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この平成 23 年版環境白書は、山形県環境基本条例第11 条に基づく年次報告
として、平成22 年度の環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた
施策を中心に取りまとめたものです。
また、カラー写真や図を用いてわかりやすく要約した概要版もあります。
県のホームページからご覧いただけます。
トップページの「組織別一覧」⇒「生活環境部」⇒「地球温暖化対策課」
⇒「環境白書・環境白書概要版」

「環境白書の刊行にあたって」
本県では、平成 18 年 3 月に策定した「山形県新環境計画」に基づき、
「持続的発展が可能な
豊かで美しい山形県」の実現に向けて、地球温暖化の防止、循環型社会の形成及び自然環境
の保全等の環境施策を展開してまいりました。
地球温暖化の防止については、京都議定書で我が国に義務付けられた温室効果ガス排出
量の 6％削減を達成するため、本県でも、平成 20 年 3 月に「山形県地球温暖化防止アクショ
ンプログラム」を策定し、家庭や事業所の温室効果ガス排出量削減、省エネルギー対策及び
新エネルギーの導入を総合的に推進しています。
循環型社会の形成については、
「山形県循環型社会形成推進計画（ごみゼロやまがた推進
プラン）」を策定し、すべての資源が循環利用されるような社会「ごみゼロやまがた」の実現
に向け、廃棄物の発生抑制、循環型産業の積極的な振興を柱として施策を推進しています。
自然環境の保全については、天然ブナ林面積が日本一であるなど全国でも有数の豊かな
自然との共生を図り、次の世代に引き継いでいくため、県民の皆様にご負担いただいいてい
る「やまがた緑環境税」を一層効果的に活用しながら、森林の有する公益的機能維持や野生
動植物の保護等に積極的に取り組んでいます。
さらに、平成 22 年 3 月には「緑と心が豊かに奏であい 一人ひとりが輝く山形」を基本目
標とする、第 3 次山形県総合発展計画を策定しました。環境分野については、県づくり構想
の「暮らし」
「産業・経済」
「地域社会」の 3 つの柱のうち「地域社会」の施策の展開方向として、
良好な環境と暮らしや産業が共に高まり合う「環境先進地山形」の形成を推進していくこと
としており、山形ならではの“自然との共生の文化”に基づく環境地域づくりの推進、低炭
素社会などの形成に向けた先進的な地域システムづくりの推進及び地域の環境資産の活用
による経済活力の向上を目指した様々な施策を展開しています。
なお、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災は、東北の広範な地域に甚大な被害をもた
らしましたが、原子力発電所の被災に伴うエネルギー政策や放射性物質への対策など環境
分野においても多様な課題が生じています。
これらの課題に適切に対処し、環境施策を推進するためには、県民、事業者及び行政の連
携、協力を欠くことはできません。県民一人ひとりから環境の現状を御理解いただき、環境
保全に対する意識を高め、行動していただくことが何よりも重要です。本環境白書は、山形
県環境基本条例に基づく年次報告として、平成 22 年度の本県の環境の状況並びに環境の保
全及び創造に関して講じた施策を中心に取りまとめています。本書をできるだけ多くの県
民の皆様に御覧いただき、家庭や事業所における環境保全活動の促進や環境教育の展開に
際し、広く御活用いただければ幸いです。

平成 23 年 10 月

山形県知事

吉村

美栄子
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