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林業振興・環境部は、林業分野、エネルギー分野、環境分野における施策を一体的に

推進し、産業振興や地域活性化に向けて取り組みます。

そのため、新たな「第４期高知県産業振興計画」（計画期間：Ｒ２～Ｒ５）や「高知県

環境基本計画第四次計画」（計画期間：Ｈ28～Ｒ２）、「高知県新エネルギービジョン」

（計画期間：Ｈ28～Ｒ２）の着実な推進に向け、より一層の広報活動などに努めること

により、官民協働による推進体制を整備するとともに、SDGｓ（持続可能な開発目標）
を念頭に施策の実行に取り組みます。

また、新型コロナウイルス感染症による林業・木材産業分野・環境関連分野への影響

については、最新の状況の把握に努めるとともに、随時、必要な対策を行ってまいりま

す。

まず、林業分野では、｢第４期高知県産業振興計画｣に基づき、①原木生産の拡大、②

木材産業のイノベーション、③木材利用の拡大（建築士等への戦略的アプローチ）、④

担い手の育成・確保の４本柱により施策を進めてまいります。川上では、限られた担い

手の中で原木を増産できる効率的な生産システムの導入等への支援や持続可能な森林

資源の確保に向けた再造林の推進に取り組みます。川中では、品質が保証されたＪＡＳ

製材品等の供給体制の整備や付加価値の高い製品開発、サプライチェーン・マネジメン

トの推進に取り組みます。川下では、全国で木造建築に精通した建築士の育成や施主等

への木材に対する理解の醸成に取り組み、全国的な木材需要の拡大により林業・木材産

業の活性化を推進してまいります。

あわせて、常態化する豪雨等による山地災害からの早期復旧や、県民の安全・安心な

暮らしを守るための事前防災・減災対策にしっかりと取り組みます。

具体的には、①の｢原木生産の拡大｣では、効率的な生産システムの導入を促進するた

め、森の工場の拡大と併せて林道等の路網整備や高性能林業機械の導入を支援します。

また、皆伐に必要な作業道の開設等を支援するほか、林業事業体の事業戦略づくりを推

進し、生産性の改善を図ることにより原木生産の効率化を進めます。併せて、将来の森

林資源の確保に向け、地域ぐるみで再造林を推進する取り組みを強化するとともに、再

造林コストを低減するため皆伐時の林地残材の搬出等を支援し、再造林率の向上を図り

ます。さらに、森林経営管理制度の円滑な推進に向け、市町村の取り組みを引き続き支

援するとともに、森林の詳細な地形情報の整備を行い、施業地の集約化や効率的な路網

整備を促進します。

②の「木材産業のイノベーション」では、製材事業体の経営力を強化し、消費者ニー

ズに応じた製材品を供給していくため、事業戦略の策定・実践を支援するとともに、中

小製材事業体が共同で取り組む乾燥施設の整備等を推進し、ＪＡＳ製品の生産体制の強



化を図ります。さらに、ＴＯＳＡＺＡＩセンターと全国レベルの建築士集団との連携に

より、中小製材事業体などが継続的に学び、交流できるプラットフォームにおいて、内

装材等の高付加価値商品の開発や、新たな需要に応じた生産・供給体制の確立に取り組

みます。

③の「木材利用の拡大（建築士等への戦略的アプローチ）」では、非住宅建築物の木

造化・木質化に向け、経済同友会などと連携して、木造建築に関わる建築士等を全国規

模で育成します。また、施主（企業等）となる方々に国産材を使う意義や木のメリット

など理解の醸成を図り、全国的な木材需要の拡大に取り組みます。併せて、ＴＯＳＡＺ

ＡＩセンターを中心として、住宅分野での県産材のシェア拡大とともに、非住宅建築物

の施主等への積極的な提案活動や、ＣＬＴや県内で開発された木質資材などを活用した

建築物の整備等を進めます。

加えて、地産外商を拡大するため、県外の木材市場等の流通拠点やトレーラー等を利

用した定期的な輸送を支援し、安定的な土佐材の流通体制を構築します。また、県外で

土佐材のＰＲ活動を行う工務店等をパートナー企業として登録し、土佐材を使用した住

宅の建築やリフォームを促進します。併せて、木質バイオマスのエネルギー利用を推進

し、木材需要の飛躍的な拡大を目指します。

④の「担い手の育成・確保」では、県立林業大学校において、高度で専門的な人材や、

即戦力となる人材を着実に育成するとともに、学び直しの場であるリカレント教育をさ

らに充実させ、林業の担い手のみならず非住宅木造建築物の設計ができる建築士の育成

も行います。併せて、林業労働力確保支援センターと連携して、こうちフォレストスク

ールや就業相談会を開催し、新規就業者の確保や移住施策と連携して移住者の林業への

就業を支援します。加えて、就業後の定着とさらなる原木生産の拡大に向け、生産性の

向上や労働環境の改善など林業事業体の経営基盤を強化するための事業戦略の策定な

どを支援します。また、市町村と連携して小規模林業を推進し、林業の担い手の裾野を

広げていきます。

次に、環境分野では、｢高知県環境基本計画第四次計画｣に基づき①地球温暖化対策が

進んだ低炭素社会、②環境への負荷の少ない循環型社会、③自然環境の保全が図られた

自然共生社会を目指すべき将来像と掲げ、県民や事業者、市町村等の各主体の参画と協

働のもと、本県の恵み豊かな自然環境の保全と、地域の自然資源を活かした産業振興を

目指します。また、気候変動対策やＳＤＧsなどの考え方を取り入れ、第五次計画の策

定に取り組みます。

①の｢地球温暖化対策が進んだ低炭素社会｣では、温室効果ガス排出削減の目標達成に

向けて、県民一人ひとりのライフスタイルを見直し、事業者の環境マネジメントシステ

ムの導入を促進するなど、取り組みのさらなる加速を図ります。また、地球温暖化対策

を県民運動として実施するとともに、森林吸収源対策や木材利用の促進に取り組みます。



併せて、これらの取り組みの実行計画である「高知県地球温暖化対策実行計画」を改訂

します。

②の｢環境への負荷の少ない循環型社会｣では、第４期高知県廃棄物処理計画に基づき、

廃棄物の減量化や再生利用の推進等に取り組みます。また、災害廃棄物処理対策は、災

害廃棄物処理広域ブロック協議会の運営支援など、災害発生時における市町村間の相互

支援の仕組みづくりに向けて、取り組みの充実強化を図ります。

産業廃棄物の適正処理は、排出事業者や許可業者に対する立入検査や廃棄物監視員に

よる巡回監視活動を継続的に実施するとともに、関係団体と連携協力して、高濃度ＰＣ

Ｂ廃棄物の本年度末までの処理に取り組みます。

また、新たな管理型最終処分場の整備について、佐川町加茂を建設予定地として決定

し、昨年７月に県と佐川町で「確認書」を締結して以降、測量や基本設計などの「施設

整備に向けた調査」や長竹川の増水対策や進入道路の再検討などといった「周辺安全対

策」の取り組みを進めているところです。今後は、これらの調査等に引き続き取り組む

とともに、「施設整備に向けた調査」では施設の実施設計、「周辺安全対策」では建設予

定地周辺での上水道整備への支援等に取り組みます。これらの取り組みを進めていく過

程等においては、節目節目でその状況を住民の皆様に丁寧に説明し、ご意見をいただき

ながら進めてまいります。

さらに、県民の生活環境の保全と健康を守るため、大気や水環境の常時監視、工場・

事業場における排出ガスや排水の規制を継続し、環境汚染を防止するとともに、危機事

象発生時にも迅速かつ適切な対応を可能にするための人材育成や機器整備に取り組み

ます。加えて、環境美化の推進に向けて関係団体との連携協力関係の拡充や美化に対す

る意識啓発に取り組みます。

③の｢自然環境の保全が図られた自然共生社会｣では、生物多様性こうち戦略の取組の

推進、希少野生動植物の保護、自然公園の適正管理に取り組みます。

また、牧野植物園では、園の課題や利用者のニーズを踏まえ、「世界に誇れる総合植

物園」となるよう策定した「磨き上げ整備基本構想」に基づき、新しい研究棟及び周

辺エリアの整備に取り組みます。

さらに、清流の保全と活用では、物部川及び仁淀川の清流保全計画の推進に向けて

具体的な取り組みを進めるとともに、四万十川条例に基づき、四万十川の環境保全と

流域の振興に係る総合対策を行います。

最後に、エネルギー分野では、「高知県新エネルギービジョン」に基づき、地球温暖

化対策への貢献や新エネルギーによる地域振興などを目指し、本県の自然条件等の強み

を十分に生かした木質バイオマスや太陽光などの新エネルギーのさらなる導入促進に

取り組みます。また、国のＦＩＴ制度見直しの動き等も踏まえながら、地域と調和した

再生可能エネルギーの導入が促進されるように次期ビジョンの策定に取り組みます。



労働生産性の向上による事業地の拡大

新 　林業労働力確保支援センター事業（事業戦略策定等支援業務委託料） 13,750 0 森づくり推進課

　木材安定供給推進事業 474,312 586,448 木材増産推進課

　緊急間伐総合支援事業 69,000 76,000 木材増産推進課

　原木増産推進事業（森林組合生産性向上支援等） 20,633 19,829 木材増産推進課

　林道事業 1,433,050 1,653,969 治山林道課
　

皆伐と再造林の促進

拡 　森林資源再生支援事業 136,307 79,850 木材増産推進課

　優良種苗確保事業 14,575 11,601 木材増産推進課

　原木増産推進事業（作業道等整備） 39,606 44,626 木材増産推進課

施業集約化の強化

　森林整備地域活動支援事業 34,238 44,867 森づくり推進課

　森林経営管理制度推進事業 20,920 17,108 森づくり推進課

拡 　森林計画事業 188,812 149,511 森づくり推進課

　造林事業 1,080,600 1,213,486 木材増産推進課

　みどりの環境整備支援事業 20,000 25,150 木材増産推進課

拡 　森の工場活性化対策事業 136,419 136,473 木材増産推進課

高品質な製材品の供給体制の整備

　木材加工流通施設整備事業 0 40,035 木材産業振興課

　県産材加工力強化事業（県産材加工力強化事業費補助金） 20,000 20,000 木材産業振興課

製材事業体の生産・経営力の強化

　県産材加工力強化事業（事業戦略策定支援業務委託料、事業戦略実践支援業務委託料） 32,726 24,359 木材産業振興課

木材・木製品の高付加価値化の推進（A材の活用）

プラットホームづくり等による地産・外商体制の強化

拡 　県産材外商推進対策事業（県産材需要拡大サポート事業委託料） 57,905 55,146 木材産業振興課

森の資源を余すことなく活用

　木質資源利用促進事業 21,052 12,065 木材産業振興課

木造建築に精通した建築士等の育成

　ＣＬＴ等木造建築促進事業（非住宅建築物木造化促進事業費補助金） 37,405 41,814 木材産業振興課

施主の木材利用に関する理解の醸成

　ＣＬＴ等木造建築促進事業（ＣＬＴ普及促進事業費補助金等） 14,767 21,983 木材産業振興課

　木の香るまちづくり推進事業 36,404 35,200 木材産業振興課

マーケティング戦略の強化

　 こうちの木の住まいづくり助成事業 122,913 128,440 木材産業振興課

    こうちの木の住まい普及推進事業 3,729 2,206 木材産業振興課

拡     県産材外商推進対策事業 99,423 94,870 木材産業振興課

    新しい木材流通拠点整備事業 2,509 3,371 木材産業振興課

    土佐材販売力抜本強化事業 7,128 7,128 木材産業振興課

　 県産材輸出促進事業 4,000 4,000 木材産業振興課

新 　 オリンピック・パラリンピック東京大会県産材活用事業 3,251 0 木材産業振興課

　 木造公共施設等整備事業 0 554 木材産業振興課

令和２年度　林業振興・環境部主要事業体系

※事業の表示方法（新：新規、拡：拡充） Ｒ２当初予算額 Ｒ元当初予算額 （単位：千円）

原木生産の拡大

木材産業のイノベーション

木材利用の拡大（建築士等への戦略的アプローチ）



Ｒ２当初予算額 Ｒ元当初予算額 （単位：千円）

林業大学校の充実・強化

    林業大学校運営 64,791 65,154 森づくり推進課

拡     林業大学校研修事業 236,311 203,595 森づくり推進課

きめ細かな担い手育成・確保の強化

　 林業労働力確保支援センター事業（林業労働力確保支援センター事業費補助金） 30,936 29,303 森づくり推進課

    森林整備担い手確保育成対策事業（特用林産業新規就業者支援事業費補助金） 16,200 17,550 森づくり推進課

    小規模林業推進事業 15,937 15,776 森づくり推進課

林業事業体の経営基盤の強化

拡
    林業労働力確保支援センター事業
　　（雇用管理改善推進アドバイザー業務委託料、事業戦略策定等支援業務委託料）

22,373 8,795 森づくり推進課

    特用林産振興対策事業 10,989 10,219 木材産業振興課

    地域林業総合支援事業 11,500 11,500 木材産業振興課

　治山事業 3,484,003 3,474,524 治山林道課

　林道災害復旧事業 552,500 1,152,600 治山林道課

　林地災害復旧事業 74,989 189,089 治山林道課

　造林事業（再掲） 1,080,600 1,213,486 木材増産推進課

　新エネルギー導入促進事業 31,303 26,242 新エネルギー推進課

    地球温暖化対策推進事業 21,255 9,825 新エネルギー推進課

    地球温暖化防止県民会議活動推進事業 15,076 15,257 新エネルギー推進課

    協働の森づくり事業 8,163 8,029 林業環境政策課

 　オフセット・クレジット推進事業 9,948 11,191 環境共生課

    環境活動支援センター事業　　　　　　　　　　　  17,891 16,446 環境共生課

    豊かな環境づくり総合支援事業 4,081 4,081 環境共生課

廃棄物の適正処理の推進

拡     廃棄物処理対策事業 678,639 57,601 環境対策課

生活環境の保全

    環境保全事業 90,688 153,878 環境対策課

    環境美化推進事業　　　　　　　　　 　　　　　　 2,137 2,258 環境対策課

３Ｒの推進

　リサイクル製品普及促進事業　　　　 　 672 681 環境対策課

自然環境の保全

    自然公園等施設整備事業 115,073 113,188 環境共生課

    自然公園等管理 19,262 17,660 環境共生課

    希少動植物保護対策事業 28,758 25,191 環境共生課

　 牧野植物園管理運営 628,668 645,539 環境共生課

清流の保全と活用

    四万十川総合対策事業 13,344 15,886 環境共生課

    清流保全推進事業 4,912 3,229 環境共生課

中山間対策（特用林産の振興）

担い手の育成・確保

豪雨災害・国土強靱化対策

地球温暖化対策が進んだ低炭素社会づくり

環境への負荷の少ない循環型社会づくり

自然環境の保全が図られた自然共生社会づくり

新エネルギー導入の促進


