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平成27年版 ｢環境白書｣ の
　　　　　　　　刊行にあたって
　近年の人類の営みによって顕在化しつつある地球温暖化、生物多様性の損失

などの地球規模での環境問題に適切に対処し、持続可能な社会を築き上げてい

くことは、私たちに課せられた責務です。

　私たちのふるさと青森県は、三方を海に囲まれ、東アジアで最大のブナの原

生林を有する世界自然遺産白神山地をはじめ、緑豊かな八甲田山、四季の彩り

美しい十和田湖、さらには三陸復興国立公園として指定されている種差海岸・

階上岳地域などの豊かで美しい自然に溢れています。

　私たちは、この豊かな自然から、私たちの暮らしに欠くことができない安全・安心で良質な水や

食料、エネルギーなどの恵みを享受するだけでなく、自然との共生を通じて、薫り高い地域文化や

伝統を培ってきました。こうしたかけがえのない財産を守り、育み、次の世代へ引き継いでいくこ

とは、現代を生きている私たちの大切な使命です。

　また、平成23年３月に発生した東日本大震災によって、私たちは、いつの時代でも、自然の猛威

に備え、自然への畏怖を忘れず、エネルギーや資源の大切さを深く認識しながら、安全・安心で持

続可能な社会を築いていかなければならないとの思いを強くしています。

　このため、本県が目指す「自然との共生、低炭素・循環による持続可能な地域社会の形成」に向けて、

平成25年３月に策定した「第四次青森県環境計画」に基づく施策を積極的に進め、青森らしさを創

る財産であり、農林水産業などの「生業」を支える基盤でもある本県の「環境」を、県民の皆様と

一緒に守り育てていきたいと思います。

　この環境白書は、平成26年度の本県の環境の状況と環境施策の概要を中心に取りまとめたもので

す。本書が、県民の皆様に広く活用され、環境問題について一人ひとりが関心を高め、青森らしい

豊かで美しい自然環境と快適な生活環境の保全・創造に向けた具体的な取組への契機となることを

期待します。

　平成27年11月

� 青森県知事　三　村　申　吾
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