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は じ め に 

 

 本県は、「
にっぽん

日本のひなた宮崎県」というキャッチフレーズが示すとおり、温暖な気

候のもと、豊かな森林や水資源、さらにはそこで育まれる多様な動植物など、素晴ら

しい自然環境に恵まれています。この素晴らしい自然環境は県民共有の貴重な財産で

あり、これを損なうことなく次の世代へと引き継いでいくことが私たちの責務です。 

 一方、地球温暖化や大気汚染、森林や生物多様性の減少など世界的規模で深刻化し

ている環境問題は、私たちの身近な暮らしに大きな影響を及ぼしつつあります。これ

らは、人類の生存基盤を脅かす深刻な問題であり、早急な対策が必要となっています。 

 また、すでに現れている気候変動の影響や中長期的に避けられない影響に対して適

応していくことが求められたり、ＰＭ２．５をはじめとする越境大気汚染物質への対

応など、新たな課題も抱えているところです。 

 今回改定しました「宮崎県環境計画」は、今後５年間の本県の環境行政の基本計画

として、「日本のひなた『太陽と緑の国みやざき』の実現」という長期的な目標の下、

本県の恵まれた自然環境を守り、生かすことで、持続可能な社会を実現するための施

策の方向性を示しています。 

 県では、本計画に基づき様々な環境保全施策に引き続き全力で取り組んでまいりま

すが、この目標を達成するためには、県民一人ひとりのライフスタイルや社会経済シ

ステムそのものを環境に配慮したものに転換するなどの取組が不可欠です。県民、事

業者、団体、行政が力を合わせて直面する課題に正面から向き合い、環境保全に取り

組むことで、未来の子供たちが豊かさを実感しながら、私たちの郷土宮崎県で暮らし

ていけることを期待しています。 

 最後に、本計画の改定にあたり、熱心に御検討をいただきました宮崎県環境審議会

の委員の皆様をはじめ、貴重な御意見をいただきました県民の皆様に心から感謝申し

上げます。 

 

 

 平成２８年３月 

                         宮崎県知事 河 野 俊 嗣 
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