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第１章第１章第１章第１章    計画の基本構想計画の基本構想計画の基本構想計画の基本構想    

    

本計画は、平成 20 年 11 月に策定した第二次計画（計画期間：平成 20 年度～平成 22 年度） 

の期間終了を受けて、第三次計画として新たに策定するものです。    

    
    

    １１１１    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨                                                                                                                    

    

○ 「高知県環境基本計画」は、「高知県環境基本条例（平成 8 年 3 月）」第 9 条の規定に基 

づき策定される、本県の環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた 

めの基本となる計画です。 

 

○ 本計画は、県のめざす環境及び社会の将来像を明らかにして、その実現に向け県民や事業

者、行政等の地域社会を構成するすべての主体が共通の認識のもとに、環境の保全及び創造

に取り組むための基本的な方向性を示します。 

 

○ 本計画は、国の環境政策上の地域計画としての役割も担います。また、地球温暖化対策や

自然環境の保全、廃棄物・リサイクル対策等の各分野別の具体的な施策や指標等は、それぞ

れの個別計画として定められますが、これらの個別計画は本計画の実施計画としての位置付

けとなります。（図－１） 

 

○ 取組の方向性や主要な施策等の基本的な事項については、地球温暖化対策や循環型社会の

構築、生物多様性・生態系の保全といった課題への対応や、今日において対策が急務になっ

てきた再生可能エネルギーの導入など環境ビジネスを加速させる取組を加えています。 

 

○ めざすべき将来像及びその実現のための基本的な戦略を示します。 

また、計画期間は 5 年に設定し、施策を重点化し、的を絞った施策を展開することで計

画の実効性を高めることをめざします。 

 

○ 各施策については、定期的に進捗状況の点検及び評価を行い、公表します。 

また、多様な広報媒体の活用により、計画の普及啓発を図ります。
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    ２２２２    計画計画計画計画のののの対象対象対象対象                                                                                                                                                                                                                                                

    

○ 計画の対象地域は高知県全域とし、対象は次の５つの分野とします。 

 

①①①①地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化へのへのへのへの対策対策対策対策                                    

②②②②循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へのへのへのへの取組取組取組取組（（（（３３３３ＲＲＲＲのののの推進等推進等推進等推進等））））    

③③③③自然環境自然環境自然環境自然環境をををを守守守守るるるる取組取組取組取組                                    

④④④④環境環境環境環境ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの振興振興振興振興    

⑤⑤⑤⑤環境学習環境学習環境学習環境学習のののの推進推進推進推進とネットワークづくりとネットワークづくりとネットワークづくりとネットワークづくり 

 

 

    ３３３３    計画計画計画計画のののの期間期間期間期間                                                                                                                                                                                                                                                

    

○ 計画の期間は、21 世紀の第一四半期末（2025 年）における本県のめざすべき将来像を

見通しつつ、平成 23 年度から平成 27 年度までの 5 年間とします。 

（図－１）高知県環境基本計画の位置付け（図－１）高知県環境基本計画の位置付け（図－１）高知県環境基本計画の位置付け（図－１）高知県環境基本計画の位置付け    

高知県高知県高知県高知県    国国国国    

環境基本法環境基本法環境基本法環境基本法    

（平成 5年 11月） 

環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画((((第一次第一次第一次第一次))))    

（平成 6年 12月） 

高知県環境基本条例高知県環境基本条例高知県環境基本条例高知県環境基本条例    

（平成 8年 3月） 

高知県環境基本計画高知県環境基本計画高知県環境基本計画高知県環境基本計画    

（平成 9年 2月） 

環境分野の個別計画環境分野の個別計画環境分野の個別計画環境分野の個別計画    

・高知県・高知県・高知県・高知県地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化対策実行計画対策実行計画対策実行計画対策実行計画    

・高知県清流保全計画（各河川単位）・高知県清流保全計画（各河川単位）・高知県清流保全計画（各河川単位）・高知県清流保全計画（各河川単位）    

・高知県廃棄物処理計画・高知県廃棄物処理計画・高知県廃棄物処理計画・高知県廃棄物処理計画    などなどなどなど 

根拠（第９条）根拠（第９条）根拠（第９条）根拠（第９条）    

        地域計画地域計画地域計画地域計画    

施策の基本的な方向性施策の基本的な方向性施策の基本的な方向性施策の基本的な方向性    

環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画((((第三次第三次第三次第三次))))    

（平成 18年 3月） 

高知県環境基本計画（第二次）高知県環境基本計画（第二次）高知県環境基本計画（第二次）高知県環境基本計画（第二次）    

（平成 20年 11月） 

高知県環境基本計画（第三次）高知県環境基本計画（第三次）高知県環境基本計画（第三次）高知県環境基本計画（第三次）    
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    ４４４４    計画計画計画計画のののの基本基本基本基本的的的的なななな考考考考ええええ方方方方                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

○ 本県は、毎年多量の恵みの雨が降り、森林を育んで、清流となり流域を潤しながら、太平

洋に至り、また空に上り、雲となって再び雨に戻り大地を潤す、といった地球の循環におけ

る仕組み全ての過程を身近に実感できる県であり、森林率全国一の森林やそれを源とした四

万十川、仁淀川などの清流、さらには全国有数の日照時間や年間降水量など、多くの動植物

を育む豊かな自然が残されています。 

 

○ こうした豊かな自然と共生し、生物多様性を保全するとともに、資源としても活用してい

くために「環境のトップ・プランナー」として本県発の企画・提案などを全国へ情報発信す

るとともに、再生可能エネルギーの導入をはじめとする本県ならではの新たな「環境ビジネ

スの振興」を図り、低炭素社会・循環型社会・自然共生社会といった 3 つの社会づくりの統

合的な取組を進めていきます。 

  

 

    ５５５５    計画計画計画計画のののの構成構成構成構成                                                                                                                                                                                                                                                

 

 第１章：計画策定の趣旨や考え方、計画期間等の基本的事項を示します。 

 

第２章：環境に関する国内外と本県の動向を示します。 

 

 第３章：めざすべき将来像とその実現に向けた基本的な戦略を示します。 

 

   第４章：計画期間内に優先的に取り組むべき施策を体系的に示すとともに、めざすべき将

来像の実現に向けた具体的な施策展開を示します。 

 

 第５章：計画に基づき、めざすべき将来像の実現に向けた施策を着実に推進するため、各

主体の役割や進行管理の手法等を示します。 

    

    

    

    

高高高高高高高高高高高高知知知知知知知知知知知知はははははははははははは地地地地地地地地地地地地球球球球球球球球球球球球のののののののののののの循循循循循循循循循循循循環環環環環環環環環環環環モモモモモモモモモモモモデデデデデデデデデデデデルルルルルルルルルルルル            ～～～～～～～～～～～～空空空空空空空空空空空空・・・・・・・・・・・・山山山山山山山山山山山山・・・・・・・・・・・・川川川川川川川川川川川川・・・・・・・・・・・・海海海海海海海海海海海海みみみみみみみみみみみみんんんんんんんんんんんんななななななななななななととととととととととととももももももももももももだだだだだだだだだだだだちちちちちちちちちちちち～～～～～～～～～～～～            
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    第２章第２章第２章第２章    環境をめぐる動向環境をめぐる動向環境をめぐる動向環境をめぐる動向    
 

  本章では、本県の環境の保全及び創造に関する施策の方向性や具体的な施策を示すうえで、

踏まえるべき環境に関する国内外と本県の動向を示します。 

 

 

    １１１１    国際的国際的国際的国際的なななな動向動向動向動向                                                                                                                                    

 

（（（（１１１１））））環境環境環境環境にににに関関関関するするするする認識認識認識認識とととと取組取組取組取組        

    

 1992 年（平成 4 年）に開催された地球サミット以降、世界各国が環境政策に力を入れつ 

つあり、主要国の首脳会議においても、環境がテロや貧困等と並んで議論のテーマに取り上

げられるようになりました。 

 

また、市民意識にも、環境に関する関心が高まり、こうした動きは、経済や社会のあり方 

と密接に関係するものと認識されるようになっており、地球温暖化対策や生物多様性の保全

などをはじめ、環境問題は国際的、かつ地域や個人での取組が必要となっています。 

 

 こうした問題に対し、以下のような国際的な取組が進められています。 

 

 地球温暖化対策では、京都議定書の採択・発効により、近年緊急かつ重要な課題となって

おり、2013 年（平成 25 年）以降の京都議定書に代わる新たな国際枠組み（ポスト京都議

定書）をめぐり、2010 年（平成 22 年）12 月に「気候変動枠組条約第 16 回締約国会議

（ＣＯＰ１６）」において国際的な協議が行われましたが、未だ合意には至っておらず、今後

いかに、すべての主要排出国が参加する公平かつ実効的な国際枠組みの構築を図り、最終的

な合意を形成していくかが課題となっています。 

 

 生物多様性の保全では、多様な生物が支え合う地球環境の保全と利用について、国際間で

話し合う「生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯＰ１０）」が、2010 年（平成 22 年）

10 月に愛知県名古屋市で開催され、医薬品のもとになる動植物など、遺伝資源の利用と利

益配分を定める国際ルール「名古屋議定書」と、生態系保全のための 2020 年（平成 32 年）

までの世界目標「愛知ターゲット」が採択されました。 

 

 環境教育の取組では、世界 47 カ国の共同提案によって採択された「持続可能な開発のた

めの教育の 10 年」が 2005 年（平成 17 年）にスタートし、一人ひとりが世界の人々や将

来世代、環境との関係性の中で生きていくことを認識するなど、よりよい社会づくりに参画

するための力を育むことが必要との認識のもと、あらゆる主体間の連携による環境教育活動

を進め、持続可能な社会の実現をめざしています。 
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   また、2011年（平成23年）は、国連が定める「国際森林年」であり、森林の保全と持続

可能な経営をめざし、世界的行事として、植樹や森林祭など様々な活動が行われる予定です。 

 

 

    ２２２２    我我我我がががが国国国国のののの動向動向動向動向                                                                                                                                        

    

（（（（１１１１））））環境問題環境問題環境問題環境問題へのへのへのへの取組取組取組取組    

    

国では、平成18年3月に環境基本法第15条に基づく｢第三次環境基本計画｣が策定され、 

今後の環境政策の展開の方向として、環境と経済の好循環に加えて、社会的な側面も一体的

な向上をめざす「環境的側面・経済的側面・社会的側面の統合的な向上」をテーマに掲げて、

取組が進められております。 

 

そして、地球温暖化対策、循環型社会の構築、生物多様性の保全、大気・水環境の保全と 

いったそれぞれの分野において、必要な法整備や計画の策定等が進んできており、以下のよ

うな様々な政策が実施されています。 

 

 地球温暖化対策では、平成 21 年 9 月の国連気候変動サミットにおいて、我が国の温室効

果ガス削減における中期目標として、「2020 年（平成 32 年）までに 1990 年（平成 2 年）

の基準年比で 25％削減する」ことが表明されました。 

 

 また、温室効果ガス排出量の削減に関する中長期的な目標を掲げ、地球温暖化対策のため

の税や温室効果ガスの国内排出量取引制度の創設などを盛り込んだ「地球温暖化対策基本法

案」及びその対策等の道筋である「中長期ロードマップ（試案）」が示されています。 

 

 循環型社会の構築では、平成 20 年 3 月に循環型社会形成推進基本法に基づく「第二次循

環型社会形成推進基本計画」が閣議決定され、天然資源の消費抑制と環境負荷の低減に向け、

３Ｒの一層の推進が図られています。 

 

 また、バイオマス系循環資源の有効活用による温室効果ガスの削減に向け、平成 21 年９

月に「バイオマス活用推進基本法」が施行され、この法律に基づく「バイオマス活用推進基

本計画」が平成 22 年 12 月に策定されました。 

  

生物多様性の保全では、平成 19 年 11 月に｢第三次生物多様性国家戦略｣が策定され、生

物多様性の保全及び持続可能な利用に関する総合的な施策が進められてきており、平成 22

年 3 月には生物多様性基本法に基づく「生物多様性国家戦略 2010」が閣議決定され、我が

国における中長期目標と短期目標が設定されました。 

 

   また、平成 22 年 10 月に開催された「生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯＰ１０）」

を契機とした施策の充実・強化が図られています。 
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大気・水環境の保全では、平成 22 年 4 月、ばい煙や排出水等の測定結果の改ざん等に対 

する罰則の創設、事業者の責務規定の創設等を内容とする、「大気汚染防止法」及び「水質汚

濁防止法」の改正法が成立しました。 

 

（（（（２２２２））））環境環境環境環境にににに関関関関するするするする企業活動等企業活動等企業活動等企業活動等        

    

 グリーン購入やＩＳＯ１４００１、エコアクション２１などの環境マネジメントシステム

の導入、環境報告書の作成など環境に配慮した事業活動が定着しています。（表－１、表－２） 

 

また、社会の持続可能な発展が、企業活動の継続や競争力向上の条件になるとの考え方か 

ら、企業等においても、環境保全活動に寄付する「寄付付き商品」や、環境への負荷を減ら

した商品の開発、環境保全活動に直接関わり支援するなどの社会的責任（ＣＳＲ＝Corporate 

Social Responsibility）活動への理解が深まっています。 

 

 これらの企業活動は消費者からも支持されており、企業の多様な取組が進む要因ともなっ

ています。 

 

 

 

（表‐２） 環境報告書を作成・公表している企業数及びその割合 

  平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

件数 801 933 1,049 1,011 1,160 1,091 

％ 31.7 34.7 37.8 35.9 38.3 35.9 

 
 

    

    

    

    ３３３３    本県本県本県本県のののの動向動向動向動向                                                                                                                                        

    

（（（（１１１１））））環境環境環境環境にににに関関関関するするするする条例条例条例条例、、、、計画計画計画計画などなどなどなど        

    

本県では環境に関する様々な条例を制定し、或いは環境に関する各種計画、指針等を策定

して、環境に関する諸課題の解決を図ってきています。（表－３・４） 

（表‐１） グリーン購入の実施企業数及びその割合（サンプル調査） 

経年集計結果 

（H19～H21） 

ガイドライン

作成し実施中 

作成していな

いが考慮 
検討中 

検討 

していない 
その他 

平成 19 年度 
件数 1,067 998 326 345 83

％ 37.9 35.4 11.6 12.2 3.0

平成 20 年度 
件数 1,124 1,104 305 386 109

％ 37.1 36.5 10.1 12.7 3.6

平成 21 年度 
件数 1,068 1,180 299 417 72

％ 35.2 38.9 9.8 13.7 2.4

出典：平成２１年度環境にやさしい企業行動調査（環境省） 



 7

 環境に関する計画等については、｢高知県環境基本条例｣に基づき、平成 8 年 3 月に｢高知 

県環境基本計画｣を策定し、高知県の環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ具体的に進 

めてきました。 

 

個別の環境分野においても、「物部川清流保全計画（平成 20 年）」、「第 2 次仁淀川清流保 

全計画（平成 22 年）」や「高知県廃棄物処理計画（平成 23 年）」など、自然環境や生活環

境の保全と創造のための計画等を策定し、施策を進めています。 

 

また、「高知県地球温暖化対策地域推進計画（2 次）（平成 20 年）」の計画期間の終了を受 

けて、平成 23 年 3 月に「高知県地球温暖化対策実行計画」を策定し、県民運動による温暖

化防止の取組や森林吸収源対策による温暖化防止の取組を継続するとともに、新たに設定し

た削減目標の達成をめざしています。 

 

   さらに、県庁内の取組としては、平成 20 年度に「高知県庁環境マネジメントシステム実 

施要綱」を策定し、デマンド監視装置の設置などによる組織的かつ継続的にエコオフィス活 

動等を実施することによって、温室効果ガスの排出削減やエネルギー使用の合理化を行い、 

地球温暖化対策及び省エネルギー化を推進しています。 

 

 

（表‐３）環境に関する条例 

条例名 制定年月日 

 高知県立自然公園条例 昭和 33 年 3 月 31 日 

 高知県公害防止条例 昭和 45 年 4 月 1 日 

 高知県公害紛争処理条例 昭和 45 年 10 月 28 日 

 高知県自然保護基金条例 昭和 46 年 10 月 15 日 

 高知県自然環境保全条例 昭和 48 年 10 月 19 日 

 高知県清流保全条例 平成元年 12 月 21 日 

 高知県地域環境保全基金条例 平成 2 年 3 月 26 日 

 高知県環境審議会条例 平成 6 年 7 月 12 日 

 高知県環境基本条例 平成 8 年３月 26 日 

 高知県環境影響評価条例 平成 11 年 3 月 26 日 

 高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例 平成 13.年 3 月 27 日 

 高知県放置自動車の発生の防止及び処理の推進に関する条例 平成 13 年 3 月 27 日 

 高知県うみがめ保護条例 平成 16 年 3 月 30 日 

 高知県希少野生動植物保護条例 平成 17 年 10 月 21 日 

 清潔で美しい高知県をつくる条例 平成 19 年 12 月 28 日 

 高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例 平成 21 年 3 月 27 日 
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（表‐４）環境に関する各種計画及び指針等 

名称 作成年月 計画期間 

 高知県自然環境保全基本方針  昭和 50 年 3 月 － 

 ローカルアジェンダ２１高知（地球環境保全行動計画）  平成 9 年 2 月 － 

 高知県清流保全基本方針  平成 18 年 3 月 －（H3.3 制定したものを変更） 

 高知県希少野生動植物保護基本方針  平成 18 年 6 月 － 

 こうち農業・農村振興指針  平成 19 年 1 月 平成 1９年度～2３年度 

 高知県環境保全型農業総合推進プラン  平成 19 年 4 月 平成 1９年度～2３年度 

 高知県森林吸収量確保推進計画  平成 19 年 7 月 平成 1９年度～2４年度 

 第５期高知県分別収集促進計画  平成 19 年 12 月 平成 20 年度～24 年度 

 高知県第１０次鳥獣保護事業計画  平成 20 年 3 月 平成 20 年度～2３年度 

 高知県特定鳥獣（シカ･イノシシ）保護管理計画  平成 20 年 3 月 平成 20 年度～2３年度 

 高知県磯焼け対策指針  平成 20 年 3 月 － 

 高知県有機農業推進基本計画  平成 20 年 5 月 平成 20 年度～2３年度 

 物部川清流保全計画  平成 20 年 6 月 平成 70 年度を目標 

 第 2 次仁淀川清流保全計画  平成 22 年 3 月 －（5 年ごとに見直し） 

 四万十川流域振興ビジョン  平成 22 年 3 月 － 

 高知県産業振興計画Ｖｅｒ．2  平成 22 年 3 月 平成 21 年度～2３年度 

 高知県廃棄物処理計画  平成 23 年 3 月 平成 23 年度～27 年度 

 高知県新エネルギービジョン  平成 23 年 3 月 － 

 高知県地球温暖化対策実行計画  平成 23 年 3 月 平成 23 年度～32 年度 

 

 

（（（（２２２２）ＮＰＯ、）ＮＰＯ、）ＮＰＯ、）ＮＰＯ、事業事業事業事業者者者者のののの取組取組取組取組        

    

県内の NPO（特定非営利活動法人を含む）は約 600 団体にのぼっており、環境分野を含 

めた NPO の活動が年々活発になってきています。 

 

また、平成 18 年に「環境活動支援センターえこらぼ」が設置されたことで、県民や NPO

だけでなく、企業や学校教育における環境学習、環境活動に対する支援が行われるようにな

るなど、県内の環境活動の基盤が整備されています。 

 

企業等の事業者による環境保全への取組も広がってきつつあり、ＩＳＯ１４００１やエコ 

アクション 21 等の認証取得数が徐々に増加するなど環境配慮の活発化が見られ、リサイク

ル製品や間伐材を利用した製品の開発や購入が行われるほか、農業分野において環境保全型

農業を進める動きも着実に進展しています。 
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（（（（３３３３））））県県県県のののの取組取組取組取組（（（（先進的環境事業先進的環境事業先進的環境事業先進的環境事業やややや環境環境環境環境ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの取組取組取組取組））））        

    

本県は、森林が県土の 8 割以上を占める全国一の森林県であり、豊富な森林資源を有して 

いますが、木材価格の低下や高齢化・過疎化による担い手不足など、森林整備を進めるにあ

たって多くの課題を抱えています。 

 

このため、平成 15 年度には全国に先駆けて森林環境税を導入し、県民参加による森づく 

りや荒廃森林の整備など、森林環境を守るための取組を進めています。 

 

   さらに、環境行政分野においても、森林環境税に足並みを合わせて、環境先進企業と地域

との協働により森林整備を進める「協働の森づくり事業」など、先進的事業を展開していく

とともに、雇用の場の確保など中山間地域の活性化に資するための取組を進めています。 

 

    ①①①①    協働協働協働協働のののの森森森森づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業        

 

協働の森づくり事業は、環境問題に積極的に取り組んでいる企業（環境先進企業）と地

域とが協働して、森林（人工林）の再生を進めようとするものであり、「森林の再生」と「地

域との交流」を目的としています。（図－２） 

 

  （図‐２）「協働の森づくり事業」の仕組み 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年度からこれまでに、50 件（平成 22 年 12 月末現在）のパートナーズ協定を

締結し、市町村では協賛金をもとにした森林整備を進めるとともに、協賛企業が参加する

森林ボランティア活動への支援や地域との交流行事が活発に行われています。 
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また、平成 19 年度からは、協賛企業に対して、整備された森林の「CO2 吸収証書」の

発行を行い、企業や団体のＣＳＲ活動を目に見える形にしています。 

    

        ②②②②    排出量取引排出量取引排出量取引排出量取引（（（（COCOCOCO2222 排出排出排出排出削減削減削減削減））））プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト事業事業事業事業        

 

この事業は、本県が発電事業者に対して、石炭の代替燃料として木質バイオマス（林地

残材や間伐材など）の混焼を委託して行う CO2 の国内排出削減プロジェクトです。 

 

この事業の狙いは、木質バイオマスを石炭の代替燃料として得られる CO2 排出削減量を

クレジット化し、森林に資金を呼び込む仕組みづくりを行い、森林の整備を進めていこう

とするものです。 

 

平成 20 年 6 月、この事業が、国（環境省）のＪ－ＶＥＲ（Verified Ｅmission Ｒ

eduction）の基準づくりのモデル事業に選定され、平成 21 年 3 月には、この事業での

CO2 排出削減量を活用して、我が国第 1 号のカーボン・オフセットによる取引が行われま

した。 

 

これまで平成 22 年 12 月現在、24 件ものオフセット・クレジットの取引が行われる

など、本県の森林資源の活用による環境先進企業との取組が広がっています。 

 

        ③③③③    森林吸収量取引森林吸収量取引森林吸収量取引森林吸収量取引プロジェクト・プロジェクト・プロジェクト・プロジェクト・高知県高知県高知県高知県Ｊ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲ制度制度制度制度        

 

森林吸収量取引プロジェクトは、森林整備により増大する CO2 の森林吸収量をクレジッ

ト化するものです。 

 

このプロジェクトは、間伐することによって増大した CO2 吸収量を、オフセット・クレ

ジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度によってクレジット化し、販売することで得た売却益をもう一

度間伐に充てることにより、森林整備への資金循環をめざす取組です。 

 

平成 21 年 7 月に県が実施しているプロジェクトが国へ登録後、平成 22 年 4 月にオフ

セット・クレジットとして認証・発行され、平成 22 年 12 月現在、3 件の取引が行われ

ています。 

 

また、平成 22 年 2 月には、国のＪ－ＶＥＲ制度と同等の機能を有しながら、プロジェ

クトの申請・登録などの手続きが県内で行える「高知県Ｊ－ＶＥＲ制度」として、県内の

事業体が容易にプロジェクトを実施しやすい環境を整備しています。 

 

平成 22 年 12 月現在、協働の森づくり事業の対象となっている森林を含め、6 件の県

内プロジェクトが申請され、登録に向けて手続きを始めており、森林の持つ環境価値を経

済化する仕組みに大きな期待が寄せられています。 
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④④④④    環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業のののの推進推進推進推進        

 

本県の自然環境や農村環境の保全、消費者の安全・安心志向に応えることは、農業生産

現場において重要な課題です。 

 

そのため、県では環境保全型農業を推進し、農業が持つ循環機能を活かして、環境と調和

した持続可能な農業生産を行い、家畜糞尿などの堆肥化による循環利用の推進や天敵等を利

用したＩＰＭ技術（Integrated Pest Management）による化学農薬の低減などの取組を進

めています。（概要は参考資料Ｐ50を参照） 

 

⑤⑤⑤⑤    県産材県産材県産材県産材のののの利用促進利用促進利用促進利用促進        

 

 県では、県産材の競争力を高めるため、原木から製品に至るまでのトータルでの生産コス

トの低減や顔の見える産地づくりなどによる木材・木製品の付加価値付け、消費者ニーズに

即した製品の供給を行うとともに、公共工事や住宅施設での県産材の利用を促進しています。 

（概要は参考資料Ｐ48～Ｐ49 を参照） 

    

⑥⑥⑥⑥    木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの導入支援導入支援導入支援導入支援        

 

県では、林地残材などの未利用資源を活用した木質バイオマス利活用施設への導入支援や、

木質バイオマスボイラー等における燃料の安定供給など、環境ビジネスの基盤となる技術開

発等の支援を行っています。（概要は参考資料Ｐ49 を参照） 

 

⑦⑦⑦⑦    植物植物植物植物産業産業産業産業のののの振興振興振興振興        

 

 県では、有用植物の研究、栽培や利用技術の開発を行い、県の植物産業の振興につなげる

取組を行っています。 
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第３章第３章第３章第３章    めざすべき将来像めざすべき将来像めざすべき将来像めざすべき将来像とととと戦略戦略戦略戦略    
 

本章では、計画の基本構想や環境に関する動向及び現状を踏まえ、21 世紀の第一四半期末

（2025 年）におけるめざすべき将来像と基本的な戦略を示します。 

 

 

    １１１１    めざすべきめざすべきめざすべきめざすべき将来像将来像将来像将来像                                                                                                                    

 

  本計画では、「環境のトップ・プランナー」として、様々な環境施策の企画・提案などを全国

に先駆けて情報発信するとともに、本県ならではの新たな環境ビジネスに関する技術開発やそ

の振興に向け、積極的に取り組むことによって、めざすべき将来像を次のとおり定め、県全体

の統合的な取組を進めていきます。(図－３) 

 

○○○○    地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化対策対策対策対策がががが進進進進んだんだんだんだ低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会    

○○○○    環境環境環境環境へのへのへのへの負荷負荷負荷負荷のののの少少少少ないないないない循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会    

○○○○    社会社会社会社会のののの基盤基盤基盤基盤となるとなるとなるとなる自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全がががが図図図図られたられたられたられた自然共生社会自然共生社会自然共生社会自然共生社会 

  

（図‐３）将来像の達成に向けた取組（イメージ図） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

  この「３つの社会づくり」の統合的な取組のためには、本計画のめざすべき将来像を県民や

事業者、ＮＰＯ、市町村など県を挙げての共通認識とすることが必要であり、各主体の参加と

協働のもとに推進していきます。 

 

  なお、「３つの社会づくり」の取組により達成される将来像は、次のとおりです。 
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（（（（１１１１））））地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化対策対策対策対策がががが進進進進んだんだんだんだ低炭素社低炭素社低炭素社低炭素社会会会会        

 

  県内の森林は CO2 の吸収源として、適切で計画的な整備・管理が行われるとともに、県産

材の利用が広がり、CO2 が固定化されています。 

 

 県内各地域では、木質バイオマスや風力、太陽光などの再生可能エネルギーが、中山間地

域や農村、都市部など地域特性に応じて導入されており、これらの再生可能エネルギーによ

り、地域での雇用が創出され、生活や産業の基盤となる活力ある地域の魅力づくりが進んで

います。 

 

 日常生活及び事業活動と環境との関わりについての理解が深まるとともに、技術開発が進

むことにより、県民は一般家庭及び事業活動において、省エネルギー行動や地域環境への配

慮活動を進んで実践するようになります。 

  

 また、県民が公共交通機関の必要性や、公共交通機関を利用することが低炭素社会に貢献

することなどを理解し、自発的・積極的に利用するようになり、結果として CO2 の排出量削

減が進み、環境負荷の少ないまちづくりが進みます。 

 

（（（（２２２２））））環境環境環境環境へのへのへのへの負荷負荷負荷負荷のののの少少少少ないないないない循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会        

  

   物が作られ、リサイクルや廃棄されるまでの過程において、環境への負荷の少ない社会の

仕組みが作られています。 

 

 県民の消費行動においては、環境に配慮した商品及びサービスを選択する考え方が浸透す

るとともに、食の安全や環境に配慮した環境保全型農業が普及し、地産地消が進められます。 

 

 企業においても、製造段階からの各プロセスにおいて環境へ配慮した取組が進み、県内各

地域で廃棄物の発生抑制及びリサイクルへの取組が、活発に展開されています。 

 

また、再生利用技術、環境への負荷の少ない処理技術等の開発及び普及により資源循環型

社会の構築に向けた取組が一層進んでいます。 

    

 県民の環境意識の高まりから、幅広い年齢層の参加による環境学習を通して環境の保全及

び創造に取り組むＮＰＯが増え、その活動に参加する県民や活動を支援する事業者も増えて

います。 

 

また、ＮＰＯと県民、事業者、行政機関等が連携・協働しながら地域の特性を活かした環

境保全活動が進められます。 
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（（（（３３３３））））社会基盤社会基盤社会基盤社会基盤となるとなるとなるとなる自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全がががが図図図図られたられたられたられた自然共生社会自然共生社会自然共生社会自然共生社会        

 

 健康でこころ豊かな暮らしが地域固有の自然環境の上に成り立っているとの意識が定着し、

県民は自然と共生した暮らしの実現に向けて、様々な努力や協力をするようになっています。 

 

 自然環境を大切にする意識や行動の変化が、森林をはじめ、県内に生息する多様な野生動

植物等を保護・管理することの必要性や、身近に広がる水田及び河川、里地里山、沿岸海域

などが生物多様性に果たしている役割の重要性を理解することにつながり、将来にわたり自

然環境が適切に維持されます。 

 

（（（（４４４４））））低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会・・・・循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会・・・・自然共生社会自然共生社会自然共生社会自然共生社会をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ環境環境環境環境ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの進展進展進展進展        

 

 ３Ｒの促進による廃棄物の発生抑制や資源の効率的な循環など低炭素社会、循環型社会の

地域づくりが進められるとともに、森林の計画的な整備・管理や清流の保全活動などを通じ

た自然共生社会づくりにより、CO2 の削減・吸収や自然環境の保全に関連する環境ビジネス

が質的・量的に拡大していきます。 

 

 また、産・学・官の連携が高まり、環境ビジネスの創出や育成・支援等が進み、環境対策

と経済成長が両立することによって、地域経済が活性化していきます。    

 

 

    ２２２２    将来像将来像将来像将来像のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた基本的基本的基本的基本的なななな戦略戦略戦略戦略                                                                                                

 

めざすべき将来像を実現するための基本的な戦略について、計画の 5 つの対象分野ごとに整

理すると次のとおりです。 

 

（（（（１１１１））））地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化へのへのへのへの対策対策対策対策        

 

 地球温暖化問題は 21 世紀における人類的課題であり、このまま放置することは将来深刻

な影響を及ぼすおそれがあることから、あらゆる主体がそれぞれの役割分担のなかで、地球

温暖化防止に向けた取組を最大限に推進するとともに、お互いが有機的に連携しながら増加

傾向にある温室効果ガスの排出量を継続的に削減していくことが必要です。 

 

   そのため、｢高知県地球温暖化対策実行計画（平成 23 年 3 月）」に基づく森林吸収源対策の

推進や、木質バイオマスエネルギーの有効利用による資源の循環利用を推進します。（図－４） 

 

  特に、温室効果ガスの排出量が増加傾向にある民生部門については、過度な車の使用を減

らし、公共交通機関の利用促進や日常的に使用する機器の省エネルギー対策を進めるととも

に、再生可能エネルギー利用促進を図るなどの温暖化防止活動を支援します。 
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    木材資源木材資源木材資源木材資源    

ＣＯＣＯＣＯＣＯ2222    

    ((((二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素))))    

工場工場工場工場
    

エネルギー利用エネルギー利用エネルギー利用エネルギー利用    

端材端材端材端材    

    間伐材等間伐材等間伐材等間伐材等    

燃料用に加工燃料用に加工燃料用に加工燃料用に加工    

家庭・事業所等家庭・事業所等家庭・事業所等家庭・事業所等    

その普及啓発を図り、実効性のある運動に結び付けるため、高知県地球温暖化防止県民会

議において県民や事業者、ＮＰＯ、市町村などと連携・協働しながら県民運動として温室効

果ガスの削減に努めます。 

 

こうした取組によって、本県における温室効果ガスの排出量を 20２0 年（平成３2 年）

までに、基準年である 1990 年（平成 2 年）比で 31％削減することを目標とします。 

 

また、太陽光、風力、木質バイオマスなどの再生可能エネルギーは、石油、石炭、天然ガ 

スなど化石燃料の代替エネルギーとして注目されているエネルギー源であり、枯渇する心配

がなく、CO2 排出量がほとんどゼロという利点がありますが、化石燃料に比べると、まだ、

導入コストが高いという課題もあることから、研究開発が積極的に行われています。 

 

国では、平成 20 年 7 月に「低炭素社会づくり行動計画」を、平成 22 年 6 月には「エネ 

ルギー基本計画」をそれぞれ閣議決定し、太陽光発電の導入量の増大や発電システムの価格

半減、風力発電等の一層の推進など、再生可能エネルギーの導入拡大に向けての具体的な目

標や施策が明らかにされていることから、今後は、国の動向を踏まえながら、再生可能エネ

ルギーの積極的な導入を図っていくことが必要です。 

 

（図‐４）森林の保全と木質バイオマスのエネルギー利用（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（２２２２））））循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へのへのへのへの取組取組取組取組        

 

   循環型社会を実現するうえでは、自然や歴史的・伝統的な暮らしに学び、一人ひとりが物

を大切に思う気持ちを持つことが大切であるとともに、出来るだけ自然界の物を使い、また、

自然界から新たに採取する資源を出来る限り少なくし、長期間社会で使用することや、既に

社会でいったん使用済みとなったものでも循環資源として利用することにより、最終的に自

然界へ廃棄されるものをできるだけ少なくすることが基本となります。 

水資源のかん養水資源のかん養水資源のかん養水資源のかん養    

太陽エネルギー太陽エネルギー太陽エネルギー太陽エネルギー    

光合成光合成光合成光合成    

ペレットペレットペレットペレット燃焼機器燃焼機器燃焼機器燃焼機器    

温暖化対策温暖化対策温暖化対策温暖化対策    

廃材廃材廃材廃材    

木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅    

未利用未利用未利用未利用    
資源資源資源資源    

チップやチップやチップやチップやペレッペレッペレッペレッ
トトトト等等等等    

製材所製材所製材所製材所 

    

    木材・木材・木材・木材・    
            木質材料木質材料木質材料木質材料    

ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２の吸収の吸収の吸収の吸収    

燃焼灰の燃焼灰の燃焼灰の燃焼灰の
肥肥肥肥料料料料等へ等へ等へ等へ
の活用の活用の活用の活用    
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循環型社会では、特に資源の有効活用やゴミ問題に対し、リデュース（発生抑制）・リユー

ス（再使用）・リサイクル（再生利用）という３Ｒの優先順位で取り組み、過度な包装や無駄

の多い商品を提供しない、不要な物を家庭や事業所に持ち込まない、排出時は分別を徹底す

る、そして出されたゴミは資源として循環させ、各分野で有効活用していくことはもっとも

大切な取組です。 

 

 家庭でのゴミの削減については、県民がゴミを減らす主体者であるという意識を高め、そ

の生活スタイルの見直しを推進していきます。 

 

また、事業所等においても、資源の有効活用やゴミの削減を推進するとともに、継続した

取組とするため、環境マネジメントシステムの構築やその考え方の積極的な導入を進めてい

きます。 

 

市町村においては、資源ゴミの分別収集を促進するとともに、家庭や事業所等への分別の

徹底、また、リサイクルプラザ（資源化施設）などの広域的な整備などについて、各種リサ

イクル法に基づく取組、処理施設の適正な管理・運営等を推進していきます。 

 

（（（（３３３３））））自然環境自然環境自然環境自然環境をををを守守守守るるるる取組取組取組取組        

 

 生態系が持つ機能のうち、水や気候の安定、物質の循環などの間接的に受ける恩恵や衣食

住に不可欠な資源や原料といった有用物など、人間が生きていくために必要で役立つものが

生態系サービスとして供給されています。 

 

しかし、現在の生物の絶滅速度は、過去の絶滅速度と比べ、100 倍～1,000 倍に達し、

生態系サービスの状態を示すほとんどの指標が悪化傾向にあることから、これ以上の生物多

様性の損失を食い止め、今後は守りさらに向上させていくことが必要です。 

 

豊かな自然環境を保つことは、生態系の保全やＣＯ2 吸収機能の増進、水資源のかん養など

を通じて県民生活の安定を支えるのみならず、農林水産・観光など多様な産業の基盤や地域

の環境資源であり、地域固有の生活、文化を育むうえで重要な取組です。 
 

そのため、県内の優れた自然環境を山・川・海といった大きな循環や人々の暮らしとのつ

ながりの視点から保全・再生を行うことが大切であり、県民全体で貴重な森林や水などの環

境資源を守っていくべきであることから、森林の整備や木材利用の推進、流域一体となった

清流の保全、希少野生動植物や野生鳥獣の保護管理、自然公園の適正管理に努め、生物多様

性の保全と持続可能な利用及び自然との共生を図ります。 

 

 さらに、田畑や山林などの、人々が農山漁村で生活することにより維持されてきた二次的

な自然についても、生活環境の改善やライフスタイルの見直しにより過疎化が抑制されるこ

とで、人間と自然との共存を図ります。 

 

（（（（４４４４））））環境環境環境環境ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの振興振興振興振興    

 

 環境保全に資する製品やサービスを提供する環境ビジネスの導入及び創出は、低炭素社会
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の実現や、環境への負荷の少ない循環型社会づくりを進めるうえで、非常に重要な役割を果

たすとともに、地域経済の活性化や雇用の確保にも大きく寄与するものです。 

 

これからはより一層、本県の豊かな自然資源を、単なる一つの分野や地域毎の単体として

捉えるのではなく、様々に組み合わせて最大限に利活用し、新たな環境ビジネスの導入や創

出に取り組み、産業振興につなげることが必要です。 

 

①①①①    地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化対策対策対策対策につながるにつながるにつながるにつながる環境環境環境環境ビジネスビジネスビジネスビジネス    
 

    本県では、地球温暖化対策の要である CO2 削減を図るため、独自に「排出量取引地域モ

デル事業（現在は「排出量取引（CO2 排出削減）プロジェクト事業」に名称変更）」に取

り組んできましたが、これが平成 20 年 6 月、環境省「国内排出削減プロジェクトからの

ＶＥＲ認証・管理試行事業」として採択されました。（図－５） 

 

この事業は、我が国のＪ－ＶＥＲプロジェクト認証第１号であり、「環境のトップ・プラ

ンナー」を標榜する本県を象徴する先駆的・モデル的事業です。 

 

また、森林を整備することにより増大する CO2 の森林吸収量をＪ－ＶＥＲ制度によりク

レジット化する「森林吸収量取引プロジェクト事業」に取り組み、県内の事業体が容易に

プロジェクトを実施できるよう「高知県Ｊ－ＶＥＲ制度」を創設しました。（図－６） 

 

今後は、これらの事業により構築されたＪ－ＶＥＲ制度を活用し、県としても排出量取

引を大きなチャンスとして捉えて、新たな環境ビジネスの導入の可能性について検討を進

めていきます。 

 

（図‐５）排出量取引（CO2 排出削減）プロジェクト事業の流れ 
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（図‐６）森林吸収量取引プロジェクト事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        ②②②②    「「「「協働協働協働協働のののの森森森森づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業」」」」のののの拡充拡充拡充拡充をををを図図図図るるるる環境環境環境環境ビジネスビジネスビジネスビジネス        

    

企業、個人や公的主体が、自ら削減できなかった排出量について、森林整備や再生可能

エネルギーなどの活用により吸収・削減されたＣＯ2 で埋め合わせをする「カーボン・オフ

セット」が、温暖化対策の有効な手段として注目されており、自主的な取組として企業な

どの関心が増しています。 

 

平成２０年２月には、環境省から「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方につ

いて（指針）」が示され、このカーボン・オフセットの対象となるクレジットとして、国が

創設したＪ－ＶＥＲ制度には、森林整備や植林による森林吸収プロジェクトが位置付けら

れています。 

 

このような動きにあわせて、現在「協働の森づくり事業」について、ＣＯ2 吸収証書を発

行していますが、高知県では平成 22 年 2 月にオフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制

度での都道府県プログラム認証を取得し、「高知県オフセット・クレジット（高知県Ｊ－Ｖ

ＥＲ）制度」が始まったことから、「協働の森づくり事業」の森林整備により創出したＣＯ

2 吸収量については、吸収証書に代わりオフセット・クレジットとして、カーボン・オフセ

ットに利用してもらえる取組を進めています。 

 

こうした「協働の森づくり事業」による森林整備の取組を拡充することで、質的、量的

な転換を図り、森林再生はもとより地域雇用につなげ、中山間地域の活性化の糸口となる

よう取り組むとともに、この事業の目的の一つである協賛企業と地域との交流も活発にな

ってきていることから、事業の拡充にあわせ、エコツーリズムなどの観光振興、地域振興

を図る仕組みづくりを検討し、地域の活性化につなげていきます。 
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        ③③③③    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル産業産業産業産業のののの振興振興振興振興をををを図図図図るるるる環境環境環境環境ビジネスビジネスビジネスビジネス        

 

    県では、廃棄物などの循環資源を利用した県内リサイクル製品の認定制度を実施し、そ

れを公表するなどの方策により、県内のリサイクル製品の普及とリサイクル事業者の育成

に努めています。（図－７） 

 

    しかしながら、県内リサイクル製品は、品種が限られること、価格が相対的に割高であ

ることなど課題も多く、県内に広く普及するまでには至っていません。 

 

    一方で、環境負荷の低減に資する物品、役務の調達は、グリーン購入法（国等による環

境物品等の調達の推進等に関する法律）により、その推進が求められていることから、今

後は、サービスの購入に際して、環境配慮の価値が正しく評価される社会の仕組みが構築

される必要があり、市町村や事業者、そして県民に対して、情報提供と普及啓発を一層推

進していきます。 

 

    また、県内のリサイクル関係事業者に対して、環境への負荷の少ない製品やサービスが

豊富にかつ安価に提供できる技術やシステムづくりへの支援など、環境ビジネスにつなが

っていくような取組を進めていくことが求められています。 

    

 （図‐７）高知県リサイクル製品等認定制度の概要 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者 

リサイクル製品リサイクル製品リサイクル製品リサイクル製品    

県内で製造された県内で製造された県内で製造された県内で製造された    

リサイクル製品リサイクル製品リサイクル製品リサイクル製品 

環境配慮型事業所環境配慮型事業所環境配慮型事業所環境配慮型事業所    

環境負荷低減に優れた環境負荷低減に優れた環境負荷低減に優れた環境負荷低減に優れた

成果・効果を上げた取組成果・効果を上げた取組成果・効果を上げた取組成果・効果を上げた取組    

高知県 

・ＨＰ、パンフレットでの広報 
・県、市町村での利用推進 
・四国４県での相互推奨など 

①申請 ④認定 

②審査依頼 ③審査結果 

 

高知県リサイクル

製品等認定審査会 

審査会 ⑤普及促進 

エコショップエコショップエコショップエコショップ    

循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会の形成の形成の形成の形成    

に貢献している店舗に貢献している店舗に貢献している店舗に貢献している店舗



 20

        ④④④④    自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全をををを図図図図るるるる環境環境環境環境ビジネスビジネスビジネスビジネス        

  

 県内の中山間地域において、自然環境を保全するとともに自然の魅力を再認識し、これ

に関連した環境ビジネスの育成・創出を図ります。 

 

地域の企業やＮＰＯ、県民等の主体が連携・協働し、間伐などによる森林の適正な管理

や木質バイオマスの地域循環利用等を通じて中山間地域の維持、活性化に努めるとともに、

清流の保全とエコツーリズムによる流域振興など、地域の資源を活かした環境ビジネスモ

デルを確立し、地域経済の活性化や自立を通じた環境保全事業を推進します。 

 

また、近年高まりつつある企業の社会的責任（ＣＳＲ）を背景とした地域との協働によ

る環境保全活動など、各主体との新たな協働の形による環境保全に取り組みます。 

    

（（（（５５５５））））環境学習環境学習環境学習環境学習のののの推進推進推進推進とネットワークづくりとネットワークづくりとネットワークづくりとネットワークづくり        

 

環境問題は、私たち一人ひとりの日常生活や社会経済活動のあり方にも大きな関わりがあ

ることから、多くの県民が環境問題に関心を持ち、それぞれの立場でできる環境に優しい取

組を実践することは、低炭素社会をはじめとする 3 つの社会づくりを構築するうえでの基盤

となります。 

 

 「環境活動支援センターえこらぼ」は、県民挙げての環境活動を支援するための NPO 法

人として平成 18 年 4 月に設置され、その運営はＮＰＯ法人「環境の杜こうち」が行ってお

り、環境教育・環境学習の拠点として県民への環境活動の支援や各団体とのネットワークづ

くりを積極的に行っています。（写真－１・２） 

 

 県民の環境活動の拠点及びサポート体制は、これまでの取組により一定整備されたことか

ら、今後はさらに、地域における環境活動の相互連携や協力を深め、ネットワーク化を図る

ことや、環境学習を総合的・体系的に推進するための基本的な方針を策定し、県民の環境活

動を活発化するための基盤づくりを行います。 

 

（写真‐１）えこらぼの文化祭パネル展示の様子 （写真‐２）えこらぼのＥＣＯテントの様子 
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    第４章第４章第４章第４章    環境の保全環境の保全環境の保全環境の保全及び創造及び創造及び創造及び創造に関する施策の展開に関する施策の展開に関する施策の展開に関する施策の展開    

 

 計画に掲げるめざすべき将来像を実現するためには、計画の対象分野ごとの基本的な戦略に

沿って、各施策や事業を展開することが必要です。 

 

 本章では、めざすべき将来像の実現に向けた第一段階として、本県の環境施策における基本

的な戦略を見通しつつ、本計画期間内において優先的に取り組むべき施策の展開を掲げます。 

 

 

    １１１１    地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化へのへのへのへの対策対策対策対策                                                                                                            

 

 県では、温室効果ガスの排出量を 2020 年までに 1990 年の基準年比で 31％削減するこ

とを新たな県の目標とする「高知県地球温暖化対策実行計画（平成 23 年 3 月）」を策定し

ました。 

 

 この計画では、県民の生活や事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減目標を定め、県民運

動として県民一人ひとりの日常生活の見直しに取り組むとともに、森林の活用による CO2 削

減・吸収クレジット創出のための普及の仕組みづくりや再生可能エネルギーの導入促進など、

本県の地域特性にあった地球温暖化対策を推進していきます。 

 

（（（（１１１１））））地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化防止防止防止防止県民会議県民会議県民会議県民会議のののの活用活用活用活用（（（（県民県民県民県民運動運動運動運動によるによるによるによる温暖化防止温暖化防止温暖化防止温暖化防止のののの取組取組取組取組のののの拡大拡大拡大拡大））））    

    

 県民一人ひとりの意識を高め、行動につなげることが重要なことから、啓発活動や行動

を促すための仕組みづくりを実施するために、県民、事業者、行政等が連携・協働して、

県民総ぐるみによる地球温暖化防止活動を推進する高知県地球温暖化防止県民会議（以下

「県民会議」という。）により、次のとおり県民運動を展開していきます。（図―８） 

 

        ①①①①    県民県民県民県民（（（（家庭家庭家庭家庭））））におけるにおけるにおけるにおける地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化防止防止防止防止のののの取組取組取組取組        

    

家庭での CO2 排出削減等の取組を、成果を見える化しながら進めていくとともに、あら

ゆる機会をとらえて地球温暖化防止活動を行う県民を増やす取組を推進します。 

    

        ②②②②    事業者事業者事業者事業者ににににおけるおけるおけるおける地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化防止防止防止防止のののの取組取組取組取組    

    

環境マネジメントシステムの導入促進を図るなど、事業者の業務に関わる CO2 排出削減

等の取組を、成果を見える化しながら進めるとともに、地球温暖化防止活動を行う事業者

やその従業員が持続的に増えていく仕組みづくりを構築し、取組を推進します。 
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        ③③③③    行政行政行政行政におけるにおけるにおけるにおける地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化防止防止防止防止のののの取組取組取組取組    

 

環境マネジメントシステムの導入により行政機関の省エネ化に取り組むなど、行政自ら

が地球温暖化対策を推進するとともに、県民・事業者等との連携の強化を図り、地域の取

組を促進します。（図－９） 

 
（図‐８）高知県地球温暖化防止県民会議の組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（図‐９）高知県庁環境マネジメントシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

（（（（2222））））森林吸収源森林吸収源森林吸収源森林吸収源対策対策対策対策によるによるによるによる地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化防止防止防止防止        

 

 本県は、県土の 84％を林野が占める全国一の森林県であり、そのうち約 65％は人工林で

す。森林には、木材を生産するだけではなく、県土の保全や水資源のかん養、近年では CO2

の吸収源として地球温暖化防止に重要な役割を担っていますが、このような公益的機能を十

分に発揮させていくためには、間伐などの適切な森林整備を進めていく必要があります。 

 

このため、県では「高知県森林吸収量確保推進計画（平成 19 年 7 月）」や「高知県産業 

振興計画Ｖｅｒ．2（平成 22 年 3 月）」などに基づき、森林・林業関係者による「森の工場

づくり」をはじめとする取組のほか、企業のＣＳＲ活動による「協働の森づくり事業」及び

森林環境税等を活用した間伐等の取組を行い、森林整備を積極的に推進していきます。 

（概要は参考資料 P48～Ｐ49 を参照） 
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また、県産材を木造住宅などに利用することでＣＯ2 固定量を算定し、認証する「ＣＯ2 木

づかい固定量認証制度」により、木のＣＯ2 の吸収固定効果を見える化し、県産材の利用が地

球温暖化防止に貢献することを身近に感じてもらえるよう、環境配慮行動への意欲を促す取

組を進めます。 

 

（（（（３３３３））））再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー導入導入導入導入へへへへのののの支援支援支援支援        

 

 本県は、全国一の森林率による豊富な森林資源やトップクラスの日照時間（日射量）を誇

る太陽光、豊かな年間降水量、沿岸部や山間地などの良好な風況といった、新エネルギーに

適した自然条件を備えています。 

 

こうした本県の恵まれた地域特性を十分に活かし、地球温暖化対策に貢献するとともに、

産業振興や県民生活の向上に寄与するといった視点で、太陽光、小水力、木質バイオマス、

風力等の新エネルギー（再生可能エネルギー）の導入を図るための具体的な施策を示す「高

知県新エネルギービジョン（平成 23 年 3 月）」を策定しています。 

 

このビジョンで示す取組を進めることにより、化石燃料への依存を少なくし、温室効果ガ

スの排出の抑制を図ります。（概要は参考資料Ｐ54～P55 を参照） 

 

（（（（４４４４））））公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関のののの利用促進利用促進利用促進利用促進によるによるによるによる COCOCOCO2222 のののの削減削減削減削減        

    

        ①①①①    公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関のののの利用拡大利用拡大利用拡大利用拡大        

    

環境やまちづくりなどの幅広い視点から、環境負荷の低い鉄道、バスなどへの利用の転 

換や拡大を図るため、パークアンドライドや５２０運動のような公共交通を利用した通勤

を進める取組（運動）の推進など、モビリティ・マネジメントを進めていくことにより、

CO2 の削減につなげていきます。 

 

        ②②②②    ＩＣＩＣＩＣＩＣカードのカードのカードのカードの利用拡大利用拡大利用拡大利用拡大やエコやエコやエコやエコ通勤通勤通勤通勤のののの促進促進促進促進        

    

ＩＣカード「ですか」の利用を拡大し、利用者の利便性の向上を図るとともに、「エコ通

勤」の取組を行政や事業者等に普及・促進することによって、CO2 の削減に向けた意識づ

くりを高めていきます。 

 

 ③③③③    エコモビリティのエコモビリティのエコモビリティのエコモビリティの利用促進利用促進利用促進利用促進        

    

ＩＣカード「ですか」の持つ機能を、交通から観光・環境・文化まで結び付けること 

で、地域の魅力ある資源を有効に活用しながら面的な展開による、公共交通の利用促進を

通したＣＯ２削減につながる仕組みづくりを検討します。（図－１０） 
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（図‐１０）ＩＣカード「ですか」の面的展開（イメージ） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ２２２２    循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へのへのへのへの取組取組取組取組                                                                                                            

 

 循環型社会とは、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動の仕組みを見直すこと

により、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会です。 

   

 この循環型社会を実現するためには、製品等の廃棄物等の発生抑制、並びに製品等の適正

な循環的な利用の促進、及び循環的な利用が困難な場合の適正な処分（廃棄物としての処分）

の確保等が必要です。 

    

（（（（１１１１））））ゴミのゴミのゴミのゴミの３３３３ＲＲＲＲのののの推進推進推進推進        

    

私たちが使う製品は、資源の採掘や製造、流通、廃棄物の処分と膨大な環境への負荷をか

けて作られています。何を購入し、どのように使い、再生・処分するかの一連のサイクルに

環境配慮を優先することや、ゴミを少なくするライフスタイルを進めていくことが重要です。 

 

そのため、ゴミの３Ｒについて、リデュース（発生抑制）・リユース（再使用）・リサイク

ル（再生利用）の順で優先的に取り組みます。 

    

        ①①①①    ゴミのゴミのゴミのゴミの発生抑制発生抑制発生抑制発生抑制        

    

事業者においては、製造から販売までのすべての段階で廃棄物の発生抑制に努めること、

消費者においては必要な物だけを購入すること、使い捨てではなく長く使えるものを使っ 

ていくことなど、環境にやさしいライフスタイルの実践を呼びかけ、ゴミの発生抑制を推

進します。 
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また、廃棄物の削減や地球温暖化防止などに対する県民の意識を高めるため、レジ袋等

容器包装ゴミの削減に向けた取組を事業者やＮＰＯ、行政等と連携しながら推進します。

（写真－３） 

    

        ②②②②    分別収集分別収集分別収集分別収集やややや再生利用再生利用再生利用再生利用        

    

県民や事業者によるグリーン購入やリサイクル製品の利用、各種リサイクル法に基づく 

分別収集や再生利用を推進します。 

 

        ③③③③    ３３３３ＲＲＲＲのネットワークのネットワークのネットワークのネットワーク化化化化        

    

循環資源の情報共有を図るため、廃食油の燃料化や食品残渣の堆肥化など、地域での事 

業者や県民が実施する３Ｒの取組をネットワーク化して推進します。 

 

（写真‐３）環境にやさしい買い物キャンペーンポスター  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（（（（２２２２））））ゴミのゴミのゴミのゴミの適正処理適正処理適正処理適正処理やややや不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄・・・・散乱散乱散乱散乱ゴミゴミゴミゴミ対策対策対策対策        

    

廃棄物の適正処理指導を進めるとともに、県土美化に向け、県民運動としての盛り上がり

につなげることで県内の不法投棄の根絶や散乱ゴミを防止するなど、環境保全に対する意識

を高めるきっかけとします。 

 

        ①①①①    県民一斉美化活動県民一斉美化活動県民一斉美化活動県民一斉美化活動        

    

地域の美化運動を実施する活動団体に対し、清掃資材の提供などの支援を行います。 

 また、「清潔で美しい高知県をつくる条例（平成 19 年 12 月）」に基づき、毎年 2 月を 

県民一斉美化活動月間と定め、この時期を中心に県民へ広く美化活動を呼びかけるととも 

に、清潔で美しい県土づくりは自らが行うという意識の下に、市町村やボランティア 

団体、企業等と連携し、一斉美化活動を行います。（写真－４） 
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②②②②    不法投棄対策不法投棄対策不法投棄対策不法投棄対策        

    

県民等に対する不法投棄の防止についての普及啓発や環境教育を充実させるため、各福 

祉保健所のブロックごとにある「産業廃棄物等連絡協議会」を活性化させるなど、地域住

民団体とのネットワーク化を行い、効果的な対策やその情報交換を図ります。 

 

また、これまでの不法投棄の撤去や防止活動から環境美化へ拡大し、地域ごとの課題解 

決をめざします。（写真－５） 

 

③③③③    産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの適正処理適正処理適正処理適正処理        

    

産業廃棄物の排出事業者及び処理業者について、監視や指導を行い、産業廃棄物の適正

処理や産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度の徹底を図ります。    

 

        ④④④④    「「「「エコサイクルセンターエコサイクルセンターエコサイクルセンターエコサイクルセンター」」」」のののの施設整備施設整備施設整備施設整備・・・・運営運営運営運営        

    

公共関与による管理型最終処分場（産業廃棄物処理施設）の設置に向け、財団法人エコ

サイクル高知が行っている「エコサイクルセンター」の施設整備とともに、設置後（平成

23 年 10 月に供用予定）の円滑な運営に対して支援します。（写真－６） 

  

（写真‐４）一斉美化活動の様子       （写真‐５）不法投棄現場の様子 

 

 

 

 

 

 

 

（写真‐６）建設中のエコサイクルセンター  
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    ３３３３    自然環境自然環境自然環境自然環境をををを守守守守るるるる取組取組取組取組                                                                                                            

 

 本県の優れた自然環境を保全し、次世代に伝えていくためには、山・川・海を守る取組を総

合的に進めるとともに、環境や生態系に配慮した適切な農林漁業活動の推進や里山の保全など

を行うなど、自然資源の持続可能な利用と保全に取り組むことが必要です。 

 

また、生物の生息・生育空間が確保された生物多様性の保全をめざし、生態系ネットワーク

の維持・形成を図るとともに、希少野生動植物の保護対策を進めていくことが必要です。 

 

（（（（１１１１））））森林森林森林森林環境環境環境環境のののの整備整備整備整備        

    

        ①①①①    森林資源森林資源森林資源森林資源のののの質的充実質的充実質的充実質的充実        

    

荒廃森林の解消に向け、緊急の課題となっている間伐を積極的に推進するため、「高知県

産業振興計画Ｖｅｒ．2（平成 22 年 3 月）」に基づく取組や森林環境税を活用するなど、

森林の環境面における山腹の崩壊や土砂の流出を防止し、公益的機能を高めるとともに、

森林資源の質的充実を計画的に推進します。（概要は参考資料 P48～Ｐ49 を参照） 

（写真－７） 

 

（写真‐７）間伐等により森林整備が行われた様子  

  

 

 

       

 

        ②②②②    県民県民県民県民やややや企業企業企業企業のののの協働協働協働協働によるによるによるによる森林森林森林森林のののの再生再生再生再生        

    

森林の持つＣＯ2 吸収機能を数値化し、見える化する「高知県ＣＯ２吸収認証制度」によ

り、「ＣＯ２吸収証書」を発行することによって、その社会的な認知度を向上させるととも

に、環境問題に積極的に取り組んでいる企業（環境先進企業）と地域が協働して｢森林整備｣

と｢交流｣を柱とした取組を行う｢協働の森づくり事業｣を行うことで、森林の再生を進めま

す。 

 

（（（（２２２２））））公共工事等公共工事等公共工事等公共工事等のののの環境配慮環境配慮環境配慮環境配慮        

 

公共工事等を行う際には、道路工事における掘削に伴う斜面を自然林に復元する工法や、

荒廃した森林 手入れのできた森林 
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河川が本来有している多様な自然環境・生態系・景観を保全・創出するための多自然川づ

くりを推進するなど、環境に配慮するとともに、積極的な木材利用に努めます。（写真－８・

９） 

 

   なお、県が公共事業等を行う際には、文化環境配慮方針に基づき環境負荷の軽減を推進

します。 

 

（写真‐８）自然林が復元された様子  

        

         施工直後                施工後約 10 年 

     

（写真‐９）多自然川づくりの様子  

        

 

 

 

 

 

 

         施工直後                施工後約 18 年 

    

（（（（３３３３））））清流及清流及清流及清流及びびびび生活環境生活環境生活環境生活環境のののの保全保全保全保全        

 

        ①①①①    清流保全計画清流保全計画清流保全計画清流保全計画のののの策定策定策定策定とととと見直見直見直見直しししし        

    

｢高知県清流保全条例（平成元年 12 月）｣及び｢高知県清流保全基本方針（平成 18 年 3

月）｣に基づき、各河川の清流保全計画の策定と、策定後の各河川の計画について見直しを

適宜行い、その計画に沿った取組を進めます。 

 

策定及び見直しにあたっては、水質だけではなく、水量、景観や生物多様性・生態系の

保全、水文化の継承などを含め、流域で暮らす方々の歴史と知恵を生かし、流域全体で取

り組む必要があるという認識のもとに、流域市町村や住民、団体と連携・協働して取り組

みます。 
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このような認識を踏まえ、「物部川清流保全計画（平成 20 年 6 月）」や「第 2 次仁淀川

清流保全計画（平成 22 年 3 月）」の策定を行っており、今後は、流域市町村や住民、団

体と一体となって、山・川・海をつなぐ大きな水循環と人々の暮らしの視点に基づいた、

清流保全に取り組みます。 

 

        ②②②②    四万十川四万十川四万十川四万十川のののの保全保全保全保全とととと流域流域流域流域のののの振興振興振興振興        

    

四万十川流域においては、｢高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例（平

成 13 年 3 月）｣に基づき、重点地域における許可制度の運用や清流基準の設定などの取

組を行い、住民、流域市町、国等のすべての関係者と連携・協働して、流域のめざすべき

将来像の実現に向けた取組を進めます。（図－１１） 

 

また、四万十川の持つ自然・歴史・文化といった多様な地域資源を活用し、流域の持続

的な発展に取り組むための基本指針として「四万十川流域振興ビジョン（平成 22 年 3 月）」

の策定を行っており、今後は、その基本指針に基づき体系化された施策について、流域住

民・事業者・行政がそれぞれの立場で協力しあい、地域づくりを推進していく、「協働型社

会」の実現をめざして取り組みます。 

    

（図‐１１）四万十川流域における活動組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・四万十川流域住・四万十川流域住・四万十川流域住・四万十川流域住民ネットワーク民ネットワーク民ネットワーク民ネットワーク 

    ・地域づくりの会｢しゃえんじり｣など・地域づくりの会｢しゃえんじり｣など・地域づくりの会｢しゃえんじり｣など・地域づくりの会｢しゃえんじり｣など 

    ・しまんと黒尊むら・しまんと黒尊むら・しまんと黒尊むら・しまんと黒尊むら 

  ・四万十すみずみツーリズム連絡会・四万十すみずみツーリズム連絡会・四万十すみずみツーリズム連絡会・四万十すみずみツーリズム連絡会 

    ・四万十川流域保全振興委員会・四万十川流域保全振興委員会・四万十川流域保全振興委員会・四万十川流域保全振興委員会 

    ・四万十川財団・四万十川財団・四万十川財団・四万十川財団 

総合調整 

・四万十川総合保全機構・四万十川総合保全機構・四万十川総合保全機構・四万十川総合保全機構 

・四万十川流域文化的景観連絡協議会・四万十川流域文化的景観連絡協議会・四万十川流域文化的景観連絡協議会・四万十川流域文化的景観連絡協議会 

・四万十川流域土木工事協議会・四万十川流域土木工事協議会・四万十川流域土木工事協議会・四万十川流域土木工事協議会 

行政 

 

 ・四万十アドバイザー会議・四万十アドバイザー会議・四万十アドバイザー会議・四万十アドバイザー会議 

 ・四万十・流域圏学会・四万十・流域圏学会・四万十・流域圏学会・四万十・流域圏学会 

研究者 

住民 

    ・・・・四万十くろそん四万十くろそん四万十くろそん四万十くろそん 

会議会議会議会議 
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        ③③③③    生活環境生活環境生活環境生活環境のののの保全保全保全保全        

    

水環境、大気環境に係る対策や化学物質による環境問題等への対応、土壌汚染や騒音な

どの対策を推進し、安全で快適な生活環境を守るため、河川や大気などの環境監視を継続

するとともに、排出源の監視指導や県民への情報提供などを通じて、生活環境の保全に努

めます。 

    

（（（（４４４４））））生態系生態系生態系生態系・・・・希少動植物希少動植物希少動植物希少動植物のののの保全保全保全保全        

    

        ①①①①    希少野生動植物希少野生動植物希少野生動植物希少野生動植物のののの保全保全保全保全        

    

レッドデータブック等により希少野生動植物の保全に関して啓発を行うとともに、「高知

県希少野生動植物保護条例（平成 17 年 12 月）」や「高知県うみがめ保護条例（平成 16

年 3 月）」に基づく希少野生動植物に関する調査、県指定種の追加指定や保護区の設定を

検討し、希少野生動植物を絶滅の危機から守り、豊かな生物多様性の保全を図ります。 

    

併せて、保護推進員等を設置し、推進体制を整備するなど希少野生動植物の保護を図り

ます。 

    

        ②②②②    鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣のののの保護保護保護保護・・・・管理管理管理管理        

    

｢高知県第１０次鳥獣保護事業計画（平成 20 年 3 月）｣に基づき、農林水産業との調和

及び利害関係者の意見調整を図りながら、野生鳥獣の良好な生息環境を維持するため、鳥

獣保護区の指定などを行い、野生鳥獣の保護及び繁殖を図ります。 

    

また、特にニホンジカ、イノシシについては、｢高知県特定鳥獣（シカ）保護管理計画（平

成 20 年 3 月）｣及び｢高知県特定鳥獣（イノシシ）保護管理計画（平成 20 年 3 月）｣に

基づき、農林業被害や自然生態系への被害を軽減するとともに、生物多様性の確保を図り、

健全な地域個体群としての生息維持に努めることで、地域住民との共存を図ります。 

 

        ③③③③    漁場環境漁場環境漁場環境漁場環境のののの保全保全保全保全        

    

環境負荷の少ない漁業生産活動を推進するとともに、磯焼け対策など沿岸域の環境の保

全及び修復を行います。 

 

また、森林及び河川流域における環境保全の取組との連携を強化し、漁場の機能の回復

に努めます。 

 

        ④④④④    自然公園自然公園自然公園自然公園のののの適正利用適正利用適正利用適正利用とととと施設整備施設整備施設整備施設整備        

    

｢自然公園法｣や｢県立自然公園条例｣に基づき、優れた自然の風景地の保護と適正な利用

を図るとともに、自然とのふれあいを求める県民のニーズに適切に対応するため、多様な

自然環境を保全しつつ、安全で快適な利用施設の修繕・整備等を進めます。 
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４４４４    環境環境環境環境ビジネスのビジネスのビジネスのビジネスの振興振興振興振興                                                                                                                
 

 国全体が低炭素化へ向けて動き出すなかで、本県では、「協働の森づくり事業」を拡充した

CO2 吸収量の認定制度の創設や、国に先んじたオフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度

による排出量取引の試み、さらには、協働の森づくり事業に参加する企業による CO2 のカー

ボン・オフセットの取組など、環境のトップ・プランナーをめざした先進的な取組を進めて

おり、こうした取組を環境ビジネスにつなげていくことが必要です。 
 

 今後、国の動向も踏まえながら、本県の恵まれた自然環境を活かした産・学・官の連携に

よる環境への負荷の少ない環境配慮型製品やサービス、環境保全に資する技術やシステムな

どの環境ビジネスを育成・支援するなど、常にトップ・プランナーを意識した取組を進めて

いきます。 

 

（（（（１１１１））））県県県県としてとしてとしてとして主体的主体的主体的主体的にににに取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき事業事業事業事業        
 

①①①①        高知県協働高知県協働高知県協働高知県協働のののの森森森森 COCOCOCO2222 吸収認証制度吸収認証制度吸収認証制度吸収認証制度のののの拡充及拡充及拡充及拡充及びオフセット・クレジットびオフセット・クレジットびオフセット・クレジットびオフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）（Ｊ－ＶＥＲ）（Ｊ－ＶＥＲ）（Ｊ－ＶＥＲ）

制度制度制度制度をををを活用活用活用活用したしたしたした森林経営森林経営森林経営森林経営・・・・管理事業管理事業管理事業管理事業のののの活性化活性化活性化活性化        
 

    協働の森づくり事業においては、適正間伐の施行された森林について、積極的に CO2

吸収量を認定し、CO2 吸収証書を発行することにより、環境先進企業にＣＳＲ活動の「見

える化」を進めています。（図―１２） 
 

    県では、国のＪ－ＶＥＲ制度を積極的に推進するとともに、さらに事業の拡充を図るた

め、同制度に基づき、都道府県プログラム認証の認可を受けた、全国レベルで市場流通が

可能となるクレジットを、「高知県Ｊ－ＶＥＲ制度」として県内で発行できる仕組みを創設

しました。 
 

この「高知県Ｊ－ＶＥＲ制度」により、従来の CO2 吸収証書に代わり、オフセット・ク

レジットとして環境先進企業に購入してもらえるよう、例えば、商品の製造過程で出る

CO2 排出量や従業員の通勤時の交通機関利用に伴う CO2 排出量などを打ち消すカーボ

ン・オフセットに利用できる取組を提案していきます。（図―１３） 

 

（図‐１２）高知県協働の森ＣＯ２吸収認証制度 
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（図‐１３）高知県Ｊ－ＶＥＲ制度 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            ②②②②    環境先進環境先進環境先進環境先進モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業へのへのへのへの支援支援支援支援とととと国国国国へのへのへのへの働働働働きかけきかけきかけきかけ        

    

    本県の中山間地域は、バイオマス資源供給源や CO2 吸収源としての役割が期待されてお

り、これらの地域特性を活かした環境に関する先進的なモデル事業に、引き続き支援して

いくとともに、循環利用の取組を定着化させるため、具体的な事業展開を図っていくうえ

で、国の新規事業の開拓や補助事業等に採択されるよう強く働きかけを行っていきます。

（図―１４） 

 

   （具体的な事業例） 

    ○ 木質バイオマス燃料を使用した園芸農業用ボイラー設備投資への支援制度 

    ○ 木質バイオマス原材料である間伐材、端材の安定供給に向けた支援制度 

       （木質バイオマス燃料製造事業者、または原材料供給林業関係者）  

○ 木質バイオマスを活用した、需要と供給体制を一定エリアごとに整備した

利用ユニットの先行モデルの整備 

など 
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（図‐１４）木質バイオマスのエネルギー利用（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
    

（（（（２２２２））））先進的市町村先進的市町村先進的市町村先進的市町村とととと連携連携連携連携したしたしたした取組取組取組取組        

    

    国が低炭素型の都市や地域づくりを進めるために公募した環境モデル都市について、本 

県では平成 21 年 1 月に梼原町が選定されています。 

    

具体的な事業内容としては、林地残材などからチップやペレットなどを生産し、ボイラ 

ー等の燃料として活用するとともに、木質系燃料の生産・利用による事業収入や企業との

協働により森林づくりに取り組む、「木質バイオマス地域循環モデル事業プロジェクト」を

展開しています。 

    

また、同町では、風力発電施設や太陽光発電、小水力発電などの積極的な整備を図り、

産業・業務・家庭部門における電力自給率 100％超の実現をめざしています。 

    

地域や流域の自然を活かした低炭素社会、資源循環型社会づくりを、住民・事業者及び

行政も含め、地域全体で推進し、地域活性化につなげていく取組であり、県としても重点

的に支援し、連携した取組を進めていくことが求められています。 

    

 特に、梼原町の環境モデル都市の取組については、木質バイオマス燃料製造事業に協賛・ 

参画している環境先進企業が、梼原町にとどまらず、四万十川流域の全自治体との連携に 

よる資源循環型地域社会づくりの構想の検討につながるなど、本県の一大広域モデル事業 

になる可能性を秘めており、本県のこれからの施策の方向性を示すものと言えます。 

（図―１５） 

園芸農業用ﾎﾞｲﾗｰ園芸農業用ﾎﾞｲﾗｰ園芸農業用ﾎﾞｲﾗｰ園芸農業用ﾎﾞｲﾗｰ    

間伐材等間伐材等間伐材等間伐材等    

燃料用に加工燃料用に加工燃料用に加工燃料用に加工    

バイオマス資源供給源バイオマス資源供給源バイオマス資源供給源バイオマス資源供給源    

・ＣＯ・ＣＯ・ＣＯ・ＣＯ２２２２吸収源吸収源吸収源吸収源    

    木材の伐採・集積木材の伐採・集積木材の伐採・集積木材の伐採・集積    

中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域    

    チップやペレットチップやペレットチップやペレットチップやペレット等等等等    

施設用冷暖房機施設用冷暖房機施設用冷暖房機施設用冷暖房機    

一定エリア毎の利用一定エリア毎の利用一定エリア毎の利用一定エリア毎の利用

ユニットのイメージユニットのイメージユニットのイメージユニットのイメージ    

先行モデルの実施状先行モデルの実施状先行モデルの実施状先行モデルの実施状

況を踏まえ、将来は況を踏まえ、将来は況を踏まえ、将来は況を踏まえ、将来は

県内各地への展開を県内各地への展開を県内各地への展開を県内各地への展開を

目指す目指す目指す目指す    
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（図‐１５）梼原町の環境モデル都市の取組 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

（（（（３３３３））））    環境先進企業環境先進企業環境先進企業環境先進企業、、、、事業者事業者事業者事業者とのとのとのとの連携連携連携連携        

    

    環境ビジネスは、環境に関する法律が整備されて以降、急速にその市場が拡大しており、 

環境対応をビジネスチャンスと捉えて活動している企業が増加しています。 

    

  今後、県が将来めざしている低炭素社会・循環型社会・自然共生社会の３つの社会を構 

築していくためには、環境ビジネスのより一層の振興が求められており、環境先進企業や

事業者との連携を強化し、産・学・官の連携のもと、環境ビジネスの育成・支援を積極的

に行い、具体的なプランを総合的に推進することが必要です。 

 

    県では、幅広い関係者により設置された｢高知県木質バイオマスエネルギー利用促進協議

会｣を通じ、課題の整理や解決手法の検討などを行い、地域産業の発展に寄与できるよう、

木質バイオマスの利活用を進めていきます。（概要は参考資料Ｐ51 を参照） 

 

また、産業振興計画の中で、環境ビジネスを今後成長が見込まれる産業分野の一つとし

て位置づけ、企業や団体、専門家などで構成する｢高知県環境産業研究会｣を設置し、環境

分野における県内企業の取組に対する支援を行うとともに、環境関連分野に関わる企業の

誘致に向けた活動を、積極的に進めていきます。（概要は参考資料Ｐ52～P53 を参照） 
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５５５５    環境学習環境学習環境学習環境学習のののの推進推進推進推進とネットワークづくりとネットワークづくりとネットワークづくりとネットワークづくり                                                                            

 

 本県の豊かな自然環境を次世代に引き継いでいくためには、県民一人ひとりが環境問題につ

いて理解を深め、自発的に環境に配慮した生活や活動に取り組むことが必要です。 

そのためには、学校、家庭、地域、企業等が連携・協働しながら、環境学習や環境保全活動

を推進することが重要であり、環境学習の機会や場の充実、地域における環境学習の指導的役

割を担う人材の育成及び適切な情報提供に取り組みます。 

 

（（（（１１１１））））幼少期幼少期幼少期幼少期・・・・青少年期青少年期青少年期青少年期におけるにおけるにおけるにおける環境教育環境教育環境教育環境教育のののの充実充実充実充実    

 

   幼少期から青少年期までは、人の成長において最も大切な時期です。その時期に子どもた

ちが自然や身近な地域の中での様々な体験活動を通じ、豊かな感受性や生命を尊重する心、

環境に対する関心を培うことが将来の様々な活動において、環境に配慮した活動につながる

ことから、子どもたちの発達段階に応じた環境教育の総合的な取組を進めます。 

 

  ①①①①    幼少期幼少期幼少期幼少期におけるにおけるにおけるにおける環境教育環境教育環境教育環境教育のののの取組取組取組取組    

 

    幼少期における親子の「森あそび」を中心とした、様々な自然体験活動が通年実施でき

るよう環境整備を行うとともに、参加を呼びかけるための情報提供を行います。 

また、「森あそび」を中心とした自然体験活動を推進するため、「森のようちえんネット

ワーク」の構築を図ります。 

 

        ②②②②    青少年期青少年期青少年期青少年期におけるにおけるにおけるにおける環境教育環境教育環境教育環境教育のののの取組取組取組取組    

 

 小中学校及び高等学校における各教科や総合的な学習の時間などを活用し、社会や理科

など各教科の特質や地域の状況等に応じた環境教育への取組に努めるとともに、小中学校

においては各学校で策定する教育計画へ環境教育を位置付けていくよう努めます。 

 

 また、環境教育を推進するためのモデル校の指定、省エネ教育と併せ、地球温暖化防止

にも貢献する「50／50（フィフティ・フィフティ）モデル事業（CO2 CO2 削減コンテ

スト）」や「こども環境家計簿」の取組などへ各学校が参加するなど、環境に対する意識を

高める取組を進めます。（写真－１０・１１） 

 

（写真‐１０）CO2 CO2 削減コンテスト表彰式の様子  （写真‐１１）こども環境家計簿 
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（（（（２２２２））））地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける環境学習環境学習環境学習環境学習のののの支援支援支援支援    

 

   地域における環境学習の推進を図るため、県内で環境学習を行おうとする団体に対し、学 

習機材、環境学習車等の貸し出しや、森林保全ボランティア、地球温暖化防止活動推進員、

省エネマイスター、環境教育リーダーなど目的に沿った環境学習講師の紹介を行うほか、「こ

どもエコクラブ」など地域での自主的な環境学習を支援します。（写真－１２・１３） 

 

   また、企業、学校、環境関連施設などとの連携を図り、あらゆる分野からの環境学習の講

師を開拓するとともに、様々な機会をとらえて多様な場での環境学習を推進し、県民の環境

保全意識の高揚に努めます。 

 

（写真‐１２）エコまなぶ号（移動環境学習車）  （写真‐１３）エコクラブ交流会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（３３３３））））学校学校学校学校やややや地域地域地域地域とのとのとのとの協働協働協働協働によるによるによるによる環境保全活動環境保全活動環境保全活動環境保全活動のののの促進促進促進促進        

 

   身近な環境の保全には、地域社会の活力や地域住民の絆を一層強化し、地域コミュニティ

が大きな役割を果たすことが重要であるため、多様な主体が緊密に連携・協働しながら環境

保全活動への参加率を高め、取組の輪を広げます。 

 

        ①①①①        次世代次世代次世代次世代をををを担担担担うううう青青青青少年少年少年少年とととと地域地域地域地域とのとのとのとの協働協働協働協働によるによるによるによる取組取組取組取組    

                

   高校生、大学生等が主体となって地域の環境問題の解決に向け自らが参画し、環境問題

に関する専門的な学習や地域の人々と協働して取り組む地域活動を支援します。 

    

        ②②②②        多様多様多様多様なななな主体主体主体主体のののの協働協働協働協働によるによるによるによる取組取組取組取組    

    

     地域の住民と行政が連携・協働し、道路や河川、海岸、公園等の環境美化活動を推進す

るとともに、ＮＰＯ等の環境団体、企業、学校、地域など様々な主体による環境保全活動

の促進や支援に努めます。 
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     また、協働の森づくり、川づくり、海づくり事業などに取り組んでいる企業のＣＳＲ活

動を促進するとともに、地域や学校との交流を図り、森林保全ボランティア活動をはじめ

とする環境活動の支援に努めます。 

 

（（（（４４４４））））環境学習環境学習環境学習環境学習をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための人材育成人材育成人材育成人材育成        

    

    環境教育の担い手となる教職員の育成、授業に活用する環境副読本や教材などの充実を図

り、教育現場への普及に努めるとともに、地域で活動する森林保全ボランティア、地球温暖

化防止活動推進員、省エネマイスター、環境教育リーダーなどの環境学習講師の資質の向上

や人材の育成、生涯学習活動を担う地域での人材発掘を図ります。（写真－１４・１５） 

    

また、効果的な環境学習を提供するにあたり、企画運営を行うプロデューサーや専門分野

の指導者及び団体を繋げるコーディネーターなどの養成を行うため、自然体験活動や環境学

習の企画・運営、連絡調整を行う指導者の養成プログラムを開発し、養成講座を実施します。 

    

（写真‐１４）地球温暖化防止活動推進員研修の様子 （写真‐１５）省エネマイスターのステッカー 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（５５５５））））環境学習環境学習環境学習環境学習やややや環境保全活動環境保全活動環境保全活動環境保全活動にににに関関関関するするするする普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発やややや情報提供情報提供情報提供情報提供    

    

   県民が環境学習や環境保全活動に参加しやすいように機会を提供するとともに、より利用

しやすい学習プログラムの開発を行い、県内の環境活動の活発化を図ります。 

    

        ①①①①    環境活動環境活動環境活動環境活動のののの情報提供情報提供情報提供情報提供・・・・情報共有情報共有情報共有情報共有    

    

県内の環境活動に関する情報をメールニュースや県などのホームページその他多様な媒 

体を活用して発信するほか、ＮＰＯ等の環境団体の活動発表や交流の場を設けるとともに、

県内の環境学習施設の連携や情報共有を図ります。（写真―１６） 

また、ＮＰＯ等の環境団体や企業等による「高知自然学校」と称するネットワークを構 

築し、それぞれの個性や特徴を生かした、魅力ある自然体験活動や環境学習の機会を提供

します。 
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        ②②②②    環境学習環境学習環境学習環境学習プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの開発開発開発開発    

 

     本県の豊かな自然を身近に体感し、その大切さを認識することができるよう、幅広い世

代の方が積極的に自然体験活動や環境学習に参加できる新たなプログラムや、森・川・海

のつながりを意識した広域を対象とする教材及び地域全体を教材にしたプログラムを開発

します。 

また、ＮＰＯ等の環境団体の各々がもつ個性や地域性、知識や技術など、情報と人材を

共有し、互いに協働しながら新しいプログラムを開発します。 

 

        ③③③③    家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける環境配慮行動環境配慮行動環境配慮行動環境配慮行動のののの取組取組取組取組    

    

  家庭での省エネの普及に向けた環境家計簿の取組や店頭でのレジ袋削減に向けたマイバ

ッグ運動、地産地消の推進など、消費生活に関わる物品やサービスに関する情報提供や導

入支援を実施します。（写真－１７） 

 

        ④④④④    環境情報環境情報環境情報環境情報のののの収集及収集及収集及収集及びびびび提供提供提供提供    

    

 環境に関する状況や環境保全活動の取組など、環境情報の収集を行い、県民や企業など

の多様なニーズに対応できるよう、環境白書や県ホームページ、各種刊行物などの媒体を

活用し、利用しやすい環境情報の提供に努めます。 

 

        ⑤⑤⑤⑤    広域的広域的広域的広域的なななな環境施策環境施策環境施策環境施策    

    

地球温暖化対策や３Ｒの推進など、広域的に関連する環境施策について、県内市町村や 

他県と連携し、効果を高めるような取組を進めます。 

 

（写真‐１６）地球温暖化防止フォーラムのチラシ  （写真‐１７）県庁ロビー展の様子 
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○○○○各分野各分野各分野各分野におけるにおけるにおけるにおける達成度達成度達成度達成度のののの指標指標指標指標                                                                                        
 

   本計画の効果的な推進のため、2015 年（平成 27 年）度までの 5 カ年でめざす各分野の 

達成度の指標を定量的に掲げ、達成状況の把握及び評価を行います。 
  

１１１１    地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化へのへのへのへの対策対策対策対策    
 

【【【【環境指標環境指標環境指標環境指標（（（（内容内容内容内容）】）】）】）】    

■■■■県内県内県内県内のののの温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスのののの排出量排出量排出量排出量をををを基準年基準年基準年基準年（（（（1990199019901990 年年年年））））比比比比でででで 31313131％％％％削減削減削減削減をををを達成達成達成達成しますしますしますします。。。。    

※指標の目標年度は高知県地球温暖化対策実行計画に基づく 2020 年（平成 32 年）度です。 
 

参考：基準年の 1990 年（平成 2 年）から 2020 年（平成 32 年）までに、温室効果ガスの排

出量が 5.５％減少することが見込まれており、削減目標の 31％から減少分を除いた

25.5％を削減する必要がある。 

このうち、16％を森林整備による森林吸収源対策で、残りの 9.５％を県民や事業者による

排出削減対策により、削減目標を達成する。 
  

２２２２    循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へのへのへのへの取組取組取組取組    
 

【【【【環境指標環境指標環境指標環境指標（（（（内容内容内容内容）】）】）】）】    

■■■■県民一人当県民一人当県民一人当県民一人当たりたりたりたりゴミゴミゴミゴミ（（（（一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物））））排出量排出量排出量排出量をををを一日一日一日一日 956956956956ｇｇｇｇ以下以下以下以下にににに削減削減削減削減しますしますしますします。。。。    

                ■■■■産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排出量排出量排出量排出量をををを年間年間年間年間 1,149,0001,149,0001,149,0001,149,000ｔｔｔｔ以下以下以下以下にににに削減削減削減削減しますしますしますします。。。。    
 

参考：H20 一人当たりゴミ排出量 969ｇ、H20 産業廃棄物排出量 1,172,000ｔ 
  

３３３３    自然環境自然環境自然環境自然環境をををを守守守守るるるる取組取組取組取組    
 

【【【【環境指標環境指標環境指標環境指標（（（（内容内容内容内容）】）】）】）】    

■■■■県内県内県内県内民有林民有林民有林民有林のののの 3333 ヶヶヶヶ年間年間年間年間（（（（H21H21H21H21～～～～23232323））））のののの間伐面積間伐面積間伐面積間伐面積をををを合計合計合計合計 45,00045,00045,00045,000ｈａｈａｈａｈａとしますとしますとしますとします。。。。    

※指標の目標年度は高知県産業振興計画ＶＥＲ｡2 に基づく 2011 年（平成 23 年）度です。 

■■■■公共土木工事公共土木工事公共土木工事公共土木工事のののの木材利用量木材利用量木材利用量木材利用量をををを工事費工事費工事費工事費１１１１億円当億円当億円当億円当たりたりたりたり基準値基準値基準値基準値（（（（H16H16H16H16～～～～20202020 のののの平均値平均値平均値平均値））））のののの 1.51.51.51.5 倍倍倍倍

（（（（8888 ㎥㎥㎥㎥／億円→／億円→／億円→／億円→12121212 ㎥㎥㎥㎥／億円）／億円）／億円）／億円）としますとしますとしますとします。。。。    

※指標の目標年度は県産材利用推進に向けた行動計画に基づく 2014 年（平成 26 年）度です。 

■■■■公共用水域公共用水域公共用水域公共用水域におけるにおけるにおけるにおける水質水質水質水質汚濁汚濁汚濁汚濁（（（（ＢＯＤＢＯＤＢＯＤＢＯＤ・・・・ＣＯＤＣＯＤＣＯＤＣＯＤのみのみのみのみ））））にににに係係係係るるるる環境基準達成率環境基準達成率環境基準達成率環境基準達成率をををを 93939393％％％％以上以上以上以上

（（（（ＢＯＤＢＯＤＢＯＤＢＯＤ：：：：95959595％％％％以上以上以上以上、、、、ＣＯＤＣＯＤＣＯＤＣＯＤ：：：：85858585％％％％以上以上以上以上））））としますとしますとしますとします。。。。    

■■■■地下水地下水地下水地下水におけるにおけるにおけるにおける水質汚濁水質汚濁水質汚濁水質汚濁にににに係係係係るるるる環境基準達成率環境基準達成率環境基準達成率環境基準達成率をををを 94949494％％％％以上以上以上以上としますとしますとしますとします。。。。    

■■■■特定鳥獣特定鳥獣特定鳥獣特定鳥獣のののの年間捕獲目標年間捕獲目標年間捕獲目標年間捕獲目標ををををニホンジカニホンジカニホンジカニホンジカ 30303030,,,,000000000000 頭頭頭頭、、、、イノシシイノシシイノシシイノシシ 6,0006,0006,0006,000 頭頭頭頭としますとしますとしますとします。。。。    
    

参考：H21 県内民有林の間伐面積 10,717ｈａ 

   H16～20 公共土木工事木材利用量の工事費 1 億円当たり基準値の平均：8 ㎥／億円 

H21 公共用水域の環境基準達成率 90.0％（ＢＯＤ：91.8％、ＣＯＤ：81.8％） 

H21 地下水の環境基準達成率 91.2％ 

H21 ニホンジカ捕獲頭数 11,361 頭、H17～21 イノシシ年間平均捕獲頭数 6,673 頭 
  

４４４４    環境環境環境環境ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの振興振興振興振興    

【【【【環境指標環境指標環境指標環境指標（（（（内容内容内容内容）】）】）】）】    

■■■■協働協働協働協働のののの森森森森づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業によるパートナーズによるパートナーズによるパートナーズによるパートナーズ協定締結件数協定締結件数協定締結件数協定締結件数（（（（新規新規新規新規・・・・更新更新更新更新））））をををを増加増加増加増加させさせさせさせ、、、、締結締結締結締結    

市町村市町村市町村市町村をををを全市町村全市町村全市町村全市町村にににに広広広広げますげますげますげます。。。。    

■■■■オフセット・オフセット・オフセット・オフセット・クレジットクレジットクレジットクレジット（（（（Ｊ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲ））））制度制度制度制度によるによるによるによる H23H23H23H23 削減削減削減削減クレジットクレジットクレジットクレジットをををを 4,500t4,500t4,500t4,500t----CO2CO2CO2CO2

創出創出創出創出するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、H18H18H18H18～～～～23232323（（（（累計累計累計累計））））のののの吸収吸収吸収吸収クレジットクレジットクレジットクレジットをををを 60,000t60,000t60,000t60,000t----CO2CO2CO2CO2 創出創出創出創出しますしますしますします。。。。    

※指標の目標年度は高知県産業振興計画ＶＥＲ｡2 に基づく 2011 年（平成 23 年）度です。    
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４４４４    環境環境環境環境ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの振興振興振興振興    

【【【【環境指標環境指標環境指標環境指標（（（（内容内容内容内容）】）】）】）】    

■■■■木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスのののの年間利用量年間利用量年間利用量年間利用量をををを１３１３１３１３万万万万２２２２千千千千トンとしますトンとしますトンとしますトンとします。。。。    

※指標の目標年度は高知県産業振興計画ＶＥＲ｡2 に基づく 2011 年（平成 23 年）度です    

■■■■環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業をををを推進推進推進推進しししし、、、、以下以下以下以下のののの目標目標目標目標をををを達成達成達成達成しますしますしますします。。。。    

（ナス類での天敵導入農家率：６５％、ピーマン類での天敵導入農家率：８０％、 

ミョウガでの天敵導入農家率：９０％、土壌診断処方箋点数（野菜）：９，２００点 

生産履歴記帳率：１００％、エコシステム認証取得率：８０％）    

※指標の目標年度は高知県産業振興計画ＶＥＲ｡2 に基づく 2011 年（平成 23 年）度です。 
    

■■■■リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル製品等認定制度製品等認定制度製品等認定制度製品等認定制度によるリサイクルによるリサイクルによるリサイクルによるリサイクル製品製品製品製品をををを１０１０１０１０００００件以上件以上件以上件以上、、、、環境配慮型事業所環境配慮型事業所環境配慮型事業所環境配慮型事業所    

（（（（エコショップエコショップエコショップエコショップをををを含含含含むむむむ））））のののの認定数認定数認定数認定数をををを２０２０２０２０件以上件以上件以上件以上としますとしますとしますとします。。。。    
    

参考：H22.12 月末協働の森パートナーズ協定締結件数 50 件、締結市町村数 22 市町村 

H22.12 月末削減クレジット発行量：5,920t-CO2（うち販売量：3,310t-CO2、24 件） 

H22.12 月末吸収クレジット発行量：285t-CO2（うち販売量：29t-CO2．3 件） 

H21 木質バイオマスの年間利用量：8 万 6 千トン 

H22.7 調査時点のナス類での天敵導入農家率：50％（導入面積率：59％） 

H22.7 調査時点のピーマン類での天敵導入農家率：64％（導入面積率：77％） 

H22.7 調査時点のミョウガでの天敵導入農家率：47％（導入面積率：44％） 

H22.7 調査時点の土壌診断処方箋点数（野菜）：9,586 点 

H22.3 調査時点の生産履歴記帳率：91％ 

H22.10 調査時点のエコシステム認証取得率：26％（栽培農家数：2,034 戸） 

H21 県リサイクル認定製品 74 件、環境配慮型事業所認定数 15 件、エコショップ認定数 1 件 
  

５５５５    環境学習環境学習環境学習環境学習のののの推進推進推進推進とネットワークづくりとネットワークづくりとネットワークづくりとネットワークづくり    
 

【【【【環境指標環境指標環境指標環境指標（（（（内容内容内容内容）】）】）】）】    

■■■■「「「「森森森森のようちえんネットワークのようちえんネットワークのようちえんネットワークのようちえんネットワーク」」」」のののの実施団体実施団体実施団体実施団体がががが行行行行うううう、、、、自然体験活動自然体験活動自然体験活動自然体験活動へのへのへのへの参加延参加延参加延参加延べべべべ人数人数人数人数をををを    

年間年間年間年間８００８００８００８００人以上人以上人以上人以上としますとしますとしますとします。。。。    

■■■■地域地域地域地域とととと協働協働協働協働してしてしてして取取取取りりりり組組組組むむむむ環境保全活動環境保全活動環境保全活動環境保全活動をををを公立高校公立高校公立高校公立高校のののの８８８８割割割割でででで実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

■■■■環境学習環境学習環境学習環境学習をををを行行行行うにあたってうにあたってうにあたってうにあたって、、、、企画運営企画運営企画運営企画運営をををを行行行行うプロデューサーをうプロデューサーをうプロデューサーをうプロデューサーを延延延延べべべべ４８４８４８４８人人人人、、、、環境団体環境団体環境団体環境団体をををを    

つなぐコーディネーターをつなぐコーディネーターをつなぐコーディネーターをつなぐコーディネーターを延延延延べべべべ１２０１２０１２０１２０人以上養成人以上養成人以上養成人以上養成しますしますしますします。。。。    

■■■■４４４４テーマテーマテーマテーマ（（（（山山山山・・・・川川川川・・・・海海海海・・・・街街街街））））によるによるによるによる環境学習環境学習環境学習環境学習プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの開発及開発及開発及開発及びプログラムびプログラムびプログラムびプログラム集集集集のののの作成作成作成作成    

をををを行行行行いいいい、、、、小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校やややや社会教育施設等社会教育施設等社会教育施設等社会教育施設等にににに配布配布配布配布しししし、、、、環境教育環境教育環境教育環境教育のののの内容内容内容内容をををを充実充実充実充実しますしますしますします。。。。    

※指標の目標年度は環境学習推進事業に基づく 2013 年（平成 25 年）度です。 
    

参考：H22｢森のようちえん｣の自然体験活動への参加延べ人数：894 人（H21 参加延べ人数：

312 人） 

 

 ＊本計画の計画期間内（5 年間）において、目標年度を迎えた環境指標及び目標を達成した環

境指標については、適宜見直すとともに、現在の環境指標についても、本計画に基づく施策に

よって改善された達成度を評価できるよう検討を行います。 
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    第５章第５章第５章第５章    計画の推進計画の推進計画の推進計画の推進    

 

 本計画の着実な推進を図るため、各主体の役割及び計画推進のための基本的な考え方を明確

にした上で、進行管理の体制及び手順を示します。 

 

また、計画の全体像及び計画に基づく施策や事業について体系的に整理し、進捗の管理を行

います。 

 

 

    １１１１    計画計画計画計画のののの推進体制推進体制推進体制推進体制                                                                                                                    

 

（（（（１１１１））））各主体各主体各主体各主体のののの役割役割役割役割        

    

        ①①①①    県県県県のののの役割役割役割役割        

 

各主体が自主的・積極的に環境に配慮した行動を実行できるよう、取組の方向性を明ら 

かにするとともに、制度や仕組みの整備、人材の育成、関連情報の提供、効果的な普及啓

発等を推進します。 

また、自らが事業者として、環境の保全と創造に関する取組を率先して実行します。 

 

        ②②②②    市町村市町村市町村市町村のののの役割役割役割役割        

    

 地域の社会的及び環境的な特性を熟知している市町村は、地域に密着した環境づくりを 

進めるための重要な役割を担っています。 

したがって、市町村は、県に準じた施策やその他独自の施策を自主的・積極的に展開す 

ることが期待されます。 

 

        ③③③③    事業者事業者事業者事業者のののの役割役割役割役割        

    

    今日では通常の事業活動に起因する環境への負荷が増大しており、資源の採取、生産、 

流通、加工、販売など、様々な事業活動に際して、公害防止はもとより、環境への負荷の 

低減を自主的に進めるなどの環境への配慮が必要です。 

また、社会的責任の重要性や地域の構成員としての役割を認識し、その能力を活かした 

積極的な環境保全活動が期待されます。 

    一方、環境保全に関する事業活動の展開は、本県の豊かな環境の保全と創造を図るとと 

もに、地域の振興に寄与するという点で重要であり、積極的な取組が期待されます。 
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        ④④④④    県民県民県民県民のののの役割役割役割役割        

    

    今日、県民の日常生活に起因する環境への負荷が増大しており、このことはゴミ問題や 

地球温暖化問題と深く関わりがあります。 

このため県民には、人と環境との関わりについての理解を深め、日常生活に起因する環 

境への負荷の低減や、身近な環境をより良いものにしていくための行動に、一人ひとりが

できる範囲で、実行していくことが期待されます。 

 

        ⑤⑤⑤⑤    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのののの役割役割役割役割        

 

環境保全に関するＮＰＯのもつ豊かな知識・経験が活かされ、さらには次世代を担う子 

どもへ広がるなど、あらゆる人々への取組の展開が地域で期待されており、その活動は大

変重要となっています。 

また、ＮＰＯには、公益的な視点からの県民への啓発活動や、地域の環境活動への自主

的な参加や、専門的知識を活かし、事業者、県、市町村など各主体との協働による取組が

期待されます。 

そして、その能力を活かし、行政その他の各主体への提言を行うことも期待されます。 

  

（（（（２２２２））））推進体制推進体制推進体制推進体制のののの整備整備整備整備、、、、各主体各主体各主体各主体とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・協力協力協力協力        

 

本計画を推進するため、庁内においては横断的な検討組織の活用による情報の共有を図る

とともに、課題解決のための体制づくりに取り組みます。 

また、県民やＮＰＯ、事業者等が取組に主体的に参加・参画し、連携・協働した取組を推

進します。（図－１６） 

 

（（（（３３３３））））財政上財政上財政上財政上のののの措置措置措置措置        

    

県は、この計画に掲げた各種の施策を着実に実施するため、本計画の推進状況等を勘案し

つつ、重点的に必要な財源の確保に努めます。 

なお、財源については、予算化や税制、国等の補助事業の他、県民の環境活動の活発化に

よる直接的な県民の参加、省エネルギーの提案、施設の提供など包括的なサービスを提供す

るＥＳＣＯ事業など民間事業の活用、事業者の社会的責任への関心の高まりを背景とした環

境保全事業などによる実施に努めます。 
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（図‐１６）環境基本計画の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ２２２２    計画計画計画計画のののの進行管理進行管理進行管理進行管理                                                                                                                    

 

（（（（１１１１））））進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの点検点検点検点検        

    

計画の各分野の施策や取組には、主要なものについては定量的な指標を与え、毎年その達

成度を点検するほか、その他の事業についても、取組結果を定性的にとりまとめ、計画の進

捗状況を点検します。 

進行の点検は、ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき、計画の策定（Plan）、県の事業や取

組等の実施及び運用（Do）、取組の実施状況等の点検及び評価（Check）、事業内容等の見

直し（Action）という一連の手続きに沿って実施します。 

    

  

 

連携連携連携連携・・・・協働協働協働協働    
 

    環境活動環境活動環境活動環境活動のののの実行実行実行実行    

環境関連環境関連環境関連環境関連    

施策施策施策施策のののの実施実施実施実施    

環境関連環境関連環境関連環境関連    

        施策施策施策施策のののの実施実施実施実施    

連携連携連携連携    

協働協働協働協働によるによるによるによる    

取組取組取組取組やややや提言提言提言提言    

県民県民県民県民    
    

・ゴミ・ゴミ・ゴミ・ゴミ問題問題問題問題やややや地球温地球温地球温地球温

暖化暖化暖化暖化問題問題問題問題のののの関関関関わりわりわりわり 

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ    
    

・・・・環境保全環境保全環境保全環境保全にににに関関関関するするするする

豊豊豊豊かなかなかなかな知識知識知識知識・・・・経験経験経験経験    

市町村市町村市町村市町村    
    

・・・・地域地域地域地域にににに密着密着密着密着したしたしたした環環環環

境境境境づくりづくりづくりづくり    

県県県県    
    
・・・・環境施策環境施策環境施策環境施策のののの方向性方向性方向性方向性    

のののの明確化明確化明確化明確化    

環境環境環境環境にににに関関関関するするするする    

啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動    

事業者事業者事業者事業者    
    

・・・・社会的責任社会的責任社会的責任社会的責任のののの重要重要重要重要

性性性性のののの認識認識認識認識    

環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした    

事業活動事業活動事業活動事業活動    

環境環境環境環境にににに関関関関するするするする    

情報提供情報提供情報提供情報提供・・・・普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発    
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（（（（２２２２））））計画計画計画計画のののの施策等施策等施策等施策等のののの見直見直見直見直しししし        

    

計画の進行状況の点検及び評価結果を踏まえ、必要に応じて個別の施策等の見直しや新規

事業の検討を行います。 

 

（（（（３３３３））））評評評評価及価及価及価及びびびび公表公表公表公表        

    

計画の点検及び評価結果は、高知県環境審議会に報告し、意見及び助言を受けながらとり

まとめ、毎年度、高知県環境白書により県民に公表します。 

 

（（（（４４４４））））計画計画計画計画のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発        

 

計画の推進を図るためには、社会を構成するすべての主体の参加と協働を得ることが必要

であることから、本計画を分かりやすい内容にすることや、いつでも入手できるよう、普及・

啓発資材の作成・配付、県ホームページ等の多様な広報媒体の活用により、広く周知を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


