
行動計画に対するご意見と回答 資料３

番号 取組目標の進捗状況

回答

自然共生課

番号 取組目標の進捗状況　目標15

回答

自然共生課

番号 取組目標の進捗状況　目標10　一覧表の46

回答

自然共生課

1

佐藤副部会長
ご意見

取組目標の進捗状況（A3版2枚）と、行動計画一覧表（1-33ページ）がどの
ように対応しているのか、分かりにくく思います。進捗状況の各目標につい
て、行動計画の対応する番号を付してはいかがでしょうか。

ご指摘のとおり、対応いたしました。

2

三谷委員
ご意見

取組目標の進捗状況のグラフ
全国平均を上回ることが目標値なので、全国平均をゼロにして達成してい
ることが解るグラフにしてはどうか。もしくは、県と全国を同じグラフにする方
法もある。

ご指摘のとおり、対応いたしました。

石川部会長
ご意見

取組目標の進捗状況の一覧表では，目標値80%に対して，R2年度は73%と
なっており，目標値に達していません。R元年度も77%になっていて，達成
率が減少傾向にあることも気になります。
一方，番号４６における自己評価は〇となっていて，進捗状況の一覧表の
結果と齟齬があります。植生保護効果が低下している原因と併せてご説明
をお願いします。それによってR3年度の行動計画を考え直す必要がありま
す。

佐藤副部会長
ご意見

設置済みの防護柵による植生保護効果が2018年度から下降しており、ここ
2年は目標値である80％を下回っています。
行動計画票の20ページの番号46に対応するものと思いますが、番号46で
は目標値より低いことが書かれておらず、自己評価が〇になっています。
目標10と番号46の評価は独立しているということでしょうか。

防護柵のモニタリングは、防護柵内外の植生被度で求めており、毎年度対
象とする地点が異なるため、目標値は定点の経年的な推移となっていませ
ん。各年度の対象地点によっては、防護柵の外で被度が高いことがあり、
内外の差が顕著に見られないことなどにより数値が下がる場合があるた
め、今後は目標値の設定方法の検討が必要であると考えています。
なお、行動計画46の評価は、柵内の希少種の保護効果がどの地点でも見
られたため、「○」としています。

3,4
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行動計画に対するご意見と回答 資料３

番号 取組目標の進捗状況　目標14

回答

環境対策課

番号 全体

回答

自然共生課

番号 1

回答

自然共生課

林業環境政策課

5

佐藤副部会長
ご意見

目標14にあげられている県民1人当たりの1日のゴミ排出量が目標値を上
回っており、なおかつ2017年度以降、増加を続けています。
これに対応する行動計画表の記載が見当たりません。番号58か番号60に
何らかの記述があるとよいのではないかと思います。

　ゴミ排出量につきまして、行動計画６０に下記のように追記しました。

○ゴミの減量化に向けて、分別排出や資源としての回収等を促進するた
め、市町村・県等からの積極的な情報発信により、県民及び事業者等の意
識の醸成を図る。

6

佐藤副部会長
ご意見

行動計画について、全般的に新型コロナウイルス感染症covid-19の影響
でイベントの開催を控えるなどの理由で、計画に沿った実績が得られな
かった項目が多く見受けられます。令和2年度はやむを得ない状況であっ
たと考えますが、新型コロナの影響はまだ数年間は続くとみられますので、
オンライン型イベントの活用を図るなど、今後、どのようにするか、コロナ後
の社会を見据えて対応を検討していただくとよいと思います。

庁内各課、コロナ禍に対応した取組を実施していますが、未だ足りていな
いところもありますので、このようなご意見があったことを共有いたします。

7

岩瀬委員
ご意見

メルマガの配信について、配信回数は分かるが、配信先の数がないと効果
を判断できない。
環境学習のパンフレットをつくり学校宛に送付したのは良かった。学校現
場ではWeb上の資料よりも紙の資料の方が効果があるように思われる。
森林整備の情報発信についてTwitterへのアクションが閲覧数１３７フォロ
ワー６７で自己評価○になっているが、少なすぎないか？

・メルマガの登録者数については、１，０７４名です。主な配信先としては、
県内の環境団体、小・中・高等学校、県・市町村職員、マスコミ各社、環境
に関心のある県民などです。

・twitterでは年間を通した情報発信を行っており、現在のフォロワーに向け
ては、継続的な情報提供が行われているものと考えています。また、各ツ
イートのアクション数は多くないものの、各ツイートごとに安定的にアクショ
ンがあり、また、ホームページと組み合わせた情報発信であるという性格も
考慮すると、一定の成果は上がっているものと考えています。

　・閲覧数　　　61（R1）→137（R2）
　・フォロワー　57（R1）→ 67（R2）
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行動計画に対するご意見と回答 資料３

番号 6

回答

河川課

番号 8

回答

地域観光課

番号 9

回答

自然共生課

8

岩瀬委員
ご意見

親水護岸の整備は必ずしも｢生態系に配慮｣した構造物ではないことが多
いが、設置した親水護岸がどのように｢生態系に配慮｣されているのか知り
たい。

近年は人々の管理の手が入らず、河辺に草木が繁茂し、人々が水辺へ近
づくことができない状況であるため、誰もが水辺や河原に近づきやすい空
間とするため親水護岸の整備を実施しています。水際部に豊かな水辺空
間を創出する事を目的として、空石張護岸工を採用し、石と石との空間に
小魚や水生生物が生息できるような生態系に配慮した構造としています。
今後は陸地への一連線を考慮した護岸や、水際への置石、水制の設置な
どを検討し、さらに生態系に配慮した護岸整備を行っていきます。

9

岩瀬委員
ご意見

カヌーインストラクター養成講座の延べ参加者が１３５名に対して中級編修
了者１５名は少なく感じる。理由を知りたい。

カヌーインストラクター養成講座（中級編）を昨年度は計９回開催し、延べ
135人に参加いただきました。
中級編修了者となった15人の方々に、９回の講座すべてに参加いただき
ましたので、延べ135人となっています。（15人×９回）

10

岩瀬委員
ご意見

各施設、コロナ禍の中でよく頑張っていると感心した。

ご意見、ありがとうございます。
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行動計画に対するご意見と回答 資料３

番号 12,39,44

回答

自然共生課

番号 13,30

回答

自然共生課

11

岩瀬委員
ご意見

ウミガメ上陸調査については、多くの方々の努力の結果により毎年良い資
料が得られていると思う。報告してくれる方からの声として、いくつかの浜で
浜痩せや浜崖が問題になっており、結果として孵化率の低下や大雨や波
浪による卵の流出が起きている。調査するばかりでなく、対策は行われな
いのか？

砂浜の荒廃対策については、海岸法で規定する「海岸保全区域等に係る
海岸の保全に関する基本的な方針」（基本方針）及び各都道府県が策定
する「海岸保全基本計画」（基本計画）に基づき、国（国土交通省）及び県
（土木部）で対策が講じられています。
土佐市荻岬から香南市夜須町手結岬までの高知海岸の一部では、国が
離岸堤、突堤やヘッドランド(人工の岬)等の海岸保全施設の整備によって
侵食対策を行っており、ウミガメの保護にも資する事業となっています。
県は各海岸のモニタリングを継続的に行い、侵食被害が発生するおそれ
のある海岸には、国と同様に海岸保全施設の整備を検討することとしてお
り、令和３年度は室戸市・岩戸海岸で海岸侵食対策事業を実施することに
なっています。また、しゅんせつ土砂を養浜のために活用する取り組みも
行っており、令和３年度は安芸市・西浜海岸において河川事業で発生した
しゅんせつ土砂を利用することとしています。
こうした取り組みは、基本方針や基本計画を踏まえて、災害時の海岸防護
に加え、海岸の環境整備や保全、県民の皆様の海岸の適正利用の確保と
いった各方面が調和した総合的な海岸保全の推進を目指すものです。ウ
ミガメ上陸調査は、これらの事業の実施機関にも加わっていただいており、
調査成果を共有することで、ウミガメ保護にも寄与する海岸の環境保全事
業につながっていくものと考えています。

12

岩瀬委員
ご意見

外来種リストについてはパンフレットやチラシの配布だけでは県民に危機
感を持ってもらうには不十分。外来種対策のイベントやキャンペーンなど、
もっと強く働きかける必要があるのではないだろうか？
また、タカサゴユリが広範囲に著しく増えていると思うが、なぜ対策の対象
になっていないのか？

外来種リストやパンフレットにより普及啓発する機会を増やしていくととも
に、牧野植物園の特定外来植物防除活動の事例を参考にしながら効果的
なイベント等を検討し予算化に努めます。また、直接寄せられる個々の問
合せに丁寧にお答えすることで外来種対策の必要性を理解いただけるよう
に取り組んでいきます。
タカサゴユリについては、タカサゴユリとテッポウユリを交配した園芸品種・
シンテッポウユリが逸出したものや、それらが更に交雑したものがあり、外
見で種を同定することは難しく、遺伝子を確認する必要があることから、外
来種リストでは、タカサゴユリを含むものとしてシンテッポウユリの和名で重
点啓発外来種に選定しています。
シンテッポウユリは繁殖力が高く、群生することにより在来種の生育地が奪
われてしまうことが危惧されますが、一方で、自家中毒により生育地から衰
退することもあるため、県内のシンテッポウユリの拡大状況は把握できてい
ません。令和３年度から野生植物調査を委託し、着手している牧野植物園
とも協力し、その調査成果等で現状把握に努め、特に注意が必要となる地
域が確認された場合は、市町村を通じて注意喚起するよう取り組んでいき
ます。
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行動計画に対するご意見と回答 資料３

番号 15

回答

自然共生課

番号 18

回答

林業環境政策課

番号 19

回答

林業環境政策課

13

岩瀬委員
ご意見

生物標本の保管については、横倉山自然の森博物館の谷地森さんが精
力的に活動しているが、何か支援を行っていますか？

Ｒ２年度、Ｒ３年度と、豊かな環境づくり総合支援事業費補助金をご活用い
ただくかたちで、生物標本の保管についての支援を行っています。

その地域の生物多様性を適切に把握し、保全を進めるために重要となる
生物標本については、植物については県立牧野植物園で適切に管理・保
管されているが、その他の生物では個人の研究者等が所有しているものも
多く、今後の保管体制について多くの課題があります。県では、令和３年
度から７年間の計画で、野生動植物分布調査事業を行い、そこで収集され
る標本や、文献調査・標本調査等で得られた情報を一元的にデータベー
ス化する取り組みを進める計画です。この事業と合わせて、県内の標本庫
を所有する施設等とも協議しながら、今後の生物標本の保管体制につい
て検討を進めます。

14

岩瀬委員
ご意見

森林整備約148ha、竹林整備等約34ha、作業道作設等約4,589mとあるが、
目標の数値と進捗率はどれくらいなのか？

森林整備（里山林の保全）の令和２年度行動計画は185haで、進捗率は
80％となっています。

15

岩瀬委員
ご意見

昨年度も指摘したと思うが、なぜ協働の川づくりは独立しているのに協働
の海づくりは森づくりとセットにされているのか？協働の海づくりは協定の
締結があったのか？成果があがっていないのを隠しているように見える。

ご指摘のとおり、協働の森づくり事業及び協働の海づくり事業を分けて記
載するよう修正いたしました。
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行動計画に対するご意見と回答 資料３

番号 31

回答

農業基盤課

番号 36

回答

漁業振興課

番号 52

回答

鳥獣対策課

16

岩瀬委員
ご意見

文化環境評価システムの対象になり、環境への配慮が求められた案件に
ついて、具体的な案件の内容と求められた配慮の内容を公表している
か？

文化環境評価システムの対象となった地区について、具体的な内容及び
求められた配慮の内容は公表しておりません。

【参考】
　農業基盤課が所管する農業農村整備事業の新規地区等については、
計画段階で「環境との調和への配慮」に関して、有識者等と意見交換、情
報収集を行い、環境への配慮対策の検討を行っており、この会の議事録
については、高知県のHPにて公表している。

17

岩瀬委員
ご意見

水産多面的機能発揮対策の実績と成果を上げていると思うが、たとえば藻
場の再生がどの程度（何カ所中何カ所）うまくいっているのか、再生した藻
場があるなら、その先の展開があるのかなどを県民に公表して取組を知っ
てもらうべきではないか。

現在、一般の方も閲覧可能な、水産多面的機能発揮対策情報サイトひとう
み.jpにて、活動組織ごとの取組内容や効果等を公開しています。今後も
県民に分かりやすい取組内容や効果を公表するよう、活動組織に対して
指導・助言して参ります。

18

岩瀬委員
ご意見

中山間地域では、農家ばかりでなく一般の家庭の多くが家庭菜園を持っ
ており、これらの農地でも獣害に悩まされている。畑に箱罠を設置してハク
ビシンを駆除する場合にも狩猟免許が必要なので、免許を維持するのに
年間２万円以上の経費がかかる。くくり罠など目的外の動物を傷つけるお
それのある狩猟を行わないなら、もっと安価で簡便な許可ができないの
か。

以下①、②に該当しない場合の野性鳥獣の捕獲には狩猟免許が必要とな
ります。狩猟免許の更新や狩猟者登録の経費には市町村の支援がある場
合もあります。それでも、狩猟免許の維持経費が負担に感じる場合には、
狩猟免許を所持されている方に捕獲を依頼する方法もありますので、お住
まいの市町村を通じてご相談ください。

なお、狩猟免許を所持していなくても捕獲が可能な場合は以下のとおりで
す。
①農業者、一般の方を問わず、垣、柵その他これに類するもので囲まれた
住宅の敷地内において、銃器を使用しないで行う狩猟鳥獣（ハクビシン含
む）の捕獲
②農業者が、市町村の捕獲許可を受けて、農業被害防止目的で自らの事
業地内において、小型のはこわな等を用いて行うハクビシン等の有害鳥獣
の捕獲（捕獲個体の適切な処分や1日1回の見回り実施の要件あり）

6



行動計画に対するご意見と回答 資料３

番号 56

回答

自然共生課

番号 58

回答

環境計画推進課

19

岩瀬委員
ご意見

県内に計画されている大規模な風力発電所の計画について、反対運動が
起きている。大規模太陽光発電についても、傾斜地や造成地に設置する
ことによる土砂災害を心配する声が高まっている。脱炭素の重要性との狭
間で多くの県民が県の方針を知りたいと考えているので、対応していただ
けないか？

県内の大規模風力発電事業について、地域で反対運動が起きている事業
があることは承知しております。
再生可能エネルギーについては、脱炭素社会に向け県として推進すべき
ものと考えておりますが、その実施にあたっては、環境への配慮が前提に
あると考えております。
一定規模以上の開発を伴う再生可能エネルギー発電施設は、環境アセス
メントの対象となりますので、事業者自らが環境への影響を調査・評価し、
その影響を回避、低減させるよう計画に反映することが必要になります。ま
た、けんからも、その計画に対し意見を申し上げ、環境に配慮した計画と
するよう求めていきます。
また、大規模太陽光発電施設については、森林が多い高知県の特色をふ
まえ、森林の開発を伴う場合は、法に対し、より厳しい規模要件を県独自
に定めているところです。
なお、風力発電事業については、国としては、環境アセスメントを緩和する
方向で進んでおりますが、県としては、これからの検討課題としています。

20

岩瀬委員
ご意見

エコアクション21の登録時業者数が減少している件について、世の中は急
速にSDGｓに傾いており、企業がいつまでも既存の制度のとらわれることな
く、新しい潮流に乗っていくのは当然だと考える。これをもって低評価にす
べきではないだろう。それよりも市町村レベルの環境意識の低さが大きな
問題なので、そちらに注力すべきではないか？

環境経営に取り組む事業者の拡大に向けて行動計画に定めるエコアク
ション21の取得企業数が、目標を下回ったことによるものです。エコアクショ
ン21とSDGsは必ずしも競合するものではないと考えており、それぞれの制
度が普及するように取組を進めていきます。
県内の各市町村においては、独自の環境保全の取組を展開されていま
す。また、県としても市町村に対して、年に２回開催している高知県地球温
暖化防止県民会議行政部会等で、温暖化対策に関する情報共有及び連
携を呼びかけています。その他、県において、令和３年度中に本県の脱炭
素社会の実現に向けたアクションプランを策定予定であり、５月以降、全市
町村にヒアリングを行い、意見交換や取組の方向性について共有したとこ
ろです。
今後も、脱炭素社会の実現に向け、アクションプランの策定を通じて、全市
町村に対し、温暖化対策に関する情報提供や、連携した取組の呼びかけ
等を行っていきます。
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行動計画に対するご意見と回答 資料３

番号 60

回答

環境計画推進課

番号 64

回答

鳥獣対策課
（薬務衛生課）

番号 75

回答

木材増産推進課

番号 77

回答

木材産業振興課

21

岩瀬委員
ご意見

たとえば県が発注した業務を請け負うと、その業務に対してグリーン購入が
義務づけられるような制度はあるか？役所の購入だけでなく、役所が関わ
る多くの業務にグリーン購入を義務づけることができれば、県内企業の環
境意識が高まるのではないか。

県の委託業務等契約書の標準書式において、グリーン購入に努めることを
規定しています。

22

岩瀬委員
ご意見

近年「低温調理」が流行っているが、この調理法の安全性を確保できる指
針を作ることができないか？

ジビエに限らず、生食・半生については、注意喚起に取り組んでいます。
調理に係る温度設定等の明確な指針については、今のところ作成する予
定はありません。
（※鳥獣対策課は所管外となるため、薬務衛生課に聞き取り）

23

岩瀬委員
ご意見

人工林の複層林化や混交林化、広葉樹の価値の創造などの取組は自伐
林家に向いていると思うが、これを後押しするような制度はできないか？

　人工林の複層林化や混交林化に向けては、造林事業（国庫補助）があり
ますが、森林経営計画の作成など自伐林家の方々には使いづらい要件が
あります。
　そのため、県単の緊急間伐総合支援事業（うち公益林保全整備事業　※
財源：高知県森林環境保全基金）を創設し、主に自伐林家の方々がこの
事業を活用し森林整備に取り組んでいただいてます。
　なお、広葉樹の植栽については、造林事業（国庫補助）の補助を活用す
ることができます。

参考：緊急間伐総合支援事業の主な要件
・保安林又は市町村森林整備計画に規定する公益的機能別施業森林で
集約化が図られず、国庫補助事業の対象とならない11～60年生の人工林
における保育間伐
・間伐率はおおむね30パーセント以上

24

岩瀬委員
ご意見

低質材の消費拡大にむけて、病院や避難施設、老人福祉施設などでの木
質バイオマス（チップ）による小型コジェネレーションの導入は防災の観点
からも有効であると考えるが、これを後押しするような施策はあるか？

木質バイオマスエネルギーの地域循環利用の取り組みを進めるため、国
の事業を活用して木質バイオマス利用施設等の整備に対する支援を行っ
ています。
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