
―― はじめに ――

本県では、「環境首都あいち」の実現に向け、第４次愛知県環境基本計画に

基づき、「安全・安心の確保」、「社会の低炭素化」、「自然との共生」及び「資

源循環」の４つの分野ごとに具体的な取組を推進するとともに、総合的な施

策推進のため、持続可能な未来のあいちの担い手を育成する「人づくり」に

重点的に取り組んでいます。

持続可能な社会を支える基盤である「安全・安心の確保」では、大気、水

質等の環境監視や工場・事業場の規制、指導等に取り組んでいます。

「社会の低炭素化」では、地球温暖化の防止に向けた取組を着実に進め、住宅太陽光発電施設の設置基

数や次世代自動車（EV、PHV、FCV）の普及台数は全国第１位となっているところであり、平成 30 年２月

には、国内外の社会情勢の変化を踏まえ、より一層の地球温暖化の防止に向けて「あいち地球温暖化防止

戦略 2030」を策定するとともに、同年 10月に「愛知県地球温暖化対策推進条例」を制定しました。

「自然との共生」では、目標年である 2020 年が間近となった「愛知目標」の達成に向け、生態系ネッ

トワーク形成の推進や国際先進広域自治体連合による協働など国内外での取組を進めております。

「資源循環」では、循環型社会の形成に向け、廃棄物の適正な処理や３Ｒの促進、地域循環圏づくりな

どの取組を進めております。

また、「環境首都あいち」を支える「人づくり」では、未就学児童から社会人に至る世代ごとに、特色

ある環境学習等を展開しており、さらに「行動する人づくり」を進めるため、平成 30 年３月に「愛知県

環境学習等行動計画 2030」を策定しました。

このような中、今回の環境白書の特集では、「地球温暖化の防止」と「行動する人づくり」を取り上げ、

平成 30年に策定等した「あいち地球温暖化防止戦略 2030」及び「愛知県地球温暖化対策推進条例」並び

に「愛知県環境学習等行動計画 2030」について紹介しています。

この環境白書が、愛知の環境についての理解を深めていただき、また、県民、事業者、民間団体の皆様

がそれぞれの立場から環境をよりよくするための取組を進めていただくきっかけとなれば幸いです。

平成 30年 12月
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