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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

1 準備 改定 推進

改定 － －

3 推進 → → →

－ －

「「「「いけるよいけるよいけるよいけるよ！！！！徳島徳島徳島徳島・・・・行動計画行動計画行動計画行動計画」」」」主要事業等評価主要事業等評価主要事業等評価主要事業等評価シートシートシートシート

Ｂ

委員意見委員意見委員意見委員意見

Ａ

Ｂ

県民

2

●「徳島県地球温暖化対策推進条例」に基づく「地
球温暖化対策推進計画」により、重点プログラムを
はじめとした温室効果ガス削減のための施策を推進
します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・平成23年8月に「県地球温暖化対策推進計画」を策定し,新たに
2020年までに1990年比25％の温室効果ガス削減目標を掲げ，「ライ
フスタイルの転換」と「自然エネルギーの導入推進」を最重点施策
に掲げ，県民総ぐるみで推進した。
・直近の本県における温室効果ガス総排出量実績
　（Ｈ22年 5,777千t-CO2）→1990年比 16.8％の減
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・東日本大震災以降のエネルギー需給状況の変化（火力発電への依
存拡大）により，温室効果ガス排出量が増加する可能性がある。
・また、温室効果ガス削減目標については、国において見直しに向
けた検討が進められており、この動向に注視し、見直し等の検討も
視野に入れた対応が必要である。

・重点施策の更なる推
進に努めるとともに、
国の動向に注視し、適
宜、計画の点検・見直
しの検討を視野に入れ
た対応を行う。

県民

○温室効果ガス総排出量
        2020年段階で1990年と比べて25％削減

運用 → →

基本目標4基本目標4基本目標4基本目標4「「「「環境首都環境首都環境首都環境首都・・・・先進先進先進先進とくしまとくしまとくしまとくしま」」」」

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））

→
●地球温暖化対策を総合的・計画的に推進するた
め、「徳島県地球温暖化対策推進条例」の適切な運
用を行います。

1　環境施策等の総合的展開
●「徳島県環境基本条例」の基本理念を踏まえ、本
県の環境に関する将来像を示し、その実現に向けた
基本的な目標や方策を明らかにする「徳島県環境基
本計画」を改定し、県民を挙げて推進します。

実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・平成24年12月に県環境審議会に対し、計画のあり方について諮問
を行い、見直しの方向性等について審議を行った。
・現計画の進捗状況についての検証作業を行うとともに、環境審議
会を開催するなど、新計画の素案の策定作業を開始した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・現計画の十分な検証と、新計画への幅広い県民の意見反映が必要
である。

・平成２５年内の策定
を目標に、県環境審議
会での審議等を踏ま
え、計画内容の検討を
行う。
・また、県民意見の反
映のため、パブリック
コメント等を実施す
る。

○「徳島県環境基本計画」の改定
    [25]改定

・重点施策の更なる推
進に努めるとともに、
国の動向に注視し、適
宜、計画や戦略の点
検・見直しの検討を視
野に入れた対応を行
う。

県民

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・低炭素社会を目指し、「推進条例」に掲げられた取組みを県民総
ぐるみで総合的・計画的に推進するため、平成23年8月に「県地球温
暖化対策推進計画」を策定するとともに、東日本大震災を踏まえ、
自然エネルギーの導入を加速させるため、平成24年3月には「自然エ
ネルギー立県とくしま推進戦略」を策定。当該計画、戦略に盛り込
んだ重点施策を展開した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・エネルギー政策や温室効果ガス削減目標については、国において
見直しに向けた検討が進められており、この動向に注視し、温室効
果ガス削減目標等について見直し等の検討も視野に入れた対応が必
要である。
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

4
順次拡

大
→ → →

2件 2件 ※3件 ※4件 5件 8件

Ｂ

Ａ

Ａ

5

6

県民

●カーボン・オフセット*の推進に向け、産学民官
が協働し研究や調査を行うことなどを通じ、モデル
づくりや枠組みづくりを進めます。

推進 → → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・平成23年度は地球温暖化防止活動推進センター内にカーボンオフ
セットについてのワンストップサービスを開設し，主任研究員２名
を配置（徳島大学大学院との協働事業）。また，活用の推進を図る
ため，「徳島カーボンオフセット推進協議会」が発足し、推進体制
の充実を図った。
・平成24年度においては、広域的な取組みも付加し、関西広域連合
において本県が作業チームのリーダーとして，国の推進事業を活用
し、関西広域連合におけるクレジット制度の検討を進めるため、圏
域内におけるCO2削減に向けた啓発や広域活動の課題を把握する、共
通ラベリングの社会実験（19箇所・4,700枚の添付）を行い、この成
果分析を行うなど、広域的なクレジット制度の構築に向けた取組み
を進めた。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・広域クレジット制度の検討を進めるため、今後とも関西広域連合
や四国他３県との緊密な連携が必要である。

・広域クレジット制度
の構築、検討を進め
る。

県民

→

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・平成24年度に従来の地球温暖化対策に関する融資制度について、
太陽光・小水力・風力発電やバイオマス利用など、再生可能エネル
ギーの導入に大きく門戸を拡げた「自然エネルギー立県とくしま推
進資金」に制度を改正するとともに、この中に「メガソーラー枠」
を新たに設け、幅広く地球温暖化対策への支援を充実した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・支援の内容について、ＨＰやセミナー等の開催を通じて一層の周
知に努めるとともに、より効果が上がるよう制度見直しを継続する
必要がある。

・自然エネルギー発電
施設を整備する事業者
に対する支援制度の見
直しに向けた検討を進
めるなど、事業効果の
向上に努める。
・中小事業者による
「創エネ・蓄エネ・省
エネ」設備の導入を促
進する融資制度の見直
しに向けた検討を進め
るなど、事業効果の向
上に努める。

●地球温暖化対策を推進するための資金融資など、
事業者等に対する経済的支援策の導入を進めます。

推進 → →

2　地球にやさしい生活・社会活動の推進
●地球にやさしい環境活動を県民を挙げて推進する
ため、とくしま環境県民会議が中心となって各主体
の自主的・積極的な取組を支援・拡大します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・平成23年度は「県南CO2削減プロジェクト推進事業（阿南高専）」
「民生家庭部門におけるCO2直接削減方法支援事業（四国大学）」
「カーボン・オフセット機会等創出事業（徳島大学）」「再生可能
エネルギー導入促進支援事業（阿南高専）」「実践型地球温暖化対
策推進支援事業（阿南高専）」の５事業を展開した。
・平成24年度は 「関西カーボンクレジット推進事業（徳島大学）」
「低炭素まちづくり県民行動支援事業（阿南高専）」「地域ニュー
ディ－ルコアプロジェクト加速事業）阿南高専）」の３事業を展開
した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・連携事業を充実させるため、高等教育機関との緊密な連携を継続
させるとともに、外部資金等の事業に要する財源の確保について
しっかりと取り組む。

・特にカーボン・オフ
セットの推進をはじめ
とする低炭素化に向け
た取組みについて、連
携して取り組む。
・また、外部資金等の
獲得についてもアンテ
ナを高くして情報を収
集し、財源確保に努め
る。

県民

○高等教育機関との産学民官連携協働事業数
（累計）
　 [21] － →[26]4件
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

7 推進 → → →

1箇所 2箇所 3箇所 2箇所 3箇所

8
　決
定・
推進

→ → →

決定 決定

8基 10基 12基 15基 12基 13基

Ｂ

Ａ

Ａ

9 県土→

<H23･H24<H23･H24<H23･H24<H23･H24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況>進捗状況>進捗状況>進捗状況>
・地域のショッピングセンターの駐車場を利用する「店舗利用型」
や国、ＪＲグループ等が提供する様々なパーク・アンド・ライドの
情報の提供
・公共交通利用促進キャンペーンを通したバスや鉄道の利用への意
識啓発活動
<現状<現状<現状<現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み>み>み>み>◎
<課題><課題><課題><課題>
　　　　公共交通機関利用に係る意識の醸成

・県、市町村、交通事
業者など関係者連携に
よる効果的な情報の提
供
・県、市町村職員等に
よる率先垂範した取組
の実施

●運輸部門における温室効果ガス排出量*を削減す
るため、産学民官が連携・協働して、電気自動車や
プラグイン・ハイブリッド車*等の次世代自動車に
関する普及方策を決定し、その普及を図ります。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・平成23年度に「とくしま環境県民会議」内にディーラー，研究
者，ＪＡＦ等で構成される「ＥＶ等推進検討会」を設置し、「Ｅ
Ｖ・ＰＨＶ普及推進策」をとりまとめた。また広域的な取組みとし
て関西広域連合として「急速充電器・200Ｖ充電器マップ」を作成し
てＨＰに掲載したほか、徳島保健所内に急速充電器設備を設置し
た。
・平成24年度は、電気自動車の利用機会の創出を図るため、関西広
域連合として電気自動車と風景をテーマとした写真コンテストを実
施し、観光利用の観点からの促進に取り組んだ。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・充電マップによる充電設備のＰＲとともに、とりまとめた普及促
進策や、広域的な充電インフラネットワーク構築の視点から、充電
設備の効果的な配置に向けた検討が必要である。

・充電インフラ設置に
係るビジョンの策定を
進めるとともに、関西
広域連合として普及イ
ベントを展開し、充電
設備の効果的な配置に
取り組む。

→ →
●パーク・アンド・ライド、ノーカーデー等の推進
により、マイカー利用から公共交通機関利用促進へ
の転換を図ります。

推進

県民

○普及方策の決定
    [23]決定

○県内「急速充電設備（エコスタンド）」設置
数（累計）
    [21]1基→[26]15基

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・平成23年度は，今切川工業団地において情報通信端末を活用し,自
転車・徒歩通勤を促す交通社会実験を実施した。（事業所から150名
が参加。)
・平成24年度は、鴨島駅前において、パークアンドライドスペース
を設置し、公共交通機関利用促進を促す社会実験を展開した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・社会実験の結果分析をしっかりと行い、環境首都型通勤（エコ通
勤）への導入促進に繋がる有効な方策の検討が必要である。

・エコ通勤の促進に繋
がる効果的な社会実験
の展開や経済的インセ
ンティブについて検討
を進める。

県民

○民間と産学官による新たな「実証実験」の展
開（累計）
    [21] － →[26]3箇所

●自動車の利用を抑制し、徒歩や自転車・公共交通
機関等の利用を促進する低炭素型の交通体系を構築
するため、「サイクル・アンド・ライド」をはじめ
とする「環境首都型通勤」の創造に向けた取組を推
進します。

3



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

10 推進 → → →

100戸 150戸 180戸 200戸 75戸 86戸

11 推進 → → →

15件 20件 25件 30件 17件 27件

12

Ａ

Ａ

Ｄ

県
民・
企業

→推進 → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・自然エネルギーの導入を推進するため、「自然エネルギー立県と
くしま推進戦略」を平成23年度末に策定した。
・県自ら新エネルギーの導入を推進するため、正木ダム維持放流を
利用した小水力発電設備を設置した。（平成23年9月運開）
・さらにマリンピア沖洲太陽光発電所建設工事着手（H24年10月）、
和田島太陽光発電所建設工事着手（H24年12月）している。
・また、県・市町村間で自然エネルギー導入について連携強化を図
るため「県・市町村再生可能エネルギー連絡協議会」を設置し、運
営を行っている。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・新エネルギー導入に向けた検討や推進体制の充実強化が必要であ
る。

・県・市町村の相談窓
口の強化を図るほか、
メガソーラー等の候補
地情報、各種支援制度
を情報発信する情報サ
イトの充実に努める。

4　新エネルギーの普及促進
●産業部門における新エネルギー・省エネルギー対
策を促進するため、中小企業者における設備導入に
向けた取組を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・平成24年度に従来の地球温暖化対策に関する融資制度について、
太陽光・小水力・風力発電やバイオマス利用など、再生可能エネル
ギーの導入に大きく門戸を拡げた「自然エネルギー立県とくしま推
進資金」に制度を改正するとともに、この中に「メガソーラー枠」
を新たに設け、幅広く地球温暖化対策への支援を充実した。
平成23年度（太陽光発電設備等の導入へ5件の融資）
平成24年度（メガソーラー3件、その他7件の融資）
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・支援の内容について、ＨＰやセミナー等の開催を通じて一層の周
知に努めるとともに、より効果が上がるよう制度見直しを継続する
必要がある。

・自然エネルギー発電
施設を整備する事業者
に対する支援制度の見
直しに向けた検討を進
めるなど、事業効果の
向上に努める。
・中小事業者による
「創エネ・蓄エネ・省
エネ」設備の導入を促
進する融資制度の見直
しに向けた検討を進め
るなど、事業効果の向
上に努める。

●地域循環システムの構築に向けての体制整備及び
風力発電など新エネルギーの導入についての検討を
進めます。また、市町村等における小水力発電*導
入に関して、技術支援を行います。

県民

○新エネルギー等の導入を促進する融資件数
（累計）
    [21]11件→[26]30件

3　環境への負荷の少ない「持続性の高い農業」の
推進（再掲）
●農業生産現場における温室効果ガス（ＣＯ2）の
削減に努力する生産者の取組を数値化し可視化する
「見える化」を進め、環境に配慮したブランドを育
成するとともに、認知度向上に向けた啓発を進めま
す。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１環境に優しい農業に取り組む生産者を対象とした説明会の開催
２省エネ施設の導入農家に対する施設への表示を推進
３量販店における省ＣＯ2農産物表示のＰＲ、実証販売
４省ＣＯ2農産物ＰＲパンフレットの作成
５省エネ施設、資材の導入支援（県単独事業）
　上記の取組みを行い、環境への負荷の少ない農業の推進を図っ
た。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　更なる認知度向上の対策が必要

・生産者を対象とした
説明会の開催

・流通業者への意向調
査を実施

・様々な機会を捉えて
のＰＲ活動の展開

・県単独事業による省
エネ施設、資材の導入
支援

農林

○農業分野における「見える化」モデル生産者
数（累計）
    [21] － →[26]200戸

4



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

推進 → → →

13箇所 14箇所 15箇所 16箇所 16箇所 17箇所

14 推進 → → →

1地区
※1地
区

※2地
区

調査 1地区

15 推進 → → →

1箇所 検討 調査

4箇所 8箇所 検討 調査

県民

Ｂ

Ａ

Ａ

13

●太陽光発電の導入等により、県管理道路における
クリーンエネルギー対策を推進します。

●農村地域において、再生可能エネルギーを有効活
用するためのモデル地区を選定し、「クリーンエネ
ルギーの地産地消」を促進することにより、地域の
活性化を図ります。

●「地域」における「エネルギーの地産地消」を産
学民官協働で支援し、環境分野での新産業や雇用の
創出が図られる「実証・モデル事業」を実施しま
す。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１　H25.4.1の道路法改正に合わせ，条例を改正し，占用物件として
太陽光発電設備を追加。
２　占用箇所の選定
３　県内外のソーラー運営業者等に対し意識調査の実施。
４　「道の駅」防災拠点化の一環としての設置となるため，防災拠
点化の整備スキームを検討。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
１　占用箇所が約1,000㎡程度と小規模である。
２　買い取り価格が減少しており,道路占用を希望する業者の有無
３　交通安全の確保
４　市町村の地域防災計画等に「道の駅」を防災拠点として位置づ
けることが必要となる。

・道路占用に関心のあ
る業者に詳細な意識調
査を実施。
・道路占用料の検討。
・更なる占用箇所の選
定。
・占用条件（材質・設
置箇所等の安全性）の
検討。
・「道の駅」防災拠点
化について今後，関係
市町村の意向，状況を
調査。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１H24県単事業「未利用地活用再生可能エネルギー実証実験事業」を
公募で実施し、中山間地域の未利用地で、農業生産法人が取り組
む、太陽光発電の実証実験を行った。

２農山村地域において、H23、H24年度と導入可能性調査を実施し、
その成果を基に普及啓発を実施
　（H25年度、太陽光発電モデル地区として４地区（国補）が実施
中）

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・規制緩和、手続きの簡素化等（農地転用、農振除外等）
・普及啓発（課題や適地情報などの整理・検討とその普及）

・モデル地区で課題・
効果等を検証し、その
結果については県ＨＰ
等を活用し、普及促進
に努める。

・規制緩和、手続きの
簡素化等について国へ
の政策提言を行う。

○再生可能エネルギーの導入モデル地区数
    [21] － →[26]2地区

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・緑の分権改革調査事業等を活用し、H23年度は佐那河内村において
小水力発電を活用した「電力の見える化」などを行う事業等を、ま
た、H24年度は、阿南市において「エコ住宅の普及促進」を行う事業
等を実施した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・今後とも、市町村をはじめ関係機関、地域と連携した体制づくり
が必要である。

・関係機関・市町村と
の連携体制の強化に努
める。

○電気自動車の充電スタンド設置数
    [21] － →[26]8箇所

県土

○県管理道路における太陽光発電設備設置数
    [21] － →[26]1箇所

農林

○電力の自給自足「実証・モデル事業」の実施
箇所数（累計）
    [21] － →[26]16箇所

5



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

16 推進 → → →

2基 2基 ※3基 2基 2基

18 推進 → → →

45人 60人 75人 90人 43人 76人

Ａ

Ａ

Ａ

●自然エネルギー活用の大切さを啓発するため、川
口発電所を始めとした企業局施設に、啓発用設備の
展示、既設水力発電所の見学者通路の整備、太陽光
発電設備の設置を行います。

17

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・映像設備等更新（長安口ダム資料館）
・啓発用パネル設置（長安口ダム資料館、川口ダム管理所）
・マリンピア沖洲太陽光発電所建設工事着手（H24年10月）
・和田島太陽光発電所建設工事着手（H24年12月）
上記の取組により、施設整備を図り、自然エネルギー活用の大切さ
を見学者等に啓発した。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・特になし

施設整備を推進する。

県
民・
警察

●事業所における自動車に依存しない取組などを支
援し、環境配慮型事業所への転換を促進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・事業所のエコ通勤に対し、実証実験を通じて取組みの推進を図っ
た。(H23 今切川工業団地　H24 鴨島駅前のパークアンドライド)
・また、平成23年度、平成24年度ともにＪＡＦと「とくしま環境県
民会議」の共催でエコドライブの必要性と実践方法を学ぶ「エコト
レーニング徳島」を開催し、講習者の年度目標数を達成した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・地球温暖化対策推進条例で大規模事業者へのエコドライブ推進員
の設置が義務づけられており，この対象となる事業所においては定
着が図られていると考えるが、今後においては、さらに中小企業へ
の普及を図り、裾野を拡大していく必要がある。

・エコ通勤の促進に繋
がる社会実験の検討。
・中小企業者への普及
に向け、講習会への参
加を促すなど、ＰＲ強
化を図る。

県民

○「エコドライブ推進リーダー」等養成講習会
受講者数（累計）
     [21]21人→[26]90人

→

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・ＬＥＤ式信号灯器（車両用）の整備に努め、平成23年度末の整備
率は54.1％、平成24年度末57.4％となっている。
・また、省エネ対策の推進としては、地球温暖化防止活動推進セン
ターにおいて、事業所等の省エネ診断を平成23年度11件、平成24年
度34件、実施した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・ＬＥＤ式信号灯器（車両用）への整備継続とともに、設備改造・
更新を伴うＥＳＣＯ事業の推進が必要である。

・交通信号灯器のＬＥ
Ｄ化を推進するととも
に、省エネ診断制度や
ＥＳＣＯ事業の積極的
なＰＲに努める。

5　省エネルギー対策の推進
●省エネルギー・長寿命など環境配慮型の車両用Ｌ
ＥＤ式信号灯器の計画的な整備を進めるとともに、
ビルや工場の省エネ対策の推進のため、「ＥＳＣＯ
事業*」等の普及を図ります。

順次拡
大

→ →

企業

○企業局施設における太陽光発電設備
    [21]1基→[25]3基

6



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

19 推進 → → →

導入 導入

4基 6基 8基 10基 4基 8基

20
 実証
実験

検討 → →

設置
設置

(2施設)
検討

21 推進 → → →

10件 13件 16件 20件 176件 198件

45
団体等

80
団体等

115
団体等

150
団体等

47
団体等

63件

Ａ

Ｂ

ＬＥＤ照明の導入拡大
を検討する。

6　環境活動の「わ」を拡げる人・地域づくり
●地球温暖化の防止に向け、県民一人ひとりが高い
環境意識を持って行動できるよう、広域的かつ先導
的に実践活動を実施します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・補助事業の活用により、専門的な知識を持った「くらしのエコア
ドバイザー」による診断から、制度改正に伴って実施した「うちエ
コ診断」で300件を超える実施成果を得た。
・また、診断を行う「うちエコ診断員」22名の養成を図った。
・表彰については、これまで６３団体を表彰している。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・効果的かつ円滑な実施を図るため、うちエコ診断員数の増員に加
え、環境ＮＰＯ等との連携の下での展開が必要である。

・さらなる環境ＮＰＯ
との連携強化とエコ診
断員の養成に取り組む
とともに、表彰制度と
あわせ、表彰団体の取
組ＰＲなど、環境団体
への積極的な取組みを
促す。

県民
○くらしのエコアドバイザー派遣数
    [21] － →[26]20件

○環境活動に対する表彰団体等の数（累計）
    [21]24団体等→[26]150団体等

企業

○ＬＥＤ照明設置実証実験（2施設）
    [23]設置

●利用者が多く啓発効果が大きい施設の照明設備で
ＬＥＤランプの実証実験を行い、計画的な導入拡大
を検討するとともに、二酸化炭素排出量削減に貢献
します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・長安口ダム資料館、藍場町地下駐車場施設の一部にＬＥＤ
　照明を設置（実証実験）
上記の取組により、企業局施設へＬＥＤ照明を設置（実証実験）
し、今後の導入拡大に向けた検討を行った。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・特になし。

●省エネルギー対策を推進するため、県管理道路に
おける道路照明灯等のＬＥＤ化を図ります。（再
掲）

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・[あわ産LED道路照明灯の本格的な導入」は、H23：実証実験を実
施。（道路照明灯：１２０基、トンネル照明灯：２箇所）、H24：あ
わ産LED道路照明灯実証実験を実施するとともに、「とくしまオン
リーワンLED製品」の認証を受けた製品を本格的に導入。（道路照明
灯：１５０基、トンネル照明灯：２箇所）
・「LED照明式道路標識」は、全線供用に併せた徳島空港線への設置
等。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・[あわ産LED道路照明灯の本格的な導入」は、順調に推移している
ことから特になし
・「LED照明式道路標識」は他路線における具体的な設置箇所の検討

・あわ産LED道路照明
灯の開発企業数の増加
を図るとともに、県管
理道路照明灯のLED化
を促進する。

・新たに供用が予定さ
れる路線や主要交差点
等を対象に、ＬＥＤ照
明式道路標識等の設置
箇所の選定を行い、整
備を進める。

県土

○あわ産ＬＥＤ道路照明灯の本格的な導入
    [23]導入

○ＬＥＤ照明式道路標識等基数
    [21]2基→[26]10基

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

22 推進 → → →

200人 400人 700人
1,000
人

461人 906人

20回 40回 70回 100回 29回 59回

23 推進 → → →

75% 85% 95% 100% 70% 71%

24 推進 → → →

30件 35件 40件 45件 33件 39件

Ａ

Ｃ

Ａ

・市町村教育委員会や
地元企業との連携・調
整に努める。

県民

○環境学習の新規実施件数（累計）
    [21]15件→[26]45件

●学校における環境学習活動を地域の企業等が支え
る「環境首都あどぷと・エコスクール」を活用する
など、地域や事業者、学校などにおける「とくしま
環境学びプラン」に基づく環境教育・学習の実践を
総合的・体系的に推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・あどぷとエコスクールや、あわエコ（環境学習実践モデル事業）
を積極的に展開した。
・環境学習実施実績
　・H23　親子環境学習教室等　　６８件
　・H24　エネルギーセミナー等　７５件
・なお、環境学習成果の周知として、H23は、津田中学校、内町小学
校等特色ある８団体をモデル団体に指定し、フォーラムにて活動内
容を報告し、H24は、富岡東中学校，藍住北小学校等５校をモデル団
体に指定し，活動内容をフォーラムで報告した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・実施校の拡大を図るためには、学校現場における指導者の養成や
授業時間の確保が必要である。

●県民共通の指針・規範である「環境首都とくしま
憲章」の県民、事業者、行政などあらゆる主体への
普及や、これに基づく自発的な取組を促進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・県主催の講演会，セミナー等において憲章の取組み内容を反映し
たパンフレットを配布するとともに、県のホームページで憲章の広
報を行った。
・なお、「環境首都とくしま」へ、省エネなどの地球にやさしい取
組みを示した「環境首都とくしま憲章」に数値目標として「県民へ
の浸透度」があるが、より適切な指標として、ゴミの分別や省エネ
等，実際の取組みが、どれ程なされているかという「実践度」を指
標とすることとし、イベント会場等におけるアンケート等により調
査することとした。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・憲章に掲げられた取組みを普及拡大させるためには、県民に対す
る広報の継続とともに、その実践状況をしっかりと確認していく必
要がある。

・パンフレット配布等
による周知の継続とと
もに、憲章に係る実践
状況の効果的な確認手
法について見直しを進
める。

県民

○「環境首都とくしま憲章」の県民への浸透度
    [21]69.0％→[26]100％

●県民主体の活動拠点である「エコみらいとくしま
（環境首都とくしま創造センター）」での取組を促
進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・平成２３年度に、地球温暖化防止活動推進センターに「カーボン
オフセット相談窓口」を開設した。
・さらに、緊急雇用創出事業により，マイバック推進，環境活動実
践支援を行うとともに，温暖化防止活動推進事業相談員を設置し
た。
・また、ホームページ等により講演会やセミナーの広報に努めた。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・さらなる効果的なセミナー等の企画への取り組みが必要である。

・「エコみらいとくし
ま」への来所者増を図
るため、所内に開設し
た「太陽光発電所展望
室」を活用した効果的
なセミナー等の企画に
努めるほか、エコの観
点を取り入れたイベン
トが普及するよう、そ
の効果等についてしっ
かりとＰＲする。

県民○「エコみらいとくしま」来所者数（累計）
    [21] － →[26]1,000人

○支援イベント数（累計）
    [21] － →[26]100回
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

25 推進 → → →

40件 42件 ※43件 ※45件 55件 71件

26 推進 → → →

90人 110人 130人 150人 50人 148人

250人 350人 450人 500人 282人 402人

20人 30人 40人 50人 14人 57人

27 推進 → → →

215校 220校 240校 250校 231校 239校

Ａ

Ａ

Ａ

●体験的・実践的環境学習である「学校版環境ＩＳ
Ｏ*」を発展させ、学校と地域がより一層連携し環
境学習を行う「新学校版環境ＩＳＯ（仮称）」の取
組を推進します。

＜＜＜＜H23・H24H23・H24H23・H24H23・H24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
1　エコリーダー養成講座を開催し，「新　学校版環境ISO」の認証
システムや具体的な活動内容を説明するとともに講演を行った。
２　認証取得校の取組や，環境教育に関する資料をホームページ等
から情報提供することにより，環境教育の推進を支援した。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
継続的に取り組む認証校が増加しているため，新規申請校について
は減少傾向にある。

・「学校版環境ISO」未認
証の小・中学校や認証
期間を過ぎた学校に対
して，積極的に申請を促
していく。

教育

○「新学校版環境ＩＳＯ（仮称）」認証取得校
数（累計）
    [21] － →[26]250校

●環境に関する高い意識と行動規範・実践力を持つ
人材を養成するため、各種講座を実施します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・環境に関する高い意識と行動規範・実践力を持つ人材を養成する
ため、次のとおり各種講座を実施した。
・とくしま環境学講座(H23(6回),H24(3回)計9回)
・とくしま環境マイスター講座(H23(8講座),H24(4講座)計12回)
・エコみらいリーダー(親子環境学習)(H23(4回),H24(3回)計7回)
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・一人でも多くの参加者を集めるため、魅力のある講座を創出して
いく必要がある。

・とくしま環境県民会
議と連携し、魅力ある
講座作りに努める。

○「とくしま環境マイスター」認定者数（累
計）
    [21] － →[26]50人

県民

○「とくしま環境学講座」受講者数（累計）
    [21] － →[26]150人

○「エコみらいリーダー育成事業」参加親子数
（累計）
    [21] － →[26]500人

県民

○環境アドバイザー派遣件数
　 [21]39件→[26]45件

●環境学習情報や環境イベントを一元的に集約し、
提供する「とくしま環境首都学校」の運営などを通
じて、学習機会の提供を行い、県民の環境学習に対
する意欲を増進させることにより、県民一人ひとり
の自主的・積極的に環境行動・活動を支援します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・小中学校へのちらし配布や、ホームページへの掲載により、専門
的な知識を持つ環境アドバイザーを活用した環境活動についてＰＲ
を行い、講習会等の開催を通じて環境活動の普及拡大を促進した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・派遣が同じアドバイザーに偏る傾向があり、調整を要する。

・講演会、講習会、環
境関係イベントにおい
て、パンフレット、啓
発等を展開する。
・県ホームページ、メ
ルマガを活用したＰＲ
に努める。
・アドバイザーとの連
携協力の継続に努め
る。
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

28 推進 → → →

全校展
開

累計
16校

累計
20校

推進 → → →

14回 17回 20回 23回 14回 17回

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ａ29

30

31

●「みなみから届ける環づくり会議」において、民
間団体、事業者、研究機関、市町などと連携し、水
環境保全活動、竹林管理や里山整備の活動、ＣＯ2
削減に向けた取組を行うなど、県南地域に密着した
協働型の環境活動を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
  南部圏域における環境課題を抽出し，地域住民等と連携し次の協
働型環境保全活動を行った。
1 公共交通機関の利用促進へのPR活動（H23，H24）
2 小中学生を対象とした環境教育活動（H23，H24）
3 放置竹林対策活動（H23，H24）
  上記の取組により，目標回数を達成するとともに環境保全活動が
推進された。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
    住民の環境に関するニーズの把握

・各環境課題解決への
取組を継続して実施す
る。
・地域住民との協働に
よる環境課題解決を積
極的に推進する。
・住民の環境に関する
ニーズ調査を行う。

南部

○協働型環境保全活動等の実施回数（累計）
　 [21]8回→[26]23回

県民

●地域環境の状況や本県における対策、国の動き等
を身近で手軽に理解、認識できるよう、分かりやす
い環境情報の提供を行います。

推進 → → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・「環境白書」の作成、広報のほか、「とくしまの環境」及び「地
球温暖化防止活動推進センター」のＨＰにおいて、イベントや国等
の事業に関する公募情報の提供に努めた。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・国や施策の動向や、本県の環境の現状と対策等についてタイム
リーで分かりやすい情報提供に努める必要がある。

・国の支援制度のタイ
ムリーな情報提供や、
環境白書の発行を行
う。

県民

→

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・産学民官の協働組織として、これまでの「とくしま環境県民会
議」、「みなみから届ける環づくり会議」、「生物多様性とくしま
会議」、「かもじま駅前まちづくり会議」、「かみかつ里山倶楽
部」、「徳島小水力発電推進協議会」などが組織され、低炭素社会
への取組みや自然エネの活用等に向け活動している。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・これらの推進組織の活動の核となるスーパーバイザーの確保が必
要課題である。

・産学民官の協働の取
り組みの中で、活動の
中心となるスーパーバ
イザーの確保に努め、
さらなる環境の保全・
創造に向けた取組みの
推進を図る。

●各地域における、すべての主体が一体となった環
境の保全・創造に向けた取組の一層の推進に努めま
す。

推進 → →

●学校施設の屋上緑化やＬＥＤ照明の活用等、学校
のエコスクール化を図ることにより、学校を拠点と
した環境教育を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
富岡東高校において、太陽光発電装置を設置。海部高校他１０校に
おいて、ＬＥＤ太陽光照明灯、ろ過装置付き雨水タンク等を設置し
た。
上記の取組により、環境教育の拠点となる県立学校に、環境に配慮
した設備の整備を進めることができた。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
高等学校（産業教育施設を除く）については、太陽光発電装置に対
する国の補助等がないので、財政的な制約がある。

順次、各県立学校にお
いて、事業を実施。

教育

○エコスクール化県立学校数
    [21]3校→[26]全校展開

10



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

33 推進 → → →

△2% △3% △4% △5% △5.6% 調査中

34 推進 → → →

9% 12% 15% 18% 9.2% 9.3%

35 推進 → → →

55% 70% 85% 100% 72.7% 94.4%

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ａ

32

●県が率先して省エネの徹底を図るため、本庁庁舎
の水銀ランプ及び白熱電球部分について、ＬＥＤ照
明の積極的な導入を推進します。

＜H23・24取組内容と進捗状況＞
白熱電球部分についてLED照明の導入を計画的に実施したことによ
り、Ｈ２４年度には本庁庁舎で９４．４％を達成した。
＜現状での達成見込み＞◎
＜課題＞
・継続的な予算措置が必要である。

・積極的にLED照明の
導入を推進する。

経営

○本庁庁舎の水銀ランプ及び白熱電球部分に対
するＬＥＤ照明の導入比率
    [21]11％→[26]100％

●県内における次世代自動車の普及に向け、多くの
公用車を保有する県自らの率先行動として、「エコ
オフィスとくしま・県率先行動計画」に基づき、次
世代自動車の積極的な導入を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・次世代エコカー（ＥＶ・ＰＨＶ・ＨＶ等）の導入について推進し
ているが、導入費用が高額となるため、導入比率は低い状況となっ
ている。(県公用車の半数が軽四貨物又は小型貨物自動車)
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・有効な手法について関係部局と協議していく必要がある。

・「公用車導入要領」
による次世代エコカー
の導入を促していくた
めのルールづくり（公
用車選択フローチャー
トの作成等）を検討し
ていく。

県民

○県公用車の「エコカー（次世代自動車）」導
入比率
    [21]9％→[26]18％

県民

●「エコオフィスとくしま・県率先行動計画」に基
づき、庁舎の省エネルギー対策などの取組を推進し
ます。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・平成23年度は5.6%（平成20年度比）の削減となった。冷暖房温度
の徹底管理による電気・燃料の使用量が減少したことによるもので
ある。なお、H24年度実績はH26年3月頃判明。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・徹底した節電等により年度目標を達成したが、今後とも、特に節
電対策について継続して取り組んでいき、削減を維持する。

・今後とも効果的な節
電対策の検討と展開に
努める。

県民

○県の事務及び事業に伴い排出される温室効果
ガス総排出量
    [26]5％削減（平成20年度比）

7　県自らの率先的取組
●県独自の環境マネジメントシステム*により、
「エコオフィスとくしま・県率先行動計画」の効果
的・効率的な管理を行うなど、環境にやさしい行政
運営の徹底を図ります。

推進 → → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・「エコオフィス・とくしま県率先行動計画」を円滑に運用するた
め、総務事務マニュアルに具体的実施手順を反映し、「エコオフィ
スとくしま・県率先行動計画」の円滑な運用に努めた。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・環境マネジメントシステムにより運用する「エコオフィスとくし
ま・県率先行動計画」がより効果的に運用されるよう、使用量の
「見える化」等、工夫を凝らした取組みについて検討を進める。

・環境マネジメントシ
ステムにより、効果的
な運用が図られるよう
検討を重ねる。
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

4－2　4－2　4－2　4－2　循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会とくしまづくりとくしまづくりとくしまづくりとくしまづくり

36 推進 → → →

6
市町村

10
市町村

14
市町村

18
市町村

6
 市町村

6
 市町村

37 推進 → → →

800
人

1,200
人

※
1,600
人

※
2,000
人以上

2,500人 3,829人

38 推進 → → →

95% 96% 98%
100%
(全分
野)

99% 調査中

Ａ

Ｃ

Ａ

●「徳島県グリーン調達等推進方針」に基づく、環
境物品（環境負荷の低減に資する物品や役務）等の
調達を推進し、取組の強化を図ります。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・平成23年度については、コピー用紙、事務用封筒、ファイル等大
量に使用する分野を中心に、目標の達成が図られた。なお、H24実績
はH26年3月頃判明。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　今後は、調達率の向上が鈍化していくことが想定される。今後も
調達方針の一層の周知徹底を図り、グリーン購入を推進する。

・グリーン調達制度の
一層の周知に努める。

県民

○環境物品等の調達率
　 [20]85％～100％→[26]100％（全分野）

●産学民官で構成する「とくしま環境県民会議」を
中心に市町村や民間企業等と連携して、日常生活に
おける「見える化モデル」として「マイバッグでお
買い物隊員」の登録数増加を図ります。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・マイバックでお買い物隊員の募集を行った。
・マイバック作品コンテストを行った。
・「エコ王子」の認定制度を創設した。（インディゴソックスの選
手３名）
・上記取組みにより年度目標を達成し，目標数値を上方修正した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・各種イベント，事業所等といかに協働し，多くの登録に結びつけ
ていくかが課題である。

・「マイバッグガール
ズ」や「エコ王子」な
どを活用した消費者へ
の周知に努める。

県民

○マイバッグでお買い物隊員数（累計）
    [21] － →[26]2,000人以上

1　廃棄物の発生抑制・リサイクルの推進
●産学民官で構成する「とくしま環境県民会議」を
中心に市町村や民間企業と連携して、マイバッグ持
参の拡大を図り、ライフスタイルの転換を目指す
「レジ袋ゼロの日・推進事業」に取り組みます。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
H23
・マイバック推進ワーキンググループを開催した。
・小松島市「レジ袋ゼロの日」社会実験のほか、「レジ袋ゼロの
日」プレイベントを実施した。
・とくしまマルシェ「エコ・デ・マルシェ」の実施について支援し
た。
H24
・マイバック推進ワーキンググループを開催した。
・一ヶ月間のマイバック持参キャンペーンを実施した。（吉野川
市）
・マイバックの推進（徳島市、鳴門市、石井町）
・県西部におけるレジ袋削減の検討
・取り組み市町村の拡大を図るため、各地域で推進を図ったが、事
業実施までには至らなかった。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・様々な社会実験を実施してきた成果を生かし、今後は実施に向
け、各市町村を主体とした取り組みが必要である。

・事業者側における推
進に向けた検討を展開
し、様々な社会実験を
実施してきた成果を生
かし，実施に向けた推
進による各市町村への
拡大を図る。

県民

○「レジ袋ゼロの日・推進事業」への取組市町
村数
　 [21]3市町村→[26]18市町村

12



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

39 推進 → → →

18.10% 集計中

968g 集計中

未集計
（５年ご
と調査集
計）

未集計
（５年ご
と調査集
計）

40 推進 → → →

92% 96% 98% 100% 95% 96%

41 推進 → → →

94% 95% 96% 97% 92％ 93%

Ａ

Ｂ

Ｄ

●家畜排せつ物をバイオマス資源として効率的に熱
利用する方策などを検討するとともに、肥料として
有効利用を図ります。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　関係機関を通じて家畜排せつ物の適正処理及び肥料としての有効
利用を図るとともに、補助事業やリース事業等により堆肥化処理施
設の整備を推進した。
　また、県南地域においては、家畜糞尿等を原料として製造した肥
料を活用し、循環型農業としてブランド化を推進する取組みが進め
られている。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　生産現場では、配合飼料や生産資材価格の高騰により、設備投資
を控える傾向にある。

・リース事業、補助事
業等による施設整備の
推進

・関係機関による堆肥
化指導強化

・耕畜連繋の推進によ
る肥料としての有効利
用を図る。

農林

○家畜排せつ物の堆肥化率
    [21]91％→[26]97％

●農村地域の環境保全や資源の有効利用のため、使
用済み農業生産資材について、排出量の抑制を含む
適切な処理対策を講じます。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１市町村廃プラスチック適正処理協議会担当者を対象とした研修会
の開催
２栽培講習会など農業者が集まる機会を捉えての啓発推進
上記取組により、H23、H24年度と目標値を達成した。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　農業者の高齢化により、収集場所への搬入が困難な場合がある。

・徳島県農業用廃プラ
スチック適正処理検討
協議会を通じ地区協議
会に搬入方法等につい
て指導・助言を行う。

・講習会等の啓発活動
を実施する。

・農業廃プラスチック
適正処理啓発パンフ
レットの作成・配付を
行う。

農林

○使用済み農業用フィルム（各種ビニール類）
回収率
    [21]88％→[26]100％

●廃棄物の発生抑制・リサイクル促進のための普及
啓発活動を行います。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成するため、国のリサ
イクル制度設計が行われ、家電製品等については市町村を介さず事
業者による引き取りが始まっている。
・また、古紙等は事業者による回収量が増加し、社会全体のリサイ
クル率を反映していないため、廃プラスチック類等の資源化量を対
象とした新しい数値目標を設定した。（「廃プラ・ＰＥＴ（一般廃
棄物）の資源化量 [20]7,476ｔ → [27]9,000t」）なお、23年度実
績は8,199tと順調に進捗している。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
    ・一般廃棄物
　公表については、全国集計後となり時間がかかる。
 ・産業廃棄物
　達成目標については、廃棄物処理計画の見直しに合わせて数値目
標の確認を行うため、毎年度終了時点の数値の確認ができない。

・廃棄物連絡協議会を
通じて、一般廃棄物の
処理主体である市町村
との連携を強化し、廃
棄物の排出抑制、循環
型利用及び減量化を推
進するための普及啓発
や情報提供を実施す
る。
・一般廃棄物のごみ排
出量は、暫定数字とし
て記載できないか検討
する。

県民

○リサイクル率*（一般廃棄物*）
　 [20]18.9％→[27]28％

○1人1日当たりのごみ排出量
　 [20]994ｇ→[27]858ｇ

○最終処分率（産業廃棄物*）
　 [20]4.5％→[27]3.3％
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

42 検討 → 構築 運用

30戸 60戸 90戸 180戸 30戸 81戸

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

44

→45

43

企業

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・ダムに流入した流木をチップ業者に試験譲渡する協定を締結。
・流木をチップ業者に売却（１～10円／トン）
　　H23:265トン
　　H24:127トン
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・特になし。

引き続き、有効活用を
推進する。

●川口ダム内の流木を資源化し、有効活用を図りま
す。

推進 → →

県土

→

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・発生土を園芸業者等に売却（105円／トン）
　　H23:316トン
　　H24:388トン
・松茂町及び北島町と有効活用案について共同研究の実施
・農業分野、工業分野における有効活用案について調査研究
  の実施

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・特になし。

引き続き、有効活用を
推進する。

企業

→

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１ 全国ネットである「建設発生土情報交換システム」に
　 継続加入して，情報提供の迅速化を維持，推進した。
２ 県職員及び市町村職員に対する説明会等を開催し，
　 建設リサイクルの推進等についての周知を図った。
３ ５月，１０月に全県下で「建設リサイクル一斉パトロ
　 ール」を実施した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞リサイクルの推進についての継続的な周知。

●工業用水道事業等の発生土を資源化し、有効活用
を図ります。

推進 → →

・これまでの取組を進
め、建設廃棄物のリサ
イクルを推進する。

●循環型社会経済システムの構築に向けて、「建設
リサイクル推進計画」に基づき建設廃棄物のリサイ
クルを推進します。

推進 → →

●県南部圏域において、コントラクターの育成を図
り、かいふエコ肥料の散布システムやかいふエコ飼
料の生産体制を確立します。（再掲）

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１　ＪＡと連携し耕作放棄地解消後に飼料用米を生産した。肥料散
布機の実演会を開催した(H23実施)。
２　海陽町において若手農業者中心の組織が設立され，肥料散布機
が導入された(H24実施)。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
新たなコントラクターの育成とネットワーク化。

・散布作業支援体制の
拡大。

・機械散布の実演等に
より農業者への啓発を
図る。

南部

○「かいふエコ肥料」の利用農家数（累計）
    [21] － →[26]180戸
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

46 推進 → → →

1件 1件 1件 2件 1件 1件

47 推進 → → →

44製品 49製品 54製品 60製品 37製品 40製品

29
事業所

32
事業所

35
事業所

40
事業所

29
事業所

29
事業所

48 推進 → → →

5計画 4計画 4計画

Ａ

Ｃ

Ｃ

・現在「徳島東部地域
環境施設整備協議会」
が設置され、東部地域
でのごみ処理の広域化
の検討が進められてお
り、県も積極的に施設
整備や計画支援への交
付金の斡旋、技術的支
援を行っていく。

●リサイクル製品・3Ｒ*モデル事業所・エコショッ
プ*等の認定・普及を図ります。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・リサイクル製品(H24：３件)及び3Rモデル事業所(H23：４件)の認
定を実施した。
・認定結果については、ホームページ「リサイクルネット徳島」や
印刷物により製品及び事業所の周知を行った。
・また、ご尽力いただいている人について、循環型社会形成推進功
績者等環境大臣表彰への推薦(H23：１人)を行った。
・リサイクル製品をPRするため、県消費者まつり、2012四国ECO・リ
サイクルグッズ展、愛媛の３R企業展で紹介コーナーを設置。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞△
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・製品、事業所については周知に努めているものの、事業主体は民
間であり、増加件数が鈍化している。

3　廃棄物処理施設の整備
●廃棄物の3Ｒを総合的に推進し、生活環境の保全
に向けて、市町村等における「循環型社会形成推進
地域計画」の策定を支援し、一般廃棄物処理施設の
整備を図ります。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・平成23年度　中央広域環境施設組合が計画を策定
・市町村担当者説明会等において、廃棄物の３Ｒを総合的に推進す
るため、広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設整備を計
画することの意義を説明
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・計画自体は、市町村や広域環境組合のものであるが、県としても
積極的に策定支援を行う必要がある。

県民

○次期「循環型社会形成推進地域計画」の策定
数
    [26]5計画

・認定されたときのメ
リット等のさらなるＰ
Ｒに努め、県リサイク
ル認定制度に基づく、
リサイクル製品及び３
Ｒモデル事業所の認定
増加を図る。

県民

○リサイクル製品の認定数
    [21]34製品→[26]60製品

2　環境関連産業の育成
●ゼロエミッション*の実現に寄与する環境関連産
業の振興を図るため、産学官による連携に努めると
ともにリサイクル施設整備への支援を行います。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・貸付金・補助金制度について、県ホームページ等を利用した周知
のほか、市町村担当者会や事業者研修会などあらゆる機会を捉え
て、説明を行った。
・市町村においては、３Rの推進で循環型社会の形成を目指し、限り
ある資源と地球環境の保護を推進するなどの目標のもと、リサイク
ル施設整備を積極的に行っている。（阿南市、吉野川市等）
・なお、平成25年度から、数値目標として「各種支援制度説明会へ
の参加者数[25]～年間100人」を追加した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　貸付金等は県内での雇用確保等の諸条件があり、最終判断は企業
にあるため、県としてはより積極的な広報を行う必要がある。

・追加目標設定のとお
り、各種説明会でも制
度周知の積極的・継続
的な実施を行う。

県民

○環境関連産業の立地を促進する貸付金・補助
金制度の実施（累計）
    [21]1件→[26]2件

○3Ｒモデル事業所の指定数
    [21]23事業所→[26]40事業所
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

49 推進 → → →

700人 800人 900人
1,000
人

701人 800人

12
企業・
団体

14
企業・
団体

16
企業・
団体

18
企業・
団体

12
企業・
団体

14
企業・
団体

50 推進 → → →

900
人

1,000
人

1,100
人

1,200
人

916
人

1,022
人

51 推進 → → →

600
人

700
人

800
人

900
人

629
人

735
人

Ａ

Ａ

Ｂ

県民

○特別管理産業廃棄物適正処理講習会受講者
（累計）
    [21]403人→[26]900人

●不適正処理されれば県民に健康上の被害や不安を
生じさせる恐れのある特別管理産業廃棄物の適正処
理を徹底するため、業者に対する専門的な講習会を
行います。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・法の認識不足に起因する不適正処理の防止を図ることや、排出事
業者が廃棄物処理を委託する際の業者選定の目安について専門的講
習会を開催した。講習会受講者数は年度目標を達成した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・講習会を継続実施することにより、業者の法理解を一層深める必
要がある。

・講習会の継続実施と
周知徹底による参加者
の確保により、処理業
者の資質向上を図る。

●優良な産業廃棄物処理業者の育成に向け、業者に
対する法知識・処理技術の研修を行います。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・法の認識不足に起因する不適正処理の防止を図ることや、排出事
業者が廃棄物処理を委託する際の業者選定の目安について専門的講
習会を開催した。講習会受講者数は年度目標を達成した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・講習会を継続実施することにより、業者の法理解を一層深める必
要がある。

・講習会の継続実施と
周知徹底による参加者
の確保により、処理業
者の資質向上を図る。

県民

○産業廃棄物適正処理講習会受講者（累計）
    [21]681人→[26]1,200人

4　産業廃棄物処理の適正化
●産業廃棄物の排出事業者や処理事業者等への立入
検査や調査を実施し、適正処理に向け、監視・指導
を行います。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・産業廃棄物の排出事業者や処理事業者等への立入検査や調査を実
施し、適正処理に向け、監視・指導を行った。また、不法投棄監視
協力企業として、H23・H24とも2企業と協定を締結し不法投棄の通報
や情報提供について協力を得ている。
上記取組により研修受講者数、協力企業数等の年度目標を達成し
た。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・不法投棄の防止には、県民・企業に対する制度の周知啓発ととも
に、実務として、不法投棄等撲滅啓発リーダー等の研修や協力企業
の増加が必要である。

・県民に対する制度の
周知・啓発や各種企
業・団体への協力要請
を継続して行うととも
に、不法投棄等撲滅啓
発リーダーへの研修等
も定期的に開催する。

県民
○徳島県不法投棄等撲滅啓発リーダー研修受講
者数（累計）
　 [21]508人→[26]1,000人

○企業との連携による不法投棄監視協力企業等
（累計）
    [21]8企業・団体→[26]18企業・団体
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

4－3　4－3　4－3　4－3　安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なとくしまづくりなとくしまづくりなとくしまづくりなとくしまづくり

52 推進 → → →

52% 53% 54% 55% 51.1% 52.6%

24回 26回 28回 30回 32回 27回

135人 150人 165人 180人 123人 97人

53 推進 → → →

123
千人

125
千人

129
千人

131
千人

122,223人 127,971人

Ｂ

Ｂ

●旧吉野川流域地区における流域下水道事業を推進
するとともに、市町村が実施している公共下水道の
早期供用（接続を含む）を図ります。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・H23.4に阿南市富岡浄化センターが供用開始したことにより、県内
13市町で14処理場が供用。
・必要な事業予算を確保していただけるよう、機会を捉えて各市町
の首長に対して直接働きかけを実施した。
・平成24年度末での公共下水道処理人口は、127,971人[速報値]。
・今年度目標については、上記取組により達成。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞ ＞ ＞ ＞ ○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・厳しい市町村財政下における事業予算の確保

・必要な事業予算を確
実に確保していただけ
るよう市町へ働きかけ
を実施する。
・限られた予算で効率
的かつ効果的な整備が
図られるよう、事業実
施箇所について市町と
の協議を密にする。
・「予算獲得」や「制
度拡充」など、国に対
する働きかけを実施す
る。

県土

○公共下水道による処理人口
    [21]111,032人→[26]131,000人

○小・中学校に出向いての出前講座の開催数
    [21]21回→[26]30回

○アクアきらら月見ヶ丘（旧吉野川浄化セン
ター）の見学者数
    [21]121人→[26]180人

1　きれいな水環境づくりの推進
●全国に誇れる「徳島きれいな水環境」の創造に向
け、各種施策を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・普及啓発活動
　　県内全小中学校に対し、年２回出前講座の申込みを依頼
　　　　小中学校出前講座（H23:32回、H24:27回）
　　　　汚水処理パネル展（H23:20回、H24:21回）
　　処理場見学について、国及び県のホームページに掲載し、
　　見学者を募集
　　　　見学者数（H23:123人、H24：97人）
・事業者間調整
　　（H23:連絡調整協議会2回、H24:市町村の汚水処理
　　　担当部局を一同に会した担当者会議を開催）
・H23年度：「汚水処理構想」の見直しを行い、
　　　　　　新構想を策定（H24.3）。
・H24年度：構想のフォローアップとして各市町の
　　　　　　担当者ヒアリングを実施した（H25.2）。
・下水道事業の十分な予算確保、計画的効率的整備について、事業
主体である市町の下水道事業担当課長に対して課長名で文書通知
（H24.7.4）
・平成24年度末での汚水処理人口普及率は、52.6%[速報値]。
・今年度目標については、上記取組により概ね達成。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞ ＞ ＞ ＞ ○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・人口減少と厳しい市町村財政下における事業予算の確保

・必要な事業予算を確
実に確保していただけ
るよう市町へ働きかけ
を実施する。
・当面下水道整備が見
込まれない区域におい
ては、市町村設置型浄
化槽整備を推進してい
ただけるよう、首長な
どに直接、強い働きか
けを実施する。
・普及啓発活動の継続
・「松茂スカイフェス
タ」など、処理場近隣
で開催されるイベント
に合わせ、イベント来
場者にチラシを配布
し、処理場見学を呼び
かけるとともに、遠
足、生涯学習などの研
修の場として、小学校
や自治会に広く利用し
てもらえるよう、市町
村に対して働きかけ
る。

県土

○汚水処理人口普及率*
    [21]47.6％→[26]55.0％
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

54 推進 → → →

6地区 7地区 8地区 9地区 6地区 7地区

55 推進 → → →

255,40
0人

262,60
0人

269,80
0人

277,00
0人

 250,810
人

 255,209
人

56 実施 → → →

47.5% 50.0% 52.5% 55.0% 44.6% 45.3%

Ｄ

Ａ

Ｂ

●浄化槽整備や維持管理に係る普及啓発を実施しま
す。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・H23年度から10月を「徳島県浄化槽月間」と定め，ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰや
駅前など県内5カ所で，浄化槽の普及について街頭啓発を実施した。
（H23，H24合わせて約3,000人にﾁﾗｼ等配布）
・新たに浄化槽を設置する人を対象に「浄化槽教室」を開催し，浄
化槽の適正な維持管理について周知を図った。（参加者H23，H24合
わせて約5,500人 )
・浄化槽の維持管理についての啓発用DVDを作成し，ケーブルテレビ
会社に放送を依頼した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞ ○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
「保守点検」と「法定検査」の違いがわかりにくく，毎年１回の検
査料金が県民には負担となっている。検査の必要性を理解してもら
うため，わかりやすい啓発が必要である。

・県民にわかりやすい
啓発用パンフレットの
作成
・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ等でﾁﾗ
ｼを配布し街頭啓発の
実施
・浄化槽教室で法定検
査の必要性を周知
など関係機関や市町村
と連携して，法定検査
についての普及啓発事
業を行う。

県土

○浄化槽法定検査受検率
　 [21]40.5％→[26]55.0％

●市町村が実施する合併処理浄化槽の整備を促進し
ます。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・合併処理浄化槽への転換を促進するため，市町村の設置費補助へ
の助成を行った。（H23年度県費補助24市町村573基，H24年度県費補
助24市町村563基）
・市町村に対して市町村設置型での浄化槽整備について，先進事例
や取組み手法等について情報提供を行い，事業の導入を働きかけ
た。
・平成24年度末での合併処理浄化槽処理人口は、255,209人[速報
値]。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞ ＞ ＞ ＞ ○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
既に水洗化されている単独浄化槽から合併浄化槽への転換工事は，
多額の個人負担が発生するため，進みにくい状況である。

・市町村への転換設置
費の県費助成を継続
し，合併処理浄化槽へ
の転換を促進する。
・管理者の設置時負担
が少ない市町村設置型
での浄化槽整備を市町
村に対して働きかけ，
市町村が事業に取り組
みやすいようＰＦＩ手
法の検討などを支援す
る。

県土

○合併処理浄化槽による処理人口
　 [21]240,977人→[26]277,000人

●農村部での水質保全や快適な生活環境を維持・向
上するため農業集落排水施設の保全を図ります。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・既存施設の機能強化対策事業を、H23に5地区、H24に5地区で実施
し、H24末に累積で7地区が完了した。
・H24末での目標については、上記の取組により達成。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞ ◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・厳しい市町村財政下における事業予算の確保

・必要な事業予算が確
保されるよう国へ働き
かけを実施する。

県土

○処理施設の保全（機能強化）地区数
　 [21]4地区→[26]9地区
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

57 推進 → → →

3
市町村

5
市町村

7
市町村

10
市町村

１
市町村

２
市町村

59 推進 → → →

91,000
㎥

91,200
㎥

91,500
㎥

92,000
㎥

90,670
㎥

91,290
㎥

Ａ

Ａ

Ｃ

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・小中学生をはじめとする地域住民を対象に，生活排水が環境に影
響を与えていることを実感してもらい，家庭からの汚濁負荷を減少
させることを心がけてもらえるよう「みんなで水質汚濁を考える教
室」を平成20年度から実施している。
・平成23年度は鳴門第一小学校4年生77名を対象にこの教室を2回実
施した。
・平成24年度は，この教室を鳴門第一小学校4年生70名，阿南第二中
学校1年生58名，脇町小学校5年生68名の三校，196名を対象に実施
し，啓発活動の拡大を図った。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・小中学生を中心に水環境の大切さを伝えていくためには、長期に
わたる研修・啓発の継続が必要である。

・引き続き「みんなで
水質汚濁を考える教
室」を開催し、内容も
講義だけでなく水質検
査の実習を行うなど、
工夫を凝らしていく。
・当教室について，教
育委員会のホームペー
ジへの掲載等により，
今まで以上に広く周知
を図っていく。
・瀬戸内海環境保全月
間に合わせ，ラジオ放
送，ポスター掲示等を
通じて啓発・広報に取
り組む。

推進 → →58
2　河川・海等の環境対策の推進
●生活排水対策などに向けた県民による自主的な活
動の支援や意識啓発を実施します。

●河川の浚渫*による底泥の除去などの浄化対策を
推進します。 ＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞

正法寺川において、汚泥の浚渫を実施

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
事業予算の確保

事業予算の確保に向
け、機会ある毎に国に
提言を行なっていく

県土

○河川の浚渫土量（累計）
    [21]85,700ｍ3 → [26]92,000ｍ3

●浄化槽の適正な維持管理のため一括契約制度の普
及に取り組み、導入意欲のある市町村を支援し、導
入を加速します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・H24年1月に神山町で協議会を設立し，10月から一括契約を開始。
24年度末で実施は２町となった。
H24年1月にあと1カ所で協議会を設置しているが，まだ導入には至っ
ていない。
・24年度から浄化槽の新規設置者を対象に，維持管理の一括契約方
式を開始している。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞ ○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・協議会の設立には，浄化槽関係業者の連携が不可欠であるが，協
力を得るのが難しい。

・協議会を設置した市
町村の導入を支援する
とともに，他市町村で
の新たな協議会設置を
働きかける。
・新規設置者を対象と
した一括契約制度を定
着させ，県下全域での
一括契約制度普及をめ
ざす。

県土

○「浄化槽維持管理一括契約制度」導入市町村
数
     [21] － →[26]10市町村

県民→

19



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

60 推進 → → →

180㎢ 210㎢ 240㎢ 270㎢ 185km
2

212km
2

62
　策
定・
推進

推進 → →

策定 策定 推進

100% 100% 100% 100% 100%
100%

（速報
値）

Ａ

Ａ

Ｂ61

●開発行為等に伴って発生する土砂等の埋立て等に
ついて、許可制などの規制を行い、土砂等の埋立て
等による土壌汚染及び水質汚濁並びに災害の発生を
防止し、県民の生活の安全確保に取り組みます。

推進 →

・市町村等関係者と連
携し幅広く普及啓発を
図るとともに、巡回監
視、指導体制の充実を
図る。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・開発行為等に伴って発生する土砂等の埋立て等について、次のと
おり許可、及び監視等を行った。
　(1)土砂の埋立行為に関する特定事業許可
　   H23　21件：H24　17件
  (2)埋立状況把握のため、監視員等による巡回
　   H23　1,188回：H24　1,380回
  (3)監視員、県民からの情報、苦情による指導
　   H23　6箇所：H24　7箇所
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・当土砂条例の更なる周知と現場の監視継続が必要である。

・瀬戸内海へのCOD，
窒素，りんの排出量の
把握、水質の現状把
握、特定事業場等への
監視指導を行うととも
に、国で新たに計画さ
れている環境基準項目
の追加についても連絡
を密にして情報把握に
努める。

県民

○第7次総量削減計画*の策定
    [23]策定

○水質環境基準の達成状況（海域）
    [21]91％→[26]100％

3　大気・水環境等の保全
●事業所排水による汚濁負荷の総量を計画的に抑制
し、海・川における良好な水質環境を保全します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・第7次総量削減計画については，平成24年2月に策定を行った。
（削減目標）目標年度：平成26年度
COD:35t/日　窒素:19t/日　りん:1.5t/日
・水質環境基準については年度毎に策定する「公共用水域の水質の
測定に関する計画」に基づき測定を実施した。
・平成23年度の海域の測定結果については，代表的な水質指標であ
るCODについて，環境基準は100%達成されている。平成24年度の結果
については，速報値であり，確定分は平成25年内に公表する。
・新たに環境基準項目に追加されたノニルフェノールについて測定
実施体制の整備を図り，平成25年度の測定計画に反映させた。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・基準は、国の環境基準に基づいて行っているため、リアルタイム
で国の情報を得ておく必要がある。

県民

○掃海*実施面積（累計）
　 [21]120ｋｍ2→[26]270ｋｍ2

●地域住民と協働し、海ごみの除去等を進め、「美
しい徳島の海づくり、渚づくり」を推進します。

→

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　H23,24とも鳴門市、徳島市、小松島市、阿南市の4市の海域におい
て、底びき網、船びき網漁業者による掃海を実施した。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　台風襲来等により多量のゴミが流出する場合がある。

・持続的な取組みとな
るよう、市町と連携を
図り、漁業者の行う掃
海活動に対し助成を行
うことにより推進を図
る。

→

農林
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

63 推進 → → →

　100%
を維持

　100%
を維持

　100%
を維持

　100%
を維持

　100%
を維持

　100%
を維持

　100%
を維持

　100%
を維持

　100%
を維持

　100%
を維持

　100%
を維持

　100%
を維持

65 実施 → → →

7施設 10施設 12施設 14施設 4施設 5施設

Ａ

Ｃ

Ａ

64 県民→

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・アスベストの飛散を防止するため、アスベスト除去等工事に係る
情報を徳島労働局等関係機関と共有するとともに、大気汚染防止法
に基づく届出の受理後は作業基準の適合状況を確認するため、工事
現場への立入調査を実施した。特に、飛散が懸念される吹き付け石
綿等の除去工事については、保健製薬環境センターが、周辺大気中
のアスベストの測定を実施した。
　　　　
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・アスベストの飛散防止のためには、労働局との連携や事前の情報
収集が必要不可欠である。

・引き続き徳島労働局
との連携維持や工事業
者の情報収集に努め、
事前指導や立入調査を
徹底する。

●アスベストによる被害を未然に防止するため、民
間建築物所有者が行うアスベスト含有調査や除去工
事に対し支援を行います。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・制度を設置している８市町に対して働きかけを行った。
・徳島市で１件除去工事完了
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・アスベスト含有調査の未調査建築物への指導が必要。
・事業を実施する市町村の拡大が必要。

・未調査建築物への指
導強化
・制度を設置していな
い16市町村に対して制
度の創設を働きかけ
る。
・さらに市町村に対し
て制度のＰＲを働きか
ける。

県土

○補助を行った民間建築物数（累計）
    [21]4施設→[26]14施設

●アスベスト除去等工事に対する事前指導を徹底す
るとともに,工事現場への立入指導等を実施するこ
とにより,大気環境中へのアスベストの飛散防止を
図ります。

推進 → →

県民
○工場・事業場等のばい煙排出規制の適合状況
    [23]～[26]100％を維持

○大気汚染に係る環境基準達成状況（二酸化窒
素）
    [23]～[26]100％を維持

●事業所等の監視・測定を効率的に実施することに
より、本県の良好な大気環境の保全に努めます。 ＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞

・工場・事業場に対して立入調査を行い、ばい煙発生施設の適合状
況を確認した。環境基準の達成状況は、県下に設置した大気測定局
で常時監視を行い評価を行った。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
・平成23年度については、100％達成。平成24年度のばい煙発生施設
については、ばい煙排出規制基準超過が見られたが、改善指導を行
い、排出規制基準の適合を確認した。
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・工場や事業場への立入調査については、効率的・効果的に実施す
るため、計画的に行う必要がある。

・計画的に工場・事業
場等の立入調査を行う
とともに、大気測定局
の維持管理を適切に行
い、常時監視に支障が
ないようにする。
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

68 推進 → → →

1,300
人

1,400
人

1,450
人

1,500
人

1,089
人

1033
人

Ｃ

Ａ

Ｃ県民

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・事業者に対し、化学物質の漏洩防止や危機管理体制についての検
証と見直しを促すため、アンケート調査や立入調査を実施し、その
結果の集計・分析を行い、当該事業者に対し、化学物質の適正な管
理等を指導した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・アンケート調査や立入調査は企業の負担を伴うため、計画的に行
う必要がある。

・市町村とも連携し
て、計画的なアンケー
ト調査等や立入調査を
行い、事業者への指導
を行う。

県民

67

66

5　環境への負荷の少ない「持続性の高い農業」の
推進
●化学肥料・化学農薬の使用低減や施設園芸等の省
エネ・省コスト・省ＣＯ2技術の導入に取り組む生
産者を育成・支援します。（再掲）

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１ 環境保全型農業支払事業でのエコファーマー認定推進
２ 施設園芸農家に対する省エネ技術等の導入支援
３ エコファーマーや有機農業等の生産者、量販店等バイヤーを対象
とした講演会や商談会の開催
４ 環境保全型農業推進ポスターの作成・配布による啓発
５ 有機農業の推進や特別栽培農産物などに対する安２ＧＡＰ農産物
認証の取得推進
　上記の取組みを行い、新規認定者は順調に伸びている。
＊参考：新規認定者
　　　　H22年度　38名　　H23年度　71名　　H24年度　77名

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　新規認定者数は増加しているが、高齢化による意欲減退やリタイ
アにより、更新（5年毎）認定者が減少している。
　

・各地域における作物
毎の作付け動向を把握
し、（新規・更新）認
定を働きかけるなど認
定者の増加へ向けた推
進を図る。

・エコファーマー等を
対象とした、環境保全
型農業直接支援対策の
活用により、認定者の
増加を図り、環境への
負荷の少ない農業を推
進する。

農林

○エコファーマー認定数
　 [21]1,164人→[26]1,500人

●県民と事業者間の信頼関係を構築するため、リス
クコミュニケーションを推進します。

推進 → → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・事業者等に対し、リスクコミュニケーションの推進を促すととも
に、一般向けのセミナーや中学生の環境学習の場に講師を派遣する
など、対象者の拡大を図った。また、25年度からは、セミナー等へ
の参加者について年間５０人以上の参加目標を設定することにし
た。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・単独の開催では事業者の負担が大きいため、事業者の負担軽減に
配慮しながら、事業を進める必要がある。

・企業に対し、環境関
連セミナー等の一部と
してのリスクコミュニ
ケーションなど負担の
軽減策をアドバイスす
ること等により推進を
促すとともに、一般や
学生向けの研修にも講
師を派遣し、対象の拡
大を図り、さらなる普
及に努めていく。

4　総合的な化学物質対策の推進
●化学物質の漏洩防止や危機管理体制の構築など、
大規模事業所等を中心に整備が進められた災害時対
策について、その検証と見直しを促し、化学物質に
よる二次被害の発生を防ぎます。

推進 → → →
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

69 推進 → → →

10
市町村

16
市町村

20
市町村

24
市町村

11市町村 14市町村

4地区 8地区 10地区 12地区 9地区 9地区

70 推進 → → →

100戸 150戸 180戸 200戸 75戸 86戸

71 推進 → → →

140戸 180戸 220戸 250戸 155戸 227戸

Ｄ

Ａ

Ｂ

●安全・安心で環境にも配慮した産地づくりに向
け、ＩＰＭ*技術の確立・普及を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　天敵利用などの様々な防除技術を適切に組合せ、病害虫や雑草を
総合的に管理する「ＩＰＭ技術」を農林水産総合技術支援センター
において実証した。
　生産現場では、各農業技術支援センターが、ＩＰＭ実践生産者に
技術指導を行い、ＩＰＭ技術の普及を支援した。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
 　新たなIPM技術の確立

・農林水産総合技術支
援センターにおける、
新たなＩＰＭ技術の検
証と確立

・農業支援センターを
中心とした、ＩＰＭ技
術の生産者への普及

農林

○ＩＰＭ実践生産者戸数（累計）
　 [21]70戸→[26]250戸

●農業生産現場における温室効果ガス（ＣＯ2）の
削減に努力する生産者の取組を数値化し可視化する
「見える化」を進め、環境に配慮したブランドを育
成するとともに、認知度向上に向けた啓発を進めま
す。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１環境に優しい農業に取り組む生産者を対象とした説明会の開催
２省エネ施設の導入農家に対する施設への表示を推進
３量販店における省ＣＯ2農産物表示のＰＲ、実証販売
４省ＣＯ2農産物ＰＲパンフレットの作成
５省エネ施設、資材の導入支援（県単独事業）
　上記の取組みを行い、環境への負荷の少ない農業の推進を図っ
た。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　更なる認知度向上の対策が必要

・生産者を対象とした
説明会の開催

・流通業者への意向調
査を実施

・様々な機会を捉えて
のＰＲ活動の展開

・省エネ施設、資材の
導入支援

農林

○農業分野における「見える化」モデル生産者
数（累計）
    [21] － →[26]200戸

●農業生産活動に由来する環境への負荷の低減を図
り、環境に配慮したブランドを育成するため、有機
農業に取り組む生産者を育成・支援します。（再
掲）

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１環境保全型直接支払事業を通じた有機農業に取り組む農業者の育
成
２エコファーマーや有機農業の生産者、量販店等バイヤーを対象と
した講演会や商談会の開催
３小松島市生物多様性農業推進協議会（他３団体）への参画・助言
　上記の取組みを行い、市町村の理解が深まり推進体制や有機農業
への実践がなされている。
　また、有機農業実践モデル地区数についてはH24年度目標値を達成
した。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・有機農産物の付加価値・ブランド力の向上
・各地域に適した有機農産物の栽培技術の確立

・市町村に対し有機農
業推進計画の策定要請

・エコファーマー、有
機農業者を対象とした
機械施設の導入支援

・有機農産物消費拡大
に向けたＰＲイベント
の開催

・国公募事業等の採
択・実施に向けた支援

・県内における先進的
取組みへの技術支援

農林
○有機農業の推進体制整備市町村数
    [21]4市町→[26]全市町村

○有機農業実践モデル地区数
    [21]3地区→[26]12地区
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

72 推進 → → →

6モデ
ル

8モデ
ル

10モデ
ル

12モデ
ル

6モデル 11モデル

73 推進 → → →

2団体 3団体 4団体 5団体 2団体 3団体

74 推進 → → →

5ルー
ト

6ルー
ト

4ルート ５ルート

75 推進 → → →

作成 構想検討
国交省と

協議

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

●「四国のみずべ八十八カ所」のＰＲを行うととも
に、八十八カ所以外の番外箇所の新たな掘り起こし
を行い、ルートマップを作成して県内外へ「徳島の
みずべ」の魅力を情報発信します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・国土交通省とルートマップの作成に向け，具体的なルート案や新
たな「みずべ」について協議を行う。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
国土交通省との連携が必要

国土交通省と協議を重
ね、ルートマップ（素
案）の作成を行う

県土

○ルートマップの作成
    [26]作成

●住民と行政が協働で道路景観の向上を図り、地域
の歴史・文化や自然を活かした地域づくりを支援す
る「とくしま風景街道」の取組を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・風景街道幹事会での情報収集(H23)
・５ルート目の風景街道「～オーシャンビュー～南阿波サンライ
ン・風景海道」が登録(H24)

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・新規ルート箇所の選定方法

・新規登録を希望する
市町村等の把握

県土

○「とくしま風景街道」ルート数
    [21]4ルート→[26]6ルート

6　地域の良好な景観づくり
●景観行政団体*となった市町村へ景観の専門家で
ある「景観アドバイザー」を派遣し、地域住民の景
観に対する意識を高めるための講習会やワーク
ショップを開催するなど、景観づくりのリーダーと
なる人物や団体の育成を図り、市町村の「景観計
画」策定を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１　関係市町への働きかけ（（市町）都市計画課長会議での説明
等）
２　研修会等への参加周知（景観研修・活用勉強会・景観ｾﾐﾅｰ）
３　市町景観審議会への参加（三好市　3回）
４　景観計画策定委員会等への参加（美馬市　4回、上勝町　2回）
５　景観アドバイザーの派遣（徳島市の景観計画策定等に寄与）

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞ ＞ ＞ ＞ ◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
良好な景観の形成を一層促進するため、景観行政団体の追加

・景観計画策定に向け
動きのある美馬市を重
点的に支援
・景観行政団体を増や
すため、景観関係の研
修会等への参加呼びか
けや、説明など啓発を
図る

※景観行政団体：県と
協議が必要であるが景
観行政団体となると、
景観計画を定めること
が可能。景観計画の中
で区域を定め景観形成
上の基準を設け、届出
を義務づけすることも
可能。

県土

○景観計画策定団体
    [21]1団体→[26]5団体

●生産性の向上や飼料自給率の向上など、新たに
チャレンジするモデル的な取り組みを支援し、持続
的で地球環境にやさしい畜産の導入を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　飼料用米等の作付面積拡大や、畜産物の有利販売に向けての商談
会参加など、経営革新にチャレンジするモデル的な取組みを支援
し、持続的な畜産経営の確立を図った。
　取組み内容について、「より経済的な取組みではないか」とのご
指摘があったことから、H25年度に向けた計画の見直しにおいて、
「基本目標２（経済・新成長とくしま）」の中での取組みとした。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　伝染病の発生等、危機への対応が可能な経営体の育成

・経営革新に加え、危
機への対処(伝染病等)
可能な、モデル的取組
みに支援する。

農林

○チャレンジモデルの取組数（累計）
    [21]2モデル→[26]12モデル

24



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

76 推進 → → →

10.5㎞ 11.0㎞ 11.0㎞ 11.0㎞

5,500m 6,000m 6,500m 7,000m 5,673m 7,231m

145
箇所

148
箇所

151
箇所

154
箇所

146
箇所

149
箇所

77 推進 → → →

着手 － －

構築 － －

Ｂ

Ａ

県土

●ひょうたん島周辺の既存観光資源を中心とした水
上ネットワークの構築や回廊整備により、中心市街
地から新町川河口までの活性化及び観光振興を図り
ます。（再掲）

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
【【【【回廊回廊回廊回廊】】】】
・ひょうたん島クルーズによる川から見た景観づくりや、
　安全で快適なウォーキング環境など
　地域特性を踏まえたグランドデザインの策定に向け、
　徳島市と協議を実施。
【【【【素性素性素性素性ネットワークネットワークネットワークネットワーク】】】】
・徳島小松島港万代中央地区において、水上バス（ひょうたん島
号）の実証実験を実施。
（利用者数H23:約650人、H24：約570人）
・平成24年度に、徳島市が「ひょうたん島川の駅ネットワーク市民
構想会議」を立ち上げ。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・徳島市との連携強化が必要
・徳島市が策定する「ひょうたん島川の駅ネットワーク構想」と調
整が必要。

【回廊】
・H25に、具体的な整
備内容を記した「吉野
川水系新町川圏域河川
整備計画」の策定を行
い、着手に向けた準備
を行う。
【水上ネットワーク】
・引き続き実証実験を
継続し、徳島市が策定
する「ひょうたん島川
の駅ネットワーク構
想」と調整。

○「ひょうたん島回廊」の整備（未整備区間）
    [26]着手

○水上ネットワークの構築
    [26]構築

●地域の自然環境やまちなみと調和した良好な地域
景観が形成されるよう、景観に配慮した公共事業を
実施します。 ＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞

・県道宮倉徳島線において、約1.0ｋｍの電線類の地中化を実施。
・木製ガードレール等：H23は「遍路道」や「道の駅」の周辺に５路
線４２０ｍ、H24は「鳴門公園」などの景勝地に３路線１５５８ｍを
設置。
・公共施設緑化：H23は4箇所、H24は3箇所の県有施設で取り組んで
おり、目標達成に向けて順調に進捗している。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　具体的に新たな整備箇所の選定を行う（木製ガードレール等）

・引き続き、木製ガー
ドレール等の整備を推
進し、
景観に配慮した整備を
進める。
・今後も着実に緑化箇
所を増やし、効果的な
普及啓発を図る。

県土

○電線類を地中化した県管理道路の延長（再
掲）
    [21]10.0㎞→[24]11.0㎞

○木製（間伐材）ガードレール等の設置延長
    [21]4,743ｍ→[26]7,000ｍ

○公共施設緑化実施済箇所
    [21]139箇所→[26]154箇所

25



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

4－4　4－4　4－4　4－4　自然共生社会自然共生社会自然共生社会自然共生社会とくしまづくりとくしまづくりとくしまづくりとくしまづくり

78 準備 策定 推進 →

策定 準備 検討

79 推進 → → →

16種 19種 21種 23種 14種 14種

2箇所
3箇所
以上

1箇所 1箇所

80 推進 → → →

3箇所 3箇所 4箇所 4箇所 3箇所 3箇所

Ｂ

Ｂ

Ｃ

県民

・平成２５年１０月の
策定を目標に、県環境
審議会での審議等を踏
まえ、計画内容の検討
を行う。
・また、県民意見の反
映のため、パブリック
コメント等を実施す
る。

県民

●自然生態系が消失・変容した自然公園地域におい
て、専門家、ＮＰＯ、地域住民等の参加の下、損な
われた自然の再生・修復を図ります。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・竹ヶ島海中公園自然再生事業実施計画を平成２３年度に策定し、
サンゴの増殖・移植実験を始めとする各種調査に取り組んでいる。
・また、平成２１年度からは、三嶺植生回復事業（防鹿柵整備）に
取り組んでいる。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・事業実施から事業効果確認までに時間が必要なので、関係者との
協議、調査・維持管理の継続が必要である。

・自然再生協議会での
協議や継続調査による
更なる特性把握を継続
するとともに、防鹿柵
の適正な維持管理等の
個別事業にも努める。

○自然を再生する事業の実施地区数（累計）
　 [21]2箇所→[26]4箇所

●全国に誇る本県の豊かな自然を守るとともに、植
物や水生生物等の希少野生生物を保護するため、民
間団体や県民との連携、協働により、「徳島県希少
野生生物の保護及び継承に関する条例」の適切な運
用を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・H23、H24にわたり、計８種について、指定に向けた協議を重ね
た。その結果、指定要件を満たす種として１種の指定を行った。
 ＜ ＜ ＜ ＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
 ＜ ＜ ＜ ＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・指定には保護体制の整備等、連携や理解が必要となる。この点で
地元の合意が得られない場合や合意形成に長期間を要する場合があ
る。
・生息調査の実施や指定手続きにおける合意形成を円滑に行うた
め、希少野生生物保護専門員や関係者との緊密な連携が必要であ
る。

・生息調査の実施や指
定手続きにおける合意
形成を円滑に行うた
め、希少野生生物保護
専門員や関係者とのさ
らなる緊密な連携に努
める。
・希少野生生物の生息
状況調査や指定手続き
を進める。

県民○指定希少野生生物の指定数
    [21]10種→[26]23種

○希少野生生物保護区の指定箇所数（累計）
    [21]1箇所→[26]3箇所以上

1　生物多様性の確保
●貴重な自然や絶滅危惧種等を守るために、環境団
体や県民との協働により、本県の生態系の特性を活
かした徳島ならではの「生物多様性地域戦略」の策
定を行います。

＜＜＜＜H23･24H23･24H23･24H23･24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・平成23年度　環境審議会自然環境部会に戦略策定を諮問するとと
もに、策定機関として戦略検討委員会を設置し、検討を開始した。
・平成24年度　生物多様性国家戦略(国策定)が24年9月28日付けで改
定となり、その内容を当戦略に反映させるため、急きょさらなる委
員会の開催を行うとともに、県内各地でのタウンミーティングの開
催による県民意見の集約、また庁内横断的な連絡会の開催により、
内容調整を重ねた。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○（H25年10月策定予定）
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・国の戦略をベースとした、戦略内容の合意形成が必要であり、
様々な意見集約には時間がかかる。

○徳島県版生物多様性地域戦略の策定
    [24]策定

26



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

81 推進 → → →

100人/
年

100人/
年

100人/
年

100人/
年

99人/年 109人/年

82 推進 → → →

37,000
本

40,000
本

43,000
本

46,000
本

37,000
本

40,000
本

83 推進 → → →

毎年調
査

毎年調
査

毎年調
査

毎年調
査

調査 調査

3,800
頭／年

7,000
頭／年

7,000
頭／年

6,300
頭／年

6,321
頭

集計中

6,000
頭／年

6,600
頭／年

6,600
頭／年

6,600
頭／年

6,009
頭

集計中

策定 策定

Ｂ

Ｂ

Ａ

○次期「徳島県特定鳥獣保護管理計画（ニホン
ジカ・イノシシ）」の策定
    [23]策定

2　生態系に配慮した野生鳥獣の適正管理
●野生鳥獣と人との共生を図るため、「徳島県特定
鳥獣適正管理計画」に基づき、捕獲を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・ニホンジカモニタリング調査を実施した。
　 (H23)80ヶ所(H24)81ヶ所
・狩猟期以外の一斉捕獲を実施した。(5月、10月）
・試験の休日開催など、新規狩猟者の確保対策を講じた。
・H23には、徳島県特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ・イノシシ）
を策定し、捕獲目標頭数の上方修正等を行った。なお、H24実績は
H25年12月頃判明。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・目標頭数達成のため、効率的な捕獲方法や普及対策の検討、また
鳥獣捕獲従事者の確保に努める必要がある。

・ニホンジカモニタリ
ング調査を継続的に実
施する。
・捕獲技術等講習会に
よる従事者の育成に努
める。
・適正な保護管理を推
進する。

県民

○ニホンジカモニタリング調査
    [21]～[26]毎年調査

○ニホンジカ捕獲頭数
    [21]3,557頭／年→[26]6,300頭／年

●民間の協力を基に、県南地域の自然林から採集し
た広葉樹の種子を育苗・植樹して自然再生を目指す
「どんぐりプロジェクト」を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
     県南地域のどんぐり（広葉樹）を職員が採取し、地域の育苗家の
協力を得て育苗、植栽を行った。育苗や植樹の事業資金について
は、民間の資金を活用した。
○植樹実施地区数（H23実績 4箇所、H24実績 3箇所）

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
        どんぐり（種子）の採取及び育苗が広葉樹の減少及び育苗家の減
少により困難となってきている。

・引き続き育苗、植樹
を実施する。
・どんぐり採取及び育
苗についての方策を検
討し効果的な植栽を行
う。

南部

○「どんぐりプロジェクト」による育苗本数
（累計）
　　[21]31,000本 →[26]46,000本

○イノシシ捕獲頭数
    [21]4,342頭／年→[26]6,600頭／年

●県南部圏域において、環境変化により消失・変容
の恐れがある自然公園地域内の生態系や貴重な自然
資源を保全するため、地元市町、ＮＰＯ、地域住民
と連携して保護活動を行います。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１　地元町及び関係団体と連携し協議会設立（H23実施）
２　保全活動（H23　4回，H24　4回）
３　タウンミーティング（H23実施　2回）
４　「千年サンゴ」プロモーションビデオ・パンフレットの作成
  及び配布（H24実施）
５　千年サンゴサポーター募集（H24から）
  上記の取組により，貴重な自然財産を保護するとともに，保全支
援者の増加につなげた。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
継続するための資金調達及び人材確保が必要

・年３～４回の保全活
動を継続して実施
・活動資金調達のため
のサポーター募集継続
・魅力を再発見するた
めのフォトコンテスト
開催
・魅力発信のための国
定公園指定５０周年記
念イベント開催
・環境保護推進員の雇
用を継続し、人材の育
成につなげる。

南部

○民官協働による海洋生物多様性を消失させる
有害生物の駆除活動参加者数
    [23]～[26]100人／年
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

84 推進 → → →

170
人／年

175
人／年

175
人／年

180
人／年

212人／
年

158人／
年

85 推進 → → →

500本 600本 700本 800本 1,920本 2,290本

87 推進 → → →

毎年調
査

毎年調
査

毎年調
査

毎年調
査

調査 調査

Ｂ

Ｄ

Ｂ

Ａ

・被害対策協議会の開
催による情報の共有を
図り被害情報等の集約
整理を進める。
・「第3期徳島県ニホ
ンジカ適正管理計画」
に基づく個体数密度調
整の推進や効率的な捕
獲方法の検証及び必要
な支援を行う。
・野生植物等の保護回
復に必要な防護柵の適
切な設置管理を行う。

県
民・
西部

→

県民
○特定外来種（アライグマ・アルゼンチンア
リ・オオクチバス・ブルーギル等）の生息状況
を明らかにするための調査
　 [23]～[26]毎年調査

●外来種についての基礎調査を行うことにより、生
態系の保全や農林水産業への被害の防止を推進しま
す。 ＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞

・地元市町村や地域住民、また関係団体などと連携し、特定外来種
についての調査(アライグマ・アルゼンチンアリ等)を行った。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・調査の継続及び被害防止対策における関係機関との連携が必要で
ある。

・関係機関との連携
し、継続的な生息調査
を実施する。

●剣山周辺地域におけるニホンジカの食害被害対策
を効果的に行うため、「剣山地域ニホンジカ被害対
策協議会」を開催するなど、希少な野生植物等の保
護や植生の回復に取り組みます。

推進 → →

●野生鳥獣の適正管理の担い手である狩猟者を確保
するために、県・市町村・警察・自衛隊等のＯＢに
対し、狩猟免許取得を要請するとともに、研修会や
イベントなどあらゆる機会を通じてＰＲすることに
より、狩猟免許試験の受験者及び新規合格者の増加
を図ります。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・新規狩猟者の確保に向けた関係機関への働きかけを実施した。
・試験の休日開催など、新規狩猟者の確保対策を講じた。
・イベントでのＰＲのほか、研修会を鋭意開催した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・狩猟者の減少や高齢化が進行しており、県民や関係機関へのより
一層の働きかけが必要である。

・引き続き、県民への
PRや関係機関への働き
かけを行い、狩猟免許
の受験機会の拡充を図
る。

県民

○狩猟免許新規合格者数
    [21]74人／年→[26]180人／年

86

・今後も徳島県、森林
管理署、環境省、地元
市町村や保護団体等関
係者が情報共有を図り
ながら、それぞれの役
割に応じた取り組みを
継続する。

県民

○樹木ガード等の設置数
    [22]400本→[26]800本

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・被害対策協議会を年間２回開催し、各方面からの情報共有化を図
るとともに、剣山地域でシカの個体数を減少させるため、23年度に
は囲いワナによる捕獲、24年度には囲いワナと銃器による捕獲を実
施しつつ効率的な捕獲方法の検証を行うために必要な支援を行っ
た。さらに希少植物を守るネット等の設置管理を行うことにより、
被害の減少傾向へとつながりつつある。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・個体数の変化に応じた具体的な対策を進める必要がある。

●剣山山系などの希少な野生植物等を保護するため
に、ニホンジカ食害防止の樹木ガード等を設置しま
す。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・自生するシコクシラベ、ウラジロモミ、ヒメコマツなど希少種を
中心に保護するために、緊急雇用事業を活用して重点的に取り組ん
だ結果数値目標を達成した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・区域は広大であるため、保護対策と合わせて、ニホンジカの適正
密度の管理（捕獲）を継続して実施する必要がある。
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

88 整備 → → →

　7
市町村

　8
市町村

　9
市町村

　10
市町村

　7
市町村

７市町村

89 推進 → → →

18
市町村

19
市町村

20
市町村

21
市町村

20
市町村

23
市町村

285件 300件
※320
件

※340
件

450件 769件

2施設 2施設
※3施
設

※3施
設

2施設 3施設

22頭 30頭 ※32頭 ※34頭 30頭 32頭

6河川 6河川 6河川 － 6河川

Ａ

Ｂ

●農林漁業の生産活動を促進するため、サル・イノ
シシ・シカ・カワウなどの鳥獣被害対策を総合的に
進めます。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１市町村等へ特措法等の説明を行い、鳥獣被害のある市町村で
　「鳥獣被害防止計画」が策定された。
２「鳥獣被害防止総合対策交付金」等で侵入防止柵やワナ等の
　整備を支援した。
３市町村等に対し、処理加工施設の整備を働きかけた。
４「獣害に強い農山村づくりモデル推進事業」等でモンキードッ
　グの育成を支援した。
５「鳥獣被害防止対策フォーラム」等の啓発活動や研修活動を実
　施した。
６広域連携による取組みについて、関西広域連合による「カワウ保
護管理計画」が平成24年度に策定された。徳島県では、県内主要6河
川で生息調査及び駆除を実施した。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・集落ぐるみで総合的な対策に取り組む集落の育成が必要
・カワウは、府県を越えて広域に移動することから、関係府県・関
係団体との連携が必要

・鳥獣被害防止総合対
策交付金を活用した侵
入防止柵や処理加工施
設の整備を市町村等に
対して推進する。

・総合的な鳥獣被害対
策に資するよう「鳥獣
被害防止対策フォーラ
ム」をはじめとした啓
発活動や研修活動継続
して実施する。

・徳島県鳥獣被害防止
緊急捕獲等対策推進協
議会に造成した基金を
活用し、市町村等が実
施する有害鳥獣捕獲な
どの活動を支援する。

・関西広域連合が策定
した「カワウ保護管理
計画」に基づいて被害
防止等に取り組む。

農林

○市町村被害防止計画の策定数（累計）
　 [21]16市町村→[26]21市町村

○モンキードッグ*育成頭数
    [21]17頭→[26]34頭

○広域連携によるカワウ被害防止対策取組河川
数
　 [21] － →[26]6河川（県下全主要河川）

○集落等で取り組んだ防止施設等の整備件数
（累計）
　 [21]273件→[26]340件

○イノシシ・シカの処理加工施設数
　 [21] － →[25]3施設

3　農林水産物への鳥獣被害防止対策
●サルの被害に対する取組を計画的に進めるため
に、群れの行動を把握するためのテレメトリー*調
査を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
「鳥獣被害防止総合対策交付金」等で市町村が実施するテレメト
リー調査を支援

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞  ○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　サルの行動域は市町村の区域を超えて移動するため、市町村単独
での調査では把握が困難な事案もある。テレメトリーに限らず生息
動向を省力的に把握できる手法が求められている。

農林

○テレメトリー調査実施市町村（累計）
    [21]2市町村→[26]10市町村

・県が新たに、聞き取
り調査で加害群を特定
するなど加害群生息動
向調査を実施し、広域
に移動するサルの生息
動向の把握を行う。

・徳島県鳥獣被害防止
緊急捕獲等対策推進協
議会に造成した基金を
活用し、市町村等が実
施する有害鳥獣捕獲な
どの活動を支援する。
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

90 推進 → → →

10店舗 20店舗 30店舗 － 5店舗

91 推進 → → →

10ルー
ト

11ルー
ト

12ルー
ト

13ルー
ト

10ルート 11ルート

Ａ

Ｃ

Ｂ

県
土・
農林

5　自然環境に配慮した公共事業の推進
●「徳島県公共事業環境配慮指針」、「徳島県田園
環境配慮マニュアル」等に基づき自然環境に配慮し
た公共事業を推進します。

推進

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１県職員を対象に「徳島県公共事業環境配慮指針」の説明会を開催
した。
２県土整備部所管事業において、必要に応じ「土木環境配慮アドバ
イザー」の助言・意見を受け、自然環境に配慮した公共事業の推進
を図った。
３前年度に実施した「環境配慮事例報告」をホームページに掲載し
た。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞公共事業において環境配慮に係る職員への継続的な周知。

・これまでの取組みを
進め、自然環境に配慮
した公共事業を推進す
る。

→ → →

●野生鳥獣の処理加工施設を拠点に、地元の料理店
を中心にジビエ*料理を扱う料理店を増やし、消費
拡大を図ります。

＜＜＜＜H23H23H23H23取組概況取組概況取組概況取組概況とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１シカ肉料理の普及のための試食会をはじめとし、県内外でをＰＲ
活動を実施
２平成２４年度に「うまいよ！ジビエ料理店認定要領」を定め、５
店舗を認定

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・ジビエ料理のＰＲと普及
・肉の安定した供給量の拡大
・現在の利用部位以外の利活用による低コスト化

県民

○登山道と四国のみちの再整備ルート数（累
計）
　 [21]7ルート→[26]13ルート

・「うまいよ！ジビエ
料理店」の認定店舗数
の拡大

・うまいよ！ジビエ料
理店と連携したＰＲ活
動の実施

・処理加工施設の整備
の推進よる供給量の拡
大

・効率的な捕獲と処理
加工の検討

・「シカ肉等の食材と
しての利活用」に関す
る研修会の開催

農林

○「うまいよ！ジビエ料理店（仮称）」の認定
店舗数（累計）
     [21] － →[26]30店舗

4　自然公園等の保護と利用の増進
●本県の優れた自然景観等を有する自然公園などに
ついて、自然景観等の保護や利用の増進を図るた
め、施設整備を行います。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・平成23年度においては、四国のみちコース１７（明神山大海原の
みち）、平成24年度においては、同コース７（山峡からの遍路み
ち）の再整備を実施し、合計１１ルートの整備が完了した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・現地踏査による事業計画の再検討が必要である。

・職員による現地踏査
や市町村及び利用者か
らの情報収集を行い、
これを踏まえ、事業計
画の再検討を行う。

92

30



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

93 推進 → → →

45地区 47地区 48地区 50地区 45地区 46地区

94 推進 → → →

9箇所 12箇所 14箇所 16箇所 12箇所 13箇所

4－5　4－5　4－5　4－5　豊豊豊豊かなかなかなかな森林森林森林森林
も り

とくしまづくりとくしまづくりとくしまづくりとくしまづくり

95 整備 推進 → →

設置 設置

開設 推進 推進

96 検討
　創
設・
支援

→ →

創設 検討 創設

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ企業

○ダム水源地域における公有林化・間伐等支援
制度の創設
    [24]創設

1　森を支える体制の構築
●管理放棄森林の解消や、国際的な資源争奪戦から
の森林保全に向け、県民や企業・ＮＰＯなど県民総
ぐるみで取り組む体制を構築し、県や市町村の森林
取得による公有林化を推進します。

●漁場環境に配慮した藻場の造成を推進します。

●自然豊かな農山村地域において、「徳島県公共事
業環境配慮指針」、「徳島県田園環境配慮マニュア
ル」等に基づき自然環境に配慮した公共事業を推進
します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・企業局森づくり支援事業補助金を創設。
・H24年度は、那賀町、上勝町に交付（3,000万円）
上記の取組により、県営発電所のダム水源地域における公有林化を
支援した。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・特になし。

企業局森づくり支援事
業補助金を活用し、公
有林化と間伐等を支援
する。

●県営発電所のダム水源地域における環境整備と地
域振興に資するため、公有林化と間伐等を支援しま
す。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１県民、企業、行政が連携・協力し「挙県一致」の森林づくりを推
進する「とくしま森林づくり県民会議」を平成23年8月5日に設置し
た。（構成員132企業・団体）
２「とくしま森林づくり県民会議」を中心に、森林づくり講演会や
とくしま森林づくりフェスタ、森林づくりリーダーの養成などを実
施した。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　県民会議の活動を県民や企業等に広く理解していただくことが必
要

・「とくしま森林づく
り県民会議」の活動に
よる森林づくり活動の
推進と新たな企業・団
体の参加を拡大

・「とくしま森林づく
り推進機構（仮称）」
の開設に向けた体制の
構築

農林
○新しい公共による森づくり推進協議会（仮
称）の設置
    [23]設置

○「徳島森林づくり推進機構（仮称）」の開設
    [26]開設

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　H24年までに阿南地区で5.5haの藻場造成が完成した。造成された
藻場は水産生物の良好な生息場所となっている。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　近年、秋から冬に沿岸域での海水温が高温で推移することなどか
ら、ウニやアイゴ等の活動が活発になり、藻場が衰退するなどの事
象が散見される。

・駆除などのソフト事
業と、設置方法の改良
などハード事業の両面
から藻場造成を推進す
る。

・地球温暖化など、海
域環境の変化に応じた
工法を検討する。

農林

○藻場造成箇所数（累計）（再掲）
    [21]6箇所→[26]16箇所

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　新たに計画する公共事業において、自然環境調査に基づく事業計
画を策定し、環境に配慮した公共事業を推進した。
　（H23年度　1地区　　　H24年度　1地区）

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　公共事業の実施について、自然環境に配慮して行うことを周知す
る必要がある。

・今後も指針やマニュ
アルに基づき自然環境
に配慮した公共事業を
推進する。

・公共事業における自
然環境配慮事例の県Ｈ
Ｐ等による周知

農林

○自然環境調査に基づく事業計画策定地区数
（累計）
    [21]42地区→[26]50地区
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

97 推進 → → →

創設 推進 推進

805ha
1,375h

a
1,945h

a
758ha 1394ha

98 推進 → → →

50千ha 55千ha 58千ha 61千ha 50千ha
54千
ha

16千ha 17千ha 19千ha 20千ha 18千ha 19千ha

650ha 750ha 850ha
1,000h

a
668ha 716ha

99 推進 → → →

95,150
ha

95,300
ha

95,450
ha

95,600
ha

95,176
ha

95,640
ha

・森林所有者との合意
形成、森林経営計画制
度の啓発・策定指導

・森林経営計画を推進
するため、間伐等森林
施業の集約化や森林作
業路の配置をコーディ
ネートする森林施業プ
ランナーを養成

・水源かん養や山地災
害防止など森林の持つ
多面的機能を発揮させ
るため、間伐や広葉樹
林化等の森林整備を推
進

農林

農林

・市町村や地域の森林
組合と連携して森林の
境界明確化を進めると
ともに、森林所有者と
の協議の場を設けて保
安林制度を普及啓発

・奥地水源林の天然生
林を中心に水源涵養保
安林に、山地災害危険
地区においては土砂流
出防備保安林の指定を
推進

・林業公社による受託
管理を推進

3　間伐等による健全な森林の整備
●「健全な森林」「豊かな森林」をつくるため、間
伐や針広混交林・複層林*への誘導、広葉樹林の整
備を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
「森林整備加速化・林業飛躍基金」や造林事業により、長期間放置
された森林の間伐を進めるとともに、広葉樹林や複層林の造成な
ど、多様で豊かな森林の造成を行った。
　H24年度は、国の支援制度の改正により手入れ間伐の
支援メニューが対象外となったことから、水源の涵養や山地災害防
止等の機能発揮を重視する森林の間伐実施が困難となった。
このため、国に対し、制度の改善を度重ねて要望した。
その結果、H25年度は環境林整備を目的とした、手入れ間伐の
支援メニューの復活が認められ、目標を達成する見込みである。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　針広混交林や複層林、広葉樹林など多様な森林整備を推進するた
めには、森林所有者との合意形成が必要である。

○針広混交林・複層林の誘導面積（累計）
    [21]12,537ｈａ→[26]20,000ｈａ

○広葉樹林の整備面積（累計）
    [21]501ｈａ→[26]1,000ｈａ

○間伐実施面積（累計）
    [21]36千ｈａ→[26]61千ｈａ

4　適切な森林の管理・保全
●森林の持つ公益的機能を維持し、適切に管理・保
全していくため、保安林*の指定による公的管理や
森林整備法人による受託管理を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１　保安林整備管理事業の各調査事業を活用し、森林所有者へ保安
林の普及啓発に努めた結果、目標面積を達成した。

２　森林整備法人(林業公社）による受託管理を推進し、森林の持つ
公的機能の維持に努めた。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　森林所有者の不在村化・世代交代による境界の不明確化が進行

○保安林指定面積（民有林）（累計）
　 [21]94,444ｈａ→[26]95,600ｈａ

農林

Ａ

Ｂ

Ａ

2　「とくしま公有林拡大戦略」の展開
●水源をはじめとする環境や防災面で重要な森林に
ついて、所有者の管理放棄や外国資本による買収な
どに対応するため、県民共通の財産として取得を進
め、適正な保全を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１「とくしま豊かな森林づくり事業」で4市町で170ha取得した。
２企業局森づくり支援事業により、2町で130haを取得した。
３林業公社において絆の森事業で2町で449haを取得した。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　所有者の高齢化、不在化により拡大する管理放棄林の対策とし
て、県有林化や市町村有林化等を推進していく必要がある。

・「とくしま県有林化
基金（仮称）」の創設
を準備

・県、市町村において
公有林化を推進

○「とくしま県有林化推進基金（仮称）」の創
設
    [26]創設

○「公有林化」面積の拡大（累計）
    [21]634ｈａ→[25]1,945ｈａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

委員意見委員意見委員意見委員意見

主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

番号 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題 部局部局部局部局
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

100 推進 → → →

30件 40件 50件 60件 31件 39件

70
企業・
団体

80
企業・
団体

90
企業・
団体

100
企業・
団体

73
企業・
団体

85
企業・
団体

2箇所 3箇所 4箇所 5箇所 2箇所 3箇所

311ha 470ha
※

560ha
※

650ha
571ha 1,129ha

創設 推進 推進

・県民や企業・団体へ
「協働の森づくり事
業」への参加の働きか
け

・植樹など県民参加の
森づくりへの参加を拡
大するため、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
団体等へ情報提供

・J-クレジット認証を
促進するため、企業・
団体へ情報提供や認証
手続きを支援

・取得したJ-VERを活
用し、企業・団体の
カーボンオフセットを
推進

・関西広域連合を通じ
て、引き続き広域活用
に取り組む

＊J-VER制度(J-ｸﾚｼﾞｯﾄ制度)
　間伐等によるCO2排出削減量をｸﾚｼﾞｯﾄとして発効する制度。
　県民・企業・自治体等は自らが直接削減できないCO2の排出分を、
ｸﾚｼﾞｯﾄの購入で埋め合わせる（ｶｰﾎﾞﾝ・ｵﾌｾｯﾄ）ことができる

＊J-ｸﾚｼﾞｯﾄ制度：
　J-VER制度（環境
省）と国内ｸﾚｼﾞｯﾄ制度
（経済産業省）を
H25.4からJ-ｸﾚｼﾞｯﾄ制
度に再編

○関西広域連合における「森林づくりカーボ
ン・オフセット制度」の創設
    [26]創設

5　県民・企業と協働した森づくり
●森林の重要性をＰＲするとともに、ボランティア
や企業・県民と協働した森づくり活動や、森林のＣ
Ｏ2吸収量を活かした排出量取引制度の導入を推進
します。

○県民参加による植樹など森づくり件数（累
計）
    [21]12件→[26]60件

○カーボン・オフセットに基づく森づくり企
業・団体数（累計）
    [21]15企業・団体→[26]100企業・団体

○オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）*認
証面積（累計）
    [21]129ｈａ→[26]650ｈａ

○個人寄附金による森づくり箇所数（累計）
    [21] － →[26]5箇所

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１　県民参加の森づくり活動（植林、下刈、間伐等）をH23年度は10
カ所、H24年度は8カ所で実施した。
２　「とくしま協働の森づくり推進事業」にH23年度から24年度の2
年間で、新たに28企業・団体に賛同いただき、協定を締結した。
３　個人寄附金の森づくりでは、H23年度に三好市で、H24年度に阿
波市で森づくり活動を実施した。
４　「オフセットクレジット」では、H23年度に民間の1企業370ha、
H24年度に民間の2企業及び県で558haが認証された。
５　関西広域連合において、カーボン・オフセットに関する情報を
集約し、紹介するホームページを設置した。
６　関西広域連合管内の商業施設等において「関西広域カーボン・
クレジットラベル」を商品へ貼り付け、ＣＯ２削減の啓発やカーボ
ン・クレジットの広域活用の調査検討を行った。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　ＣＯ２排出削減の手法であるカーボン・オフセットの浸透に向け
て、企業等への適切な情報発信や説明、提案が必要

県
民・
農林

Ａ
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