緑豊かな房総丘陵、九十九里浜をはじめとす

る美しい海岸線、様々な生物が生息・生育する里山や里海

など豊かで多様な自然に囲まれており、私たちはこの豊か

な自然環境から様々な恩恵を受けています。

私たちには、この恵みを享受するだけではなく、次世代

にしっかりと引き継いでいく責務があります。

しかし、私たちの目の前には、地球温暖化の影響をはじ

め、生物多様性の保全や廃棄物問題など、取り組まなけれ

ばならない環境問題が数多くあります。

また、少子高齢化により、中長期的にはこれまで経験したことのない人口減少に直面

することとなり、地域活力の低下のみならず、環境保全の取組にも影響を与えることが

懸念されています。

このような状況の中、県では第三次となる千葉県環境基本計画を策定しました。計

画では、「みんなでつくる『恵み豊かで持続可能な千葉』」の実現に向けて、本県の環境

の保全に関する基本目標や施策の方向性を示すとともに、環境・経済・社会的課題を

同時に解決していくため、分野横断的に施策を展開していくこととしております。

県では、新たな環境基本計画で目指す将来の姿を実現するため、県民や事業者など、

様々な主体が連携した「オール千葉」の体制で、計画を着実に推進してまいりたいと考

えております。環境問題の解決のためには、一人ひとりの取組が重要となりますので、

皆様の御理解と御協力、そして積極的な行動をお願い申し上げます。

平成３１年３月

 
 

千葉県では、豊かで多様な自然環境や県民の生活環境を保全す

るため、大気・水環境の常時監視や事業者への指導、産業廃棄物

不法投棄に対する 24時間 365日対応の監視パトロールなど、様々

な施策に取り組んできました。 
その結果として、産業廃棄物の不法投棄が大幅に減少したほか、

大気・水環境も改善を図ることができました。 
    

しかしながら、本県を取り巻く現状を見ると、環境基準未達成の光化学オキシダントへ

の対応、微小粒子状物質（ＰＭ２.５）による大気汚染の顕在化、外来生物や特定の鳥獣の

著しい増加による生態系への影響、地球温暖化防止に向けた温室効果ガスの排出量削減な

ど、引き続き解決に向けて取り組んでいかなければならない課題があります。 
 
県では、こうした課題に適切に対応し、本県の豊かで美しい自然環境を将来に引き継い

でいくため、環境政策のマスタープランである「千葉県環境基本計画」に基づき、各種施策

に取り組んでいるところです。また、平成 29年 10月に策定した総合計画「次世代への飛躍 

輝け！ちば元気プラン」においても、重点施策の一つとして、「みんなで守り育てる環境づ

くり」を掲げ、身近な地域から地球規模に至るまで様々な環境問題に対する施策を積極的に

展開することとしています。 
 
平成 29年版環境白書では、「千葉県環境基本計画」に掲げた施策の実施状況や県の環境

の現状に加え、最近のトピックスとして、本県の特定外来生物の防除対策について記述し

ています。 
 
広範な環境問題へ対処していくためには、県のみならず、市町村、事業者・団体、そし

て県民の皆様が一つになって、「オール千葉」で行動していくことが大切です。 
本書を通じて、多くの方々が環境問題への理解や関心を深め、本県における環境保全の

取組の一層の推進につながりますことを期待しています。 
  
平成 30年 3月 

千葉県知事 森田健作

写真 
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