
高知県環境基本計画第三次計画について

１ 計画の位置付け

①根拠規定：高知県環境基本条例第９条（平成８年３月）

②計画策定

２ 策定の経緯

【H22.1】平成 22 年度末に計画期間が終了することを受け、高知県環境審議会へ諮問

【H22.2】庁内への意見照会（第三次計画の基本的な考え方等）

【H22.3】高知県環境審議会（総合部会）での審議（第三次計画の基本的な考え方等）

【H22.5】庁内関係課による策定検討チームの設置（計画素案の作成検討）

【H22.10】高知県環境審議会各委員への意見照会（計画素案の概要等）

【H23.2】高知県環境審議会（総会）での審議（計画素案）

〃 パブリックコメントの実施（2/23～3/22）

〃 庁内及び市町村への意見照会（計画案）

【H23.3】高知県環境審議会（総合部会）での審議（計画案）

【H23.4】高知県環境審議会から答申

３ 第三次計画の主なポイント

・低炭素社会・循環型社会・自然共生社会の３つの社会づくりの統合的な取組を進める。

・「環境のトップ・プランナー」として全国に先駆け、本県発の様々な環境施策の企画・提案

を情報発信するとともに、再生可能エネルギーの導入など本県の豊かな自然資源を活用し

た新たな「環境ビジネスの振興」を図り、地域経済の活性化や雇用の確保につなげていく。

※「高知県環境基本計画第三次計画の概要」は裏面のとおり

★環境の保全と創造に関する県の総合
的な計画

★環境分野の個別計画に施策の基本的
な方向性を与えるもの

第一次計画（H9.2 策定）

計画期間：H9～H18

第二次計画（H20.11 策定）

計画期間：H20～H22

第三次計画（H23.4 策定）

計画期間：H23～H27

①県行政における環境のマスタープランと

しては最初となるもの

②今後１０年間にわたる本県の環境行政の

道筋となる基本的な方向性を示す

①長期的な到達目標を設定し、めざすべき将来像

の実現に向けた基本的な方向性を示す

②京都議定書の削減目標をめざすため、計画期間

を３年間と短期に設定



高知県環境基本計画第三次計画の概要
第１章 基本構想

【１ 策定の経緯】

○平成8年3月 「高知県環境基本条例」制定

○平成9年2月 「高知県環境基本計画」策定

○平成20年11月 「高知県環境基本計画第二
次計画」策定

○平成22年1月 平成22年度末で計画期間が
終了することを受け、「高知県環境基本計
画第三次計画」の策定について、環境審
議会へ諮問（平成22年度末までに策定予
定）

【２ 位置付け・役割】

○高知県の環境の保全及び創造に関する
総合的な計画として基本的な方向性を示す。

○対策が急務となっている再生可能エネル
ギー導入など環境ビジネスの加速化

○めざすべき将来像や計画期間内の環境指
標、具体的な施策等を定める。

○「高知県産業振興計画」や「高知県新エネ
ルギービジョン（平成22年度末策定予定）」
との整合を図る。

【３ 基本的な考え方】

高知は地球の循環モデル

～空・山・川・海みんなともだち～
（イメージ：地球循環の仕組み全て
の過程を、本県にある豊かな自然環
境によって身近に実感できる。）

第２章 環境をめぐる動向

【１ 国際的な動向】

○環境に関する認識と取組

【２ 我が国の動向】

○環境問題への取組

○環境に関する企業活動等

○これからの国の主要な政策

【３ 本県の動向】

○環境に関する条例、計画など

○これまでの県の取組

・ＮＰＯ、事業者の取組

・先進的環境事業の取組

・環境ビジネスの取組

第３章 めざすべき将来像と戦略

【４ 計画期間】

平成23年度（2011年度）から平成27年度（2015年度）までの5年間
※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、その実現に向けた基本的な戦略と具体的な施策展開を示す。

○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
○社会の基盤となる自然環境の保全が図られた自然共生社会づくり

【めざすべき将来像】（2025年）

上記３つの社会づくりの統合的な取組を進めるため、 「環境のトップ・プランナー」として、全

国に先駆けた様々な企画・提案などを情報発信するとともに、再生可能エネルギーの導入な
ど本県ならではの新たな「環境ビジネスの振興」を図ります。

○めざすべき将来像を実現するための基本的な戦略を設定

低炭素社会・循環型社会・自
然共生社会の3つの社会づく
りの統合的な取組を進める。

「高知県産業振興計画」に基づく取組（荒廃森林の整備、木質バイオマスの利用拡大、環境保全型農業の推進）と「高知県新エネルギービジョ
ン」に基づく取組（再生可能エネルギーの導入への支援）については、参考として事業概要を掲載

・環境ビジネスの取組

第４章 環境の保全及び創造に関する施策の展開

【１ 地球温暖化への対策】

○県民運動による温室効果ガスの排出抑制
対策（地球温暖化防止県民会議等を活用し
た地球温暖化防止の普及啓発や人材育成）

○環境マネジメントシステムの普及促進
○県産材を利用した木造住宅への支援
○再生可能エネルギー導入への支援
○森林の保全・整備によるＣＯ２吸収源対策
○公共交通機関の利用促進によるＣＯ２削減
○交通ＩＣカード「ですか」の面的展開

【２ 循環型社会への取組】

○３Ｒの推進
○グリーン購入の推進
○廃棄物の適正処理の推進
○環境美化活動の推進
○不法投棄や散乱ゴミの対策
○エコサイクルセンターの施設整備・運営
（平成23年10月に操業予定）

○リサイクル製品、環境配慮型事業所等
の普及促進

【３ 自然環境を守る取組】

○森林環境の保全（森林整備、協働の
森づくり事業）

○公共工事等の環境配慮
○清流の保全（水環境の保全、生態系
や景観の保全、流域振興による地域
活性化）

○生活環境の保全（環境監視、監視指導）

○生物多様性の保全（希少野生動植物
の保全、野生鳥獣の保護管理）

【４ 環境ビジネスの振興】

○「オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度」の活用（ＣＯ２排出削減・
吸収クレジットの販売による森林整備）

○再生可能エネルギー導入への支援【再掲】
○企業のＣＳＲ活動との協働による環境保全事業
○リサイクル製品、環境配慮型事業所の普及促進【再掲】
○環境保全に資する技術やシステムなどの育成支援

第５章 計画の推進

【１ 推進体制】
○各主体の役割（県、市町村、事業者、県民、ＮＰＯ等）
○推進体制の整備、各主体との連携・協力
○財政上の措置

【２ 進行管理】
○進捗状況の点検（ＰＤＣＡサイクルによる進行管理）
○施策等の見直し（必要に応じて計画期間内における施策等の見直し）
○評価及び公表（環境審議会への報告、環境白書による公表）
○計画の普及啓発（啓発資材の作成・配布、多様な広報媒体の活用）

【５ 環境学習の推進とネットワークづくり】

○幼少期・青少年期における環境教育の充実
○地域における環境学習の支援
○学校や地域との協働による環境保全活動の促進
○環境学習を推進するための人材育成
○環境学習や環境保全活動に関する普及啓発や情報提供

［各分野の取組］

［分野横断的な取組］

◎上記１～５の各分野における環境指標の設定（計画期間内での環境指標の達成状況の把握及び評価を行う。）

参考資料



【１ 地球温暖化への対策】

現状値（実績年度） 目標値（目標年度） 備考

１
１２．６％削減

（２００８［H２０］年
暫定値）

３１％削減
（Ｈ３２）

第二次計画継続分
（地球温暖化対策実行計
画関係）

※各数値は温室効果ガス総排出量から森林吸収量を反映した削減量を基に算定

【２ 循環型社会への取組】

現状値（実績年度） 目標値（目標年度） 備考

２
９６９ｇ
（Ｈ２０）

９５６ｇ以下
（Ｈ２７）

第二次計画継続分
（廃棄物処理計画関係）

３
１，１７２，０００ｔ

（Ｈ２０）
１，１４９，０００ｔ

（Ｈ２７）
新規分
（廃棄物処理計画関係）

【３ 自然環境を守る取組】

現状値（実績年度） 目標値（目標年度） 備考

高知県環境基本計画第三次計画の環境指標
（各分野における達成度の指標）

項 目

項 目

項 目

産業廃棄物の年間排出量

県民一人当たりの１日分のゴミ排出量
（一般廃棄物）

県内の温室効果ガス排出量
（基準年の１９９０［Ｈ２］年比）

４
１０，７１７ｈａ

（Ｈ２１）
４５，０００ｈａ

（Ｈ２３）
新規分
（産業振興計画関係）

５
８㎥

（Ｈ１６～２０ 年間平均）
１２㎥
（Ｈ２６）

新規分
（県産材利用推進に向け
た行動計画関係）

６
ＢＯＤ（河川）及びＣ
ＯＤ（湖沼・海域）
の全域

９０．０％
（Ｈ２１）

９３％以上
（Ｈ２７）

第二次計画継続分

７ ＢＯＤ（河川）
９１．８％
（Ｈ２１）

９５％以上
（Ｈ２７）

８ ＣＯＤ（湖沼・海域）
８１．８％
（Ｈ２１）

８５％以上
（Ｈ２７）

９
９１．２％
（Ｈ２１）

９４％以上
（Ｈ２７）

新規分

１０ ニホンジカ
１１，３６１頭
（Ｈ２１）

３０，０００頭
（Ｈ２７）

第二次計画継続分

１１ イノシシ
６，６７３頭

（Ｈ１７～２１ 年間平均）
６，０００頭
（Ｈ２７）

第二次計画継続分

新規分

県内民有林の３ヶ年間（Ｈ２１～２３）の間伐面積

公共土木工事の木材利用量
（工事費１億円当たり基準値）

特定鳥獣の年間捕獲数

公共用水域におけるＢＯ
Ｄ／ＣＯＤに係る環境基
準達成率

地下水における環境基準達成率



【４ 環境ビジネスの振興】

現状値（実績年度） 目標値（目標年度） 備考

１２
２２市町村

（Ｈ２２．１２月末）
県内全市町村

（Ｈ２７）
第二次計画継続分

１３ 削減クレジット（Ｈ２３）
５，９２０ｔ－ＣＯ２
（Ｈ２２．１２月末）

４，５００ｔ－ＣＯ２
（Ｈ２３）

１４
吸収クレジット
（Ｈ１８～２３ 累計）

２８５ｔ－ＣＯ２
（Ｈ２２．１２月末）

６０，０００ｔ－ＣＯ２
（Ｈ２３）

１５
８６，０００ｔ
（Ｈ２１）

１３２，０００ｔ以上
（Ｈ２３）

第二次計画継続分
（産業振興計画関係）

１６
ナス類での天敵導
入農家率

５０％
（Ｈ２２．７月）

６５％
（Ｈ２３）

１７
ピーマン類での天
敵導入農家率

６４％
（Ｈ２２．７月）

８０％
（Ｈ２３）

１８
ミョウガでの天敵導
入農家率

４７％
（Ｈ２２．７月）

９０％
（Ｈ２３）

１９
土壌診断処方箋点
数（野菜）

９，５８６点
（Ｈ２２．７月）

９，２００点
（Ｈ２３）

新規分
（産業振興計画関係）

木質バイオマスの年間利用量

協働の森づくり事業によるパートナーズ協定
締結件数（新規・更新）

オフセット・クレジット（Ｊ
－ＶＥＲ）制度による削
減・吸収クレジット発行
量

項 目

新規分
（産業振興計画関係）環境保全型農業の推進

１９
数（野菜） （Ｈ２２．７月） （Ｈ２３）

２０ 生産履歴記帳率
９１％

（Ｈ２２．３月）
１００％
（Ｈ２３）

２１
エコシステム認証
取得率

２６％
（Ｈ２２．１０月）

８０％
（Ｈ２３）

２２ リサイクル製品
７４件
（Ｈ２１）

１００件以上
（Ｈ２７）

２３
環境配慮型事業所
（エコショップを含む）

１６件
（Ｈ２１）

２０件以上
（Ｈ２７）

現状値（実績年度） 目標値（目標年度） 備考

２４
８９４人
（Ｈ２２）

８００人以上
（Ｈ２７）

新規分

２５ ―
８割

（Ｈ２７）
新規分

２６
企画運営を行うプ
ロデューサー養成
延べ人数

―
４８人以上
（Ｈ２７）

新規分

２７
環境団体をつなぐ
コーディネーター養
成延べ人数

―
１２０人以上
（Ｈ２７）

新規分

第二次計画継続分

「森のようちえん」における自然体験活動の
参加延べ人数（年間）

公立高校における地域との協働による環境
保全活動の参加率

リサイクル製品等認定
制度の認定数

【５ 環境学習の推進とネットワークづくり】

環境学習を推進するた
めの人材育成

項 目

２８ ―
４テーマ
（Ｈ２５）

新規分
環境学習プログラムの開発及びプログラム
集の作成



環境指標
（番号）

高知県環境基本計画第三次計画事業体系表

○地球温暖化への対策

・環境マネジメントシステムの取組支援・導入促進

基本コンセプト

計画期間（５年間）

戦略に基づく施策・事業（アクションプラン）めざすべき将来像（２０２５年）

一歩先を行く取組で低炭素社会

を目指す！

低炭素社会・循環型社会・自然共生社会の

統合的な取組によって３つの社会を実現

◎「環境のトップ・プランナー」として様々な環境施

策の企画・提案を全国に先駆けて情報発信

◎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て取り組む

【 】つき事業・・・再掲施策・事業

取組の戦略

・県民運動による温暖化防止の取組の拡大や公共交通機関の

利用促進などによるＣＯ２の削減

・高知県地球温暖化防止県民会議の活用

（分野ごとの取組）

・県産材の利用促進（ＣＯ２木づかい固定量認証制度等）

・公共交通機関及びＩＣカード「ですか」の利用拡大

分野ごとの取組（分野横断的な取組）
キャッチフレーズ

『高知は地球の循環モデル

～空・山・川・海みんなともだち～』

《基本的な考え方》

「環境のトップ・プランナー」として

本県発の企画・提案を全国に発信

するとともに、再生可能エネルギー

Ｈ２６Ｈ２５Ｈ２４Ｈ２３ Ｈ２７

○県民運動に

よる温暖化

防止や公共

交通利用の

促進等
１

|

様

々

■地球温暖化対策が進んだ

低炭素社会

・県民運動による温暖化防止

・再生可能エネルギーの導入推進

・森林吸収源対策

■環境への負荷の少ない

を目指す！

地域発、循環型の社会づくりで、

高知が生き残る！

①基本計画としての位置付け

・環境に係る他の個別計画の

上位計画（地球温暖化対策実

行計画や廃棄物処理計画など）

・個別の計画等に対して環境に

関する基本的な方向性を示す

・森林吸収源対策による温暖化防止や再生可能エネルギー

導入への支援
・再生可能エネルギー（太陽光・小水力・木質バイオマス・風力等）の導入や普及促進

・地域での３Ｒに関する取組の支援

○循環型社会への取組

・各種リサイクル法・グリーン購入法に基づく３Ｒの推進

・廃棄物（一般廃棄物・産業廃棄物）の適正処理指導

・ゴミの３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の推進

○３Ｒの推進

○ゴミの適正

処理や不法

投棄対策

・ゴミの適正処理や不法投棄・散乱ゴミの対策

・３Ｒに関する普及啓発

・エコサイクルセンターの施設整備・運営

・地域の美化活動を実施する団体への支援

・レジ袋等容器包装ゴミの削減

・県民との協働による不法投棄の防止や美化活動

○自然環境を守る取組

・間伐などの適正な森林整備（協働の森づくり事業や森林環境税を活用した森林整備を含む）

・オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度の活用（ＣＯ２排出削減・吸収クレジットの販売による森林整備）

するとともに、再生可能エネルギー

の導入など本県ならではの新たな

「環境ビジネスの振興」を図る
○森林吸収源

対策や再生

可能エネル

ギー導入支援

２ ３

・「高知県産業振興計画」や「高

知県新エネルギービジョン」と

の整合性を図る

な

主

体

の

参

加

と

協

働

|

■環境への負荷の少ない

循環型社会

・大量消費等の社会経済活動の

仕組みの見直し

・３Rと適正処理の推進

・ライフスタイルの変革

■社会の基盤となる自然環境の保

全が図られた自然共生社会

自然環境は社会の基盤！

豊かな山・川・海を持つ高知に

追い風が吹く。
③ 第二次計画以降の新たな視点

・生物多様性・生態系の保全へ

の対応

・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 （分野横断的な取組）

○自然環境を守る取組

・森林の整備や再生、公共工事等における環境負荷の軽減

・清流保全計画の策定・見直しや計画に基づいた取組○清流の保全

と振興

・希少野生動植物に関する調査や指定・保護区の設定等

・計画的な森林の整備（荒廃森林の解消に向けた間伐等の実施）

・公共工事等での環境配慮（自然林の復元・多自然川づくりの推進）、県産材の利用促進

・野生鳥獣の保護管理（農林業被害や生態系の保全に向けた取組等を含む）

・自然公園の適正利用・施設整備

・自然環境との共生と身近な環境の保全や創造

・流域が一体となった清流の保全と振興

○森林環境の

整備や環境

負荷の軽減

・公共用水域や大気などの生活環境の保全（環境監視・情報提供）

・漁場環境の保全や修復

○生態系・希少

動植物の保全

・四万十川の保全と流域の振興

○生活環境の

保全

・快適な生活環境の確保

・森林の再生（ＣＯ２吸収証書の発行や【協働の森づくり事業】の取組等）

４

５

６ ７

８ ９
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② 計画の対象

・地球温暖化への対策

・循環型社会への取組（３Ｒ等の取組）

・自然環境を守る取組

・環境ビジネスの振興

・環境学習の推進とネットワークづくり

・自然環境との共生

・清流の保全と振興

・自然資源の持続的利用

・ 快適な生活環境

・環境活動のネットワーク化

・幼少期・青少年期における環境教育の充実

・環境教育や環境学習の取組の拡大

・市町村や事業者へのグリーン購入の普及

・再生可能エネルギーの拡大など地球温暖化対策につながる

環境ビジネス

・企業のＣＳＲ活動の誘致、民間資本の活用など多様な分野

での環境ビジネス

・リサイクル産業等の振興を図る環境ビジネス

⑤ 施策の重点化

⑥ フォローアップ体制の強化

・明確な方向性

・的を絞った施策の展開

・基本理念＋アクションプラン

の2段構えで推進

・計画の進行管理と環境白書で

・ 環境学習プログラムの開発及びプログラム集の作成

・リサイクル製品や環境配慮事業所の認定

○環境ビジネスの振興

○環境学習の推進とネットワークづくり

・企業のＣＳＲ活動との協働による環境保全事業

・環境学習を推進するための人材の育成

・高知県協働の森ＣＯ２吸収認証制度の拡充及び【オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度の活用】

○環境学習の

推進や環境

活動の支援

・環境保全型農業の推進

■３つの社会をつなぐ環境ビジネ

スの進展

■３つの社会を支える環境教育や

環境学習の推進

【・再生可能エネルギー（太陽光・小水力・木質バイオマス・風力等）の導入や普及促進】

【・県産材の利用促進（県民や事業者の利活用を含む）】

・環境ビジネスの基盤となる技術開発（高知県環境産業研究会の設置）

○多様な分野で

の環境ビジネ

スの振興

○環境配慮型

製品やサー

ビスの普及

○環境活動の

・ 地域における環境学習の支援

・ 学校や地域との協働による環境保全活動の推進
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④ 計画期間

・平成２３年度から平成２７年度

までの５年間

・計画の進行管理と環境白書で

の進捗状況の公表

【・高知県地球温暖化防止県民会議の活用】

・ 環境学習や環境保全活動に関する普及啓発や情報提供

・市町村や他県と連携した取組の推進

○環境活動の

連携・協働
：①県の取組（事業者としての県の取組）

：②県の取組（事業者としての県の取組）及び事業者の環境保全活動の活発化

：③県の取組（事業者としての県の取組）及び県民・事業者の環境保全活動の活発化

・ 学校や地域との協働による環境保全活動の推進

・多様な広報媒体の活用による

計画の普及啓発
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