
第４章 環境の保全及び創造に関する施策の展開

計画に掲げる目指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、目指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。 

（参考資料Ｐ５０～５１参照） 

 １ 地球温暖化への対策 

 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」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を活用した地域

でのエネルギーの地産地消の取組などの地球温暖化対策を推進していきます。 

（１）高知県地球温暖化防止県民会議の活用（県民運動による温暖化防止の取組の拡大） 

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、ＮＰＯ、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の活 

動を通して、次のとおり県民運動を展開していきます。（図―４） 

① 県民（家庭）における地球温暖化防止の取組

家庭での CO2排出削減等の取組を、環境家計簿の利用を促進するなど、成果を見える化

しながら進めていくとともに、体験型環境学習の実施や地域で開催される地球温暖化防止

イベントでの啓発等、あらゆる機会を捉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。 

② 事業者における地球温暖化防止の取組

中小企業向けの環境マネジメントシステムであるエコアクション２１の導入促進を図る

など、事業者の主体的な 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
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に、環境フォーラムの開催や省エネアドバイザーの派遣等によって、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ます。 

③ 行政における地球温暖化防止の取組

県内市町村による地球温暖化対策実行計画の策定や計画に基づいた効果的な施策の実施、

クールビズやウォームビズなどのエコオフィス活動の実施などにより、行政自らが地球温

暖化対策を率先して実施するとともに、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‐４）高知県地球温暖化防止県民会議の組織図 

（２）公共交通機関の利用促進による CO2の削減 

① 公共交通機関の利用拡大

環境やまちづくりなどの幅広い視点から、環境負荷の少ない鉄道、路面電車、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。 

② ＩＣカードの利用拡大やエコ通勤の促進

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。 
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（３）都市のコンパクト化と公共交通ネットワークの形成 

① 都市のコンパクト化

人口減少が進行する中、現在の市街地のままでは、人口密度の低下により、一定の密度

に支えられてきた中心市街地や身近な商店、公共交通などが衰退し、日常生活に支障をき

たすおそれがあります。 

そのため、今後のまちづくりは、将来にわたって、高齢者や子育て世代が安全で安心し

て暮らすことができるよう、日常生活に必要なまちの機能が、住まいに身近なところに集

積され、住民が自家用車に過度に頼ることなく、公共交通によってこれらの機能にアクセ

スできるような「コンパクトなまちづくり」を推進します。 

② 公共交通ネットワークの形成

「コンパクトなまちづくり」を推進するために、日常生活に必要な機能を持つ「まち」

と「住まい」、または、「まち」と「まち」といった拠点間を結ぶ公共交通を活性化する

ことにより、「面的な公共交通ネットワークの構築」に取り組みます。 

その結果、公共交通を使った移動が容易になり、自家用車利用の必要性が相対的に低下

することで、自家用車利用の抑制や渋滞の解消等につながり、CO2の削減や行政コストの

抑制などが期待されます。 

（４）省エネ住宅の推進 

国は、エネルギー基本計画において、高い効果が期待できる省エネルギーの強化策として 

建築物・住宅の省エネルギー化を促進する方針を示しています。 

住宅の省エネルギー化を進めることは、結露やヒートショックの防止効果のある高断熱住 

宅の普及が進むことになり、快適で健康的な住宅の普及にもつながります。 

県では、さらに、調湿性に優れ、癒し効果もあると言われている木材と、地域の環境に適 

応した自然素材である土佐漆喰、土佐和紙などの地場産材を省エネ住宅の建材として活用す

ることを前提に、人にも地球にも優しい省エネ住宅を「こうち健康・省エネ住宅」として、

その普及に取り組みます。 

（５）森林吸収源対策と木材利用の促進 

 本県は、県土の 84％を森林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、県土の保全や水源のかん養、CO2の吸収源と
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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と併せて木材を利用することによる CO2の固

定などを進めていく必要があります。 

県では「高知県緊急間伐推進計画（第３期）」や、「第３期高知県産業振興計画」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、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。 

また、木材の利用を拡大するため、これまで取り組んできた木造住宅の建築促進に加え、 

新たな需要の創出が期待されるＣＬＴの普及や、店舗や事務所などの低層非住宅建築物の木 

造化の推進などに積極的に取り組みます。 

さらには、県産材を木造住宅や公共施設、一般建築物などの建築物に利用することにより

ＣＯ2 固定量を算定し、認証する「ＣＯ2 木づかい固定量認証制度」によって、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。 

（６）再生可能エネルギー導入への支援 

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

る太陽光や年間降水量などの再生可能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」を策定し、取組を進めてきました。 

平成 28 年３月にビジョンの内容を見直し、中期目標として５年後の平成 32 年度、長期

目標として 10 年後の平成 37 年度の再生可能エネルギーの導入量や電力自給率の目標を定

め、さらなる再生可能エネルギーの導入を進めることにより、温室効果ガスの排出の抑制を

図ります。 

（７）再生可能エネルギーを活用した地域でのエネルギーの地産地消 

固定価格買取制度が開始され、太陽光などの再生可能エネルギーの導入が進む中、化石燃 

料による電力への依存度を低減させるため、地域で創出する再生可能エネルギーによる電力 

をできる限り地域で消費する地産地消に取り組んでいきます。 
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 ２ 循環型社会への取組 

 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、これまで、３Ｒの取組、個別リサイクル法等の基盤整

備とそれに基づく努力や国民意識の向上等により最終処分量の削減が実現されてきました。 

今後は、循環を量の側面からとらえる廃棄物の減量化から､循環を質の面からもとらえて安

心・安全を確保したうえで､廃棄物等を貴重な資源やエネルギー源として一層有効活用して資

源生産性を高め、枯渇が懸念される天然資源の消費を抑制することが求められることになり

ます。 

（１）ゴミの３Ｒの推進 

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、リサイクル（再生利用）の高度化に加え、リデュース（発

生抑制）・リユース（再使用）の取組を一層進める循環型社会の構築を支援します。 

① ゴミの発生抑制

事業者においては、製造から販売までの全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。 

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、行政等が連携しながら推進します。

（写真－３） 

② 分別収集や再生利用

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。 
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③ ３Ｒのネットワーク化

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 

（２）廃棄物の有効活用 

  「循環型社会形成推進基本法」に基づき､廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用に優先し

て取り組んだうえで、それでも発生する焼却せざるを得ない廃棄物等については、エネルギ

ー源などでの活用を推進します。 

①　家庭ごみの活用

 生ごみ等からのメタン回収を高効率に行うバイオガス化や回収された廃食油等からのバ

イオディーゼル燃料の生成、有機性汚泥等の固形燃料化などを推進していきます。 

②　家畜排せつ物の活用

本県では、家畜排せつ物の適正処理及び有効活用を目的として、平成 12 年に「高知県に

おける家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」を策定しました。この基本計画に基づ

き、県や市町村、農業団体、農業者が一体となって家畜排せつ物処理施設等を整備してきた

結果、平成 19 年には「家畜排せつ物法」に基づく管理基準は、ほぼ全ての法対象農家にお

いて遵守できる状況となっています。 

家畜排せつ物処理施設により生産された家畜ふん堆肥は、全体の約半数にあたる約３

９,000t／年（平成 2７年度）が耕種農家や家庭菜園で利用されており、その内訳をみると、

露地及び施設野菜や水稲で多く利用されています。 

今後も、家畜ふん堆肥の利用に関する研修会の開催や、家畜ふん堆肥マップの配布および
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県のホームページへの掲載により、地域内における資源循環システムの構築に努め、家畜ふ

ん堆肥の利活用の推進に取り組みます。（写真－４） 

（写真‐４）高知県の家畜ふん堆肥マップ（抜粋） 

（３）木質バイオマスの利用により発生する燃焼灰の有効活用 

生産した原木のうち小径木や曲がり材などの低質材を有効活用し、木質バイオマス燃料とし

て普及を推進することにより、化石燃料からの転換を図るとともに、エネルギー利用により発

生した燃焼灰を土壌改良資材として活用するなど、資源の循環利用にも取り組みます。 

（４）ゴミの適正処理や不法投棄・散乱ゴミ対策 

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。 

① 廃棄物（一般廃棄物、産業廃棄物）の適正処理

県は、産業廃棄物の排出事業者や処理業者に対して、講習会や立入検査等を通じて適正 

処理を推進するとともに、各福祉保健所に配置されている廃棄物監視員による地域の継続

的な巡回を行い、不法投棄の未然防止、早期発見及び拡大防止に努めます。また、産業廃

棄物の不適正な取扱いについては、行政指導や行政処分等を実施し、改善を図るとともに

適正処理を推進していきます。 

市町村は、その区域内の一般廃棄物処理についての統括的な責任のもと、適正処理を推
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進しています。県は、市町村が一般廃棄物処理の責務を十分果たすことができるよう、必

要な支援に努めます。 

② 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」の基本理念に基づき、毎年 2 月を県民一斉 

美化活動月間と定め、重点的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―５） 

③ 県民との協働による不法投棄の防止活動

県内各福祉保健所のブロックごとに行政関係者により構成され、廃棄物の適正処理を推

進する「協議会」を活性化させ､不法投棄防止について県民等に対する啓発や環境教育の充

実を目指すとともに、地域の民間団体とのネットワーク化や地域間の連携強化を図り､活動

の実効性を高めます。 

また、従来の不法投棄防止や不法投棄された廃棄物の撤去活動のほか､各種広報や一斉清

掃活動を通じ、官民一体となった環境美化に対する機運の醸成を目指します。（写真－６） 

（写真‐５）一斉美化活動の様子 （写真‐６）不法投棄現場の様子 

 ３ 自然環境を守る取組 

本県の豊かな自然環境を保全し、次世代に伝えていくためには、山・川・里・海の環境を守

り、伝え、利用す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。 
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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目指し、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と外来生物対策、イノシシ・シカな

ど特定鳥獣の管理を並行して進めていくことが必要です。 

そのためには、全国的な施策に加えて、本県の特徴ある状況を踏まえた施策を展開していく

ことが求められます。 

県では、生物多様性基本法第１３条（生物多様性地域戦略の策定等）に基づき、本県の生

物多様性の保全や持続的な利用に関する施策を総合的・計画的に推進していくための指針と

具体的施策を定める「生物多様性こうち戦略」を平成２６年３月に策定しました。本戦略で

は山・川・里・海・まちの健全なつながりや生態系のネットワークを重視し、地域が持続的

に発展していくことを目指しており、以下のとおり、４つの重点プラン（「知る・広める」、

「つなげる」、「守る」、「活かす」）に基づく１２の行動計画を進めていきます。 

○４つの重点プラン

・重点プラン１「知る・広める」～生物の多様性の価値を把握し、社会全体で共有する～ 

取組１：生物多様性の意義の普及と啓発を図るために、活動の事例紹介やイベント等の

情報を発信するとともに、生物多様性をすすめるための人材を育成 

取組２：学校内外での環境教育の充実や指導者の育成、地域の自然や歴史、文化を教育

の場に活用するなど地域の生物多様性から学ぶ教育を推進 

 取組３：地域の魅力を活かした景勝地や公園の整備を進めるとともに、自然体験型のイ 

ベントや観光を推進し、身近な自然とふれあえる場の整備と五感で感じる機会

の提供 

  ・重点プラン２「つなげる」～生物の多様性を支え、次世代につなぐ仕組みと基盤をつく 

る～ 

  取組１：野生動植物の生息・生育環境、絶滅危惧種の調査の実施など生物多様性の調査

と研究の推進 

   取組２：中山間地域のコミュニティの維持と再生に取り組むほか、自然体験活動の人材

育成などにより生物多様性保全・回復のための体制を強化 

  ・重点プラン３「守る」～自然環境の保全と回復を図る～ 

取組１：山・川・里・海・まちにおける環境や生きものなど生物多様性を確保していく

ための事業を進め、すぐれた自然環境を保全・管理 

   取組２：希少野生動植物の不当な採捕の防止や保護区等の見直しなどにより、希少野生

動植物等を保護 

   取組３：特定鳥獣の個体数管理と外来生物対策の推進を図るため、有害鳥獣の個体数管

理や鳥獣駆除の狩猟者育成、特定外来生物の駆除の実施 
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   取組４：文化環境評価システムの活用や環境アセスメントの実施など生物多様性に配慮

した公共工事の実施 

   取組５：太陽光や小水力、風力、木質バイオマスなど再生可能エネルギーの普及に努め、

地球温暖化の防止や循環型社会を構築 

  ・重点プラン４「活かす」～生物多様性の恵みを活かした地域産業の持続と活性化を促進 

する～ 

   取組１：生物多様性に立脚した地域資源の活用の促進を進めるため、本県の食文化や和

紙、珊瑚などの伝統産業の維持と振興、生物多様性に配慮した一次産品や加工

品の利用を促進 

 取組２：農林漁業の担い手育成や地場産品のブランド化、生物多様性に配慮した環境整

備や新品種・技術の研究などを行い、生物多様性と密接な関係を有する一次産

業を強化 

（１）森林環境の整備 

県内の森林の多くは、資源としての成熟度を増し、利用期を迎えていますが、山村では 

過疎化や高齢化が進み、適正な手入れが行われていない森林も依然として残されています。 

こうした状況を踏まえ、森林資源の質的充実と利用を推進するとともに、地球温暖化の 

防止をはじめとする森林の多面的機能の持続的な発揮を高めるため、「高知県緊急間伐推進 

計画」に基づく間伐の推進（写真－７）など、森林環境税等を活用して森林整備を計画的 

に進めます。 

また、環境先進企業と地域が協働して森林整備と交流を行う協働の森づくり事業に取り

組むことで、森林の再生を進めます。 

（写真‐７）間伐等により森林整備が行われた様子 

荒廃した森林   手入れがされた森林 

（２）公共工事等での環境配慮 

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、
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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 

（３）清流及び生活環境の保全 

① 清流の保全

｢高知県清流保全条例｣及び｢高知県清流保全基本方針｣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。 

清流を保全するためには、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

必要があります。 

このような認識を踏まえ、「物部川清流保全計画」や「第２次仁淀川清流保全計画」の策
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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 

（３）清流及び生活環境の保全 

① 清流の保全

｢高知県清流保全条例｣及び｢高知県清流保全基本方針｣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。 

清流を保全するためには、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

必要があります。 

このような認識を踏まえ、「物部川清流保全計画」や「第２次仁淀川清流保全計画」の策

定を行っており、流域市町村や住民、団体と連携・協働して、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。 

また、その他の県内各河川についても、流域市町村や住民、団体と連携して清流保全に

取り組みます。 

併せて、清流保全を主体に山・川・海を連動させた自然再生・保護活動の支援として行

っている協働の川づくり事業も活用し、環境先進企業等の参画により清流保全に取り組む

様々な活動への支援を展開していきます。 

② 四万十川の保全と流域の振興

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｣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、国等の全ての関係者と連携・協働して、流域の目指すべき将来像の実現に向けた

取組を進めます。（図－５） 

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」を策定しており、

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」の実現を目指して取り組ん

でいきます。 

（図‐５）四万十川流域における活動組織 

・四万十川流域住民ネットワーク

・地域づくりの会｢しゃえんじり｣など

・しまんと黒尊むら

・四万十すみずみツーリズム連絡会

・大正中津川地区

・四万十川流域保全振興委員会

・（公財）四万十川財団

・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

・四万十川流域土木工事協議会

行政

・四万十・流域圏学会

研究者

住民

四万十くろそん会議

なかつか会議

総合調整
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③ 生活環境の保全

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。 

（４）生態系・希少動植物の保全 

① 希少野生動植物の保全

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」や「高知県うみがめ保護条例」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。 

② 外来生物による被害防止

私たちの身の回りには、たくさんの生物が様々な環境で生息・生育しています。その中

で、従来その地域にいた生物ではなく、私たち人間の活動によって、他地域から入ってき

た生物を外来生物といいます。 

外来生物が侵入すると、もともとその場所に生息していた在来生物との関わりから生態

系への影響があり、また、私たちの健康や生活への影響、農林水産業への被害も起こるこ

とがあります。「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（外来生

物法）では、特にこれらに重大な影響を与える恐れが強い外来生物を「特定外来生物」と

して、飼育、栽培、保管及び運搬を原則禁止しています。 

県としては、特に特定外来生物の対策を進め、本県の豊かな生態系、生物多様性を維持

していくため、被害防止の取組を行っていきます。 

③ 野生鳥獣の保護・管理

｢第 11 次高知県鳥獣保護管理事業計画｣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管理を図ります。 

また、特にニホンジカ、イノシシについては、｢高知県第二種特定鳥獣（ニホンジカ）管

理計画｣及び｢高知県第二種特定鳥獣（イノシシ）管理計画｣に基づき、農林業被害や自然生

30
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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
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① 希少野生動植物の保全

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」や「高知県うみがめ保護条例」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。 

② 外来生物による被害防止

私たちの身の回りには、たくさんの生物が様々な環境で生息・生育しています。その中

で、従来その地域にいた生物ではなく、私たち人間の活動によって、他地域から入ってき

た生物を外来生物といいます。 

外来生物が侵入すると、もともとその場所に生息していた在来生物との関わりから生態

系への影響があり、また、私たちの健康や生活への影響、農林水産業への被害も起こるこ

とがあります。「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（外来生

物法）では、特にこれらに重大な影響を与える恐れが強い外来生物を「特定外来生物」と

して、飼育、栽培、保管及び運搬を原則禁止しています。 

県としては、特に特定外来生物の対策を進め、本県の豊かな生態系、生物多様性を維持

していくため、被害防止の取組を行っていきます。 

③ 野生鳥獣の保護・管理

｢第 11 次高知県鳥獣保護管理事業計画｣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管理を図ります。 

また、特にニホンジカ、イノシシについては、｢高知県第二種特定鳥獣（ニホンジカ）管

理計画｣及び｢高知県第二種特定鳥獣（イノシシ）管理計画｣に基づき、農林業被害や自然生

態系への被害を軽減するために、生物多様性の確保を図りながら、個体群管理、生息環境

管理及び被害防除対策の管理事業を総合的に講じることにより、地域住民と鳥獣との適切

な関係の構築を図ります。 

④ 漁場環境の保全

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。 

⑤ 海岸・海洋環境の保全

 海岸・海洋環境の保全に向けて、県内各地の海岸に上陸して産卵するうみがめについて 

「高知県うみがめ保護条例」によって捕獲、卵の採取・損傷を原則的に禁止し、保護区の 

指定等を行います。 

また、海岸環境の保全については、津波・高潮・波浪の被害から海岸を防護するととも 

に、海岸浸食の防護や自然環境に配慮した工法を採用し、自然環境の保全と憩いの場・レ 

クリエーション空間としての海岸利用を図ります。 

併せて、本県の豊かな海洋生態系の保全について、サンゴ礁など貴重な海中生物、水 

生生物の群生地の積極的な保護を図るとともに、その生息環境の汚染防止に努めます。 

⑥ 自然公園の適正利用と施設整備

｢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。 

４ 環境ビジネスの振興 

 本県には、四万十川や仁淀川など全国に誇れる豊かな自然環境があります。また、全国トッ

プクラスの日照時間や年間降水量などを活用した再生可能エネルギーや森林資源を有していま

す。 

こうした本県の強みである恵み豊かな自然環境を地域資源として積極的に活用し、環境ビジ

ネスを創出・拡大していくことにより、地域の産業振興につなげていくことが必要です。 

県では、県経済を根本から元気にするためのマスタープランである「高知県産業振興計画」
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←協賛金 

に基づいて様々な取組を進めており、この取組等を通して環境ビジネスの創出・拡大を図って

いきます。 

（１）県として主体的に取り組むべき事業 

①　高知県協働の森 CO2吸収認証制度及びＪ－クレジット制度の活用

 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―６） 

また、国のＪ－クレジット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、地域版の認可を受けた、全国レベルで市場流通が可能となるクレ

ジットを、「高知県版Ｊ－クレジット制度」として県内で発行できる仕組みを創設していま

す。 

この「高知県版Ｊ－クレジット制度」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排出量を打ち消したり、商 

品にクレジットを付与して手軽に環境貢献できる環境配慮型商品の仕組みなどのカーボ

ン・オフセットに利用できる取組を提案していきます。（図―７） 

（図‐６）高知県協働の森ＣＯ２吸収認証制度 

環

境

先

進

企

業

高知県

ＣＯ２吸収専門委員会

⑦証書交付

④諮問
⑥答申

⑤審査

環境先進企業
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（図‐７）高知県版Ｊ－クレジット制度 

② ＣＬＴ等による県産材の利用促進

本県の豊かな森林資源を余すことなく活用し、公共施設の木造・木質化をはじめ木造住

宅の推進など、県産材の利用拡大に取り組んでいます。 

こうした中、さらなる木材利用の拡大を図るために、全国に先駆けて、中・高層建築物

への活用が期待できるＣＬＴの推進に取り組んでいます。平成 2８年には県内に 5 施設が

建設される予定で、こうした取組を通して、設計から施工までの技術やノウハウの取得・

蓄積、ＣＬＴに関する知識・技術を有する人材の育成を行うなど、今後も関係者と連携し

てＣＬＴの普及拡大を図っていきます。（図―８） 

加えて、店舗やオフィスといった住宅に比べて木造率が低い低層非住宅建築物の木造化 

の推進にも取り組み、県産材のさらなる利用促進を図ることにより、関連産業の振興につ 

なげていきます。 
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（図‐８）良質材から低質材まで森林資源を余すことなく活用（イメージ図） 

③ 地域の未利用森林資源を有効活用した取組の推進

 森林には、木質バイオマスの供給源や CO2吸収源としての役割が期待されており、この

森林を資源として有効に活用していくために、園芸用施設等に木質バイオマスボイラーを

導入する支援を行っています。 

  また、これまであまり利用されてこなかった小径木や曲がり材などの低質材を利用した 

木質バイオマス発電施設の整備への支援も行っており、平成２７年には県内２か所で発電 

出力５，０００ｋＷ級の大規模発電施設が本格稼働を始めています。 

今後は、発電時に発生する熱エネルギーも併せて有効活用する熱電併給の木質バイオマ 

ス発電施設の整備にも取り組むことにより、化石燃料からの転換を図るとともに、エネル 

ギーの地産地消を積極的に進めていきます。 

こうした取組を通して森林整備が促進され、雇用の創出や化石燃料の購入に必要な資金

が地域に還元されるなど、地域の活性化にも寄与する取組に繋げていきます。（図―９） 
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（図‐９）木質バイオマスのエネルギー利用（イメージ図） 

（２）再生可能エネルギーを活用して得られた利益の地域への還流 

平成２３年３月に「高知県新エネルギービジョン」を策定し、全国でも優位にある森林資 

源や日照条件といった地域資源を活用して再生可能エネルギーの導入を進めています。 

平成２４年７月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」 

が施行され、固定価格買取制度が開始されたことを受け、平成２４年度から県と地元市町村 

が県内企業などと共同で発電事業会社を設立し、売電により得られる利益を最大限地域に還 

流する「こうち型地域還流再エネ事業」を実施しています。（図―１０、表―３） 

現在、６市町村７カ所において、合計約１０ＭＷの発電出力の太陽光発電事業を実施して 

おり、売電開始後、２０年間で得られる利益（配当収入）を活用し、再生可能エネルギーの 

導入促進などの地域の取組に役立てていきます。 
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（図‐１０）こうち型地域還流再エネ事業のスキーム 
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（表‐３）こうち型地域還流再エネ事業の事業概要 

所在地 安芸市 土佐町 佐川町 黒潮町 日高村 土佐清水市 

出力規模 約 4.5MW 約 1.2MW 約 1.3MW 約 0.5MW 約 1.4MW 
約 1.2MW 

※2カ所 

想定年間発電量

（一般家庭消費量) 

540万 kWh 

約 1500世帯分 

128万 kWh 

約 350世帯分 

142万 kWh 

約 400世帯分 

67万 kWh 

約 180世帯分 

147万 kWh 

約 410世帯分 

125万 kWh 

約 350世帯分 

発電開始年月 H26年 11月 H27年 4月 H26年 10月 H26年 10月 H27年 1月 
H27年 4月 

H27年 5月 

（３）再生可能エネルギーを活用した地域でのエネルギーの地産地消 

 固定価格買取制度が開始され、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が進み、発電

出力が増加したことから、系統への連系が制限される地域が増えてきています。こうしたこ

とから、固定価格買取制度ではなく、地域で創出する再生可能エネルギーをできる限り地域

で消費する地産地消の仕組みづくりを調査研究しています。 

エネルギーを地産地消することにより、これまで県外へ流出していたエネルギーコストを

地域内で循環させ、地域に利益をもたらす仕組みとするとともに、地震などの災害時に電気

事業者からの送配電が停止しても、地域で発電していることで電力を供給することができる

災害に強い地域づくりなどの付加価値をつけた事業として市町村等と連携して取り組んでい

ます。 
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（４）省エネ住宅の推進 

住宅の省エネルギー化を進めることは、結露やヒートショックの防止効果のある高断熱住 

宅の普及が進むことになり、快適で健康的な住宅の普及にもつながります。 

県では、調湿性に優れ、癒し効果もあると言われている木材と、地域の環境に適応した自 

然素材である土佐漆喰、土佐和紙などの地場産材を省エネ住宅の建材として活用することを 

前提に、人にも地球にも優しい省エネ住宅を「こうち健康・省エネ住宅」として、その普及 

に取り組んでいます。 

こうち健康・省エネ住宅の供給促進は、安全で安心な省エネ住宅の供給に加え、環境ビジ 

ネスの一つとして地域産業の発展にもつながるものであり、今後もこの取組を積極的に進め

ていきます。 

（５）滞在型観光、体験型観光の推進 

県内の豊かな自然環境・景観は魅力にあふれており、四季を通じて県内外から多くの方が

山・川・里・海を訪れています。 

県では、観光に訪れる方々が本県の自然環境・景観に触れる機会を増やしていくことによ

り、体験を通じた環境への意識向上、本県各地の魅力を感じてもらうことを目的として、グ

リーン・ツーリズム、エコツーリズムを推進しています。 

また、豊かな自然を活かしたアウトドアの拠点など、全国から誘客できる観光拠点の整備

や地域の事業者間連携の促進による観光客の周遊の仕組みづくりなどに取り組み、農山漁村

等の新たな振興や地域への経済効果の拡大につなげていきます。（写真－１０） 

（写真‐１０）ゆとりすとパークおおとよ 

（６）環境保全型農業の推進 

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。 
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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、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（Integrated Pest Manage 

ment）技術による化学農薬の低減など、環境と調和した持続可能な農業生産の取組を進めて

いきます。 

（７）リサイクル産業の振興 

   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、認定 

したリサイクル製品を県のホームページで紹介するなど、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が、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、広く普及するまでには至っていません。（図―１１） 

   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、今後も、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きます。 

（図‐１１）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 
県内で製造された
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 ５ 環境を守り育てる人材の育成 

 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、行政等が連携・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。 

（１）幼少期・青少年期における環境教育の充実 

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。 

① 幼少期における環境教育の取組

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での参加を呼びか

けるための情報提供を行います。 

② 青少年期における環境教育の取組

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、児童・生徒が環境について考える機会となる「環境絵日記コンテスト」やクール

ビズ・ウォームビズポスターのデザイン募集に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－１１） 

（写真‐１１）環境絵日記コンテスト表彰式の写真 
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（２）地域における環境学習の支援 

 地域における環境学習の推進を図るため、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） 

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、環境保全への理解と関心を深めるための「体験型学習イベント」の

開催をはじめ、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。 

さらに、子どもたちの生活する身近な環境で、豊かな体験活動を提供できる指導者を地域

の青少年育成団体や小・中学校等に派遣し、子どもの体験活動の機会を増やします。 

（写真‐１２）エコクラブ交流会の様子 

（３）学校や地域との協働による環境保全活動の促進 

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。 

   また、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。 

   さらに、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、学校や地域との交流を図り、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。 
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（４）環境学習を推進するための人材育成 

    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。 

地球温暖化対策については、地域において、地球温暖化防止活動推進員の活動を牽引する 

リーダーとなる「スーパー推進員」を養成することにより、地球温暖化防止活動の一層の活

性化と活動のレベルアップを図ります。 

効果的な環境学習を提供するにあたり、自然体験活動や環境学習の企画・運営・評価、連

絡調整を行う指導者の養成講座を実施します。 

また、平成 26 年度から動きだした「生物多様性こうち戦略」の普及・推進活動を行う人

材の中から、生物多様性の保全につながる活動を継続的に行っている方に「生物多様性こう

ち戦略推進リーダー」へ登録いただき、こうち戦略の PR だけでなく、他の団体との連携を

進めていくことにより、互いの活動の広がりにつなげ、こうち戦略の認知度を高める取組を

支援していきます。 

（５）環境学習や環境保全活動に関する普及啓発や情報提供 

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。 

① 環境活動の情報提供・情報共有

県内の環境活動に関する情報をメールマガジン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。 

また、ＮＰＯ等の環境団体や企業等による「高知自然学校連絡会」のネットワークを活

用し、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。 

② 家庭における環境配慮行動の取組

  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－１３） 
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③ 環境情報の提供

 環境に関する取組や環境保全活動の重要性について、市町村や県民、企業などと連携し

ながら、環境白書や県ホームページ、各種刊行物などの媒体やイベントなどを通じて、広

く県民に周知を図ります。 

④ 事業者による環境配慮型経営の取組

 事業所から排出される CO2を削減するためには、事業者自らが消費するエネルギー量 

を把握し、計画的に省エネに取り組む必要があります。そうした環境に配慮した経営（環

境配慮型経営）に取り組む事業者を増やしていくため、エコアクション２１の普及啓発に

取り組みます。（写真―１４） 

（写真‐１３）マイバッグキャンペーンの様子  （写真‐１４）エコアクション２１基礎セミナーのチラシ 

（６）都市と農山漁村との交流を進める中での人材確保 

過疎化、高齢化が進行する中山間地域において、里地里山など豊かな自然環境を保全して 

いくためには、地域住民だけでなく、都市部などの地域外の人材を積極的に活用することが

必要です。 

 そのため、滞在型観光や体験型観光などを通して、都市部の人と中山間地域の方々との積 

極的な交流を進めるとともに、ＵＩターンによる移住を促進するなどにより都市部の人を中 

山間地域に呼び込み、こうした人たちに地域の住民と一緒になって環境保全活動に参加して 

もらえるよう取り組んでいきます。 
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○各分野における達成度の指標

   本計画の効果的な推進のため、2020 年（平成 32 年）度までの 5 カ年で目指す各分野の 

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。 

１ 地球温暖化への対策 

【環境指標（内容）】 

■県内の温室効果ガスの排出量を基準年（1990 年）比で 31％削減を達成します。

※この指標は、平成 28 年度中に見直すこととしています。 

■新エネルギーによる県内電力自給率を 21.2％とします。

参考：県内の温室効果ガスについては、基準年の 1990 年（Ｈ2 年）から 2020 年（Ｈ32 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。 

Ｈ２６県内電力自給率 11.8% 

２ 循環型社会への取組 

【環境指標（内容）】 

■県民一人当たり家庭から排出されるゴミ（一般廃棄物）排出量を一日 5３７ｇ以下に削減

します。

■産業廃棄物の再生利用量の割合を６５．２％に維持します。

参考：H2６一人当たり家庭ゴミ排出量５９２ｇ、H2６産業廃棄物再生利用量の割合６５．２％ 

３ 自然環境を守る取組 

【環境指標（内容）】 

■県内民有林の５ヶ年間（平成 2５～平成 2９）の間伐面積を合計３９,000ｈａとします。

※指標の目標年度は高知県緊急間伐推進計画に基づく平成２９年度です。 

■公共土木工事の木材利用量を工事費１億円当たり 12㎥とします。

※指標の目標は県産材利用推進に向けた行動計画に基づくものです。 

■公共用水域における水質汚濁（ＢＯＤ・ＣＯＤのみ）に係る環境基準達成率を 93％以上

とします。

■地下水概況調査における水質汚濁に係る環境基準達成率を１００％とします。

 ※指標の目標年度は、平成２７年度から平成３１年度までとします。 

■特定鳥獣の年間捕獲目標をニホンジカ 30,000 頭、イノシシ 20,000 頭とします。

参考：H2５～H２６の２年間計 県内民有林の間伐面積 1１,２８７ｈａ 

H２２～Ｈ2６平均 公共用水域の環境基準達成率 9２.５％ 

Ｈ２２～Ｈ２６平均 地下水概況調査における水質汚濁に係る環境基準達成率１００％ 

H26 ニホンジカ捕獲頭数 21,124 頭、イノシシ捕獲頭数 16,434 頭 
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４ 環境ビジネスの振興 

【環境指標（内容）】 

■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）を増加させ、締結

市町村を全市町村に広げます。

■J-VER 制度により創出した CO2排出削減・吸収クレジット（平成 2６年度末現在の

県保有量１３,６３９ｔ－CO2）について、平成 33 年 3 月までに、カーボン・オフ

セットなど地球温暖化対策に活用します。

■木質バイオマスの年間利用量を５７万３千トンとします。

※指標の目標年度は第３期高知県産業振興計画に基づく 2019 年（平成３１年）度です。

■環境保全型農業を推進し、以下の目標を達成します。

病害版ＩＰＭ導入品目数６品目 

施設キュウリでの天敵導入面積率６０％ 

施設カンキツ類での天敵導入面積率 2０％ 

生産販売に共に取り組む有機農業者グループ数５グループ 

グローバル GAP 認証取得経営体数５経営体 

園芸用Ａ重油使用量 50,000ｋｌ 

※指標の目標年度は高知県産業振興計画に基づく平成３１年度です。 

■リサイクル製品等認定制度によるリサイクル製品を１００件以上、環境配慮型事業所

（エコショップを含む）の認定数を２０件以上とします。

参考：H2７協働の森パートナーズ協定締結市町村数 2５市町村（協定中２３市町村） 

H2６削減クレジット発行量２０,２５７t- CO2（うち販売量８，７９２t- CO2、２０２件） 

H2６吸収クレジット発行量２,２３７t- CO2（うち販売量６３t- CO2、１７件） 

H2６木質バイオマスの年間利用量３５万 6 千トン 

H2６ＩＰＭ導入品目数３品目（ピーマン、シシトウ、オオバ） 

H2６施設キュウリでの天敵導入面積率２４％ 

H2６施設カンキツでの天敵導入面積率６％ 

H2６生産販売に共に取り組む有機農業者グループ数０グループ 

H2６グローバル GAP 認証取得経営体数１経営体 

H2６園芸用Ａ重油使用量 5４,000ｋｌ 

H2６県リサイクル認定製品８２件、環境配慮型事業所認定数 1７件、エコショップ認定数 1 件 

５ 環境を守り育てる人材の育成 

【環境指標（内容）】 

＜指導者の育成＞ 

■地球温暖化防止活動推進員のリーダーとなる「スーパー推進員」を１５人以上養成します。

■環境学習推進に必要な自然体験上級指導者（ＮＥＡＬインストラクター）の講習会を実施

します。（受講者数延べ１６０人）

■生物多様性こうち戦略を推進するにあたって、平成 30 年までに「生物多様性こうち戦

略推進リーダー」登録者を５０人とします。

＜指導者の活用＞ 

■子どもの体験活動の機会を増やすため、身近な環境で、豊かな体験活動を提供できる指導

者を地域の青少年育成団体や小・中学校等に派遣します。（１０団体/年）

44



＜県民意識の向上＞ 

■講師の派遣・紹介等による環境学習の受講者数を１，８００人以上とします。

＜環境活動を行うボランティア参加者＞ 

■こうち山の日県民参加支援事業の参加者数を３７５人とします。

■県民一斉美化活動の参加者数を３，０００人以上とします。

参考：H27 こうち山の日県民参加支援事業の参加者１３７人 

Ｈ26 県民一斉美化活動の参加者数２，８９１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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