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Ⅸ 環境マニフェスト 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

227 

ラムサール条約登録の

11 月 18 日を『県民・

市民環境デー』として

イベントを開催し、伊

勢湾・三河湾地域へ取

り組みを拡大します 

環 境 部 ○｢藤前干潟ふれあいデー｣の開催 ○｢藤前干潟ふれあいデー｣の開催 ○｢藤前干潟ふれあいデー｣の開催 ○｢藤前干潟ふれあい事業｣の実施 

 ・干潟を通じた環境学習、交流プログ

ラム等の実施 

○他地域での開催の検討 
・県民参加の里海調査を実施 
＊干潟の生きもの観察会(蒲郡市竹島
海岸) 

○三河湾環境再生プロジェクトの実施 
・県民参加の里海調査の実施 
 ＊干潟の生きもの観察会(蒲郡市､西

尾市) 
・生物多様性について学ぶセミナーの
実施 

・三河湾環境再生シンポジウムの開催 
・｢あいち森と緑づくり税｣を活用した
NPO等の活動支援 

 ＊支援団体：7団体 

○三河湾環境再生プロジェクトの実施 
・県民参加の里海調査の実施 
＊干潟の生きもの観察会(蒲郡市､西
尾市) 

・集客施設等におけるPR活動 
・｢あいち森と緑づくり税｣を活用した
NPO等の活動支援 
＊支援団体：7団体 

・三河湾環境再生プロジェクト行動計
画の策定 

○三河湾環境再生プロジェクトの実施 
・県民参加の里海調査の実施 
・三河湾大感謝祭の開催 
・集客施設等におけるPR活動 
・｢あいち森と緑づくり税｣を活用した
NPO等の活動支援 
＊支援団体：10団体 

 

228 

生物多様性条約締約国

会議の成果を活かした

シンポジウムやイベン

トを開催します 

環 境 部 ○生物多様性をテーマにしたイベント等
の開催 
・COP10開催記念イベントの開催 
＊いきもの交流フェスタ 

○生物多様性をテーマにしたイベント等
の開催 
・生物多様性フォーラム＆エコツアー
の開催 

・生物多様性地域セミナーの開催 

○生物多様性をテーマにしたイベント等
の開催 
・生物多様性地域セミナーの開催 
・あいち生物多様性ミーティングの開催 

○生物多様性をテーマにしたイベント等
の開催 
・生物多様性自治体ネットワークフォ
ーラム及びエコツアーの開催 

・生物多様性地域セミナーの開催 
○生物多様性全国自治体ネットワークへ
の参加 
・設立総会、記念フォーラムの開催 
＊構成団体：全国123自治体 

○生物多様性自治体ネットワークを活用
した取組の推進 
・自治体間の情報交換・発信等 
 ＊構成団体：全国129自治体 

○生物多様性自治体ネットワークを活用
した取組の推進 
・自治体間の情報交換・発信等 
 ＊構成団体：全国135自治体 

○生物多様性自治体ネットワークを活用
した取組の推進 
・自治体間の情報交換・発信等 
・生物多様性自治体ネットワークフォ
ーラム及びエコツアーの開催 

○生物多様性保全に向けた取組の推進 
・生態系ネットワークモデル事業の実施 
＊3地域：東部丘陵、知多半島、西三河 

・生態系調査の実施 
＊2地域：尾張北部、新城設楽 

○生物多様性保全に向けた取組の推進 
・COP11 への参加及び本県の取組(｢あい
ち方式｣等)の情報発信 

・｢あいち生物多様性戦略2020｣の策定 
・生態系ネットワークモデル事業の実施 
＊3地域：東部丘陵、知多半島、西三河 

・生態系調査の実施 
 ＊1地域：東三河 

○生物多様性保全に向けた取組の推進 
・｢あいち生物多様性戦略2020｣の推進 
(｢あいち方式｣の試行) 
＊｢自然環境の保全と再生のガイドラ
イン｣に基づく取組指導：24件 

 ・生態系調査の実施 
  ＊1地域：渥美半島 
 ・伊良湖休暇村公園｢花咲く砂丘の園(デュ

ーンガーデン)｣(仮称)の整備を開始 

○生物多様性保全に向けた取組の推進 
・｢あいち生物多様性戦略2020｣の推進 
(｢あいち方式｣の試行) 

 ・生態系調査の実施 
 ・伊良湖休暇村公園｢花咲く砂丘の園(デュ

ーンガーデン)｣(仮称)の整備、観光エ
リアの一部供用開始 

 
 

229 

木曽川水系連絡導水路

事業の見直し 

地域振興部 ○国による検証作業を踏まえつつ対応 

・木曽川水系連絡導水路事業の関係地方公

共団体からなる検討の場への参加 

＊木曽川水系連絡導水路事業の関係

地方公共団体からなる検討の場 

○国による検証作業を踏まえつつ対応 

・国や水資源機構の実施する各種説明会へ

の参加 

 

○国による検証作業を踏まえつつ対応 

・国や水資源機構の実施する各種説明会へ

の参加 

 

○国による検証作業を踏まえつつ対応 

・木曽川水系連絡導水路事業の関係地方公

共団体からなる検討の場への参加 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

230 

長良川河口堰の開門調

査 

知事政策局 

地域振興部 
○有識者等による検討 

・長良川河口堰検証プロジェクトチー

ム会議の開催 

・プロジェクトチームによる関係者ヒ

アリングの実施 

・同専門委員会の開催 

・プロジェクトチーム報告書の提出 

(1月) 

○検討結果等を踏まえて対応 

・長良川河口堰庁内検討チーム、愛知

県長良川河口堰最適運用検討委員会

を設置し、諸課題を検討 

 ＊基礎資料の収集や専門的知見の集約 

・長良川河口堰合同会議準備会を設置

し、合同会議における論点・運営方

法等を検討 

○検討結果等を踏まえて対応 

・長良川河口堰庁内検討チーム、愛知

県長良川河口堰最適運用検討委員会

において、諸課題を検討 

＊基礎資料の収集や専門的知見の集約 

＊現地調査や水利計算などの具体的

な検討 

 

○検討結果等を踏まえて対応 

・長良川河口堰庁内検討チーム、愛知

県長良川河口堰最適運用検討委員会

において、諸課題を検討 

・長良川河口堰合同会議準備会におい

て、国との合同会議における論点・

運営方法等を検討 

 ・長良川河口堰合同会議設置 

231 

名古屋市と協力し、バ

ッテリー交換式ＥＶタ

クシーの全面普及を達

成し、世界最先端の環

境都市を実現します 

環 境 部 ○環境負荷を減らすタクシーの普及に向

けた取組の推進 

・名古屋市及び名古屋タクシー協会と

の意見交換等 

＊名古屋タクシー協会主催セミナー

での講演及び同協会との意見交換 

・タクシー事業者による電気自動車等

低公害車の導入に対する支援 

○環境負荷を減らすタクシーの普及に向

けた取組の推進 

・名古屋市及び名古屋タクシー協会と

の意見交換 

・EV・PHV タクシーの活用方法に関する

アンケート調査の実施 

・タクシー事業者による電気自動車等

低公害車の導入に対する支援 

○環境負荷を減らすタクシーの普及に向

けた取組の推進 

・EV・PHV タクシーの活用方法に関する

今後の方針の検討 

・タクシー事業者への周知啓発活動の

実施 

 ＊事業者向け説明会の開催 

・タクシー事業者による電気自動車等

低公害車の導入に対する支援 

○環境負荷を減らすタクシーの普及に向

けた取組の推進 

・EV・PHV タクシーの活用方法に関する

今後の方針の検討 

・タクシー事業者への周知啓発活動の

実施 

・タクシー事業者による電気自動車等

低公害車の導入に対する支援 

 

232 

名古屋市と協力し、都

市部での安全な自転車

環境整備を促進し、ベ

ロタクシーの常時運行

を検討します 

 

太平洋岸自転車道の整

備を促進し、渥美の素

晴らしい自然と環境を

全国に発信します 

地域振興部 

県民生活部 

建 設 部 

【自転車環境・ベロタクシー】 
○駅周辺の放置自転車対策 
・駅前等における啓発活動の実施 
＊放置自転車クリーンキャンペーン
月間(毎年11月) 

＊放置自転車の撤去、整理、啓発活
動等を県内一斉に実施(クリーンデ
ー(キャンペーン月間の平日初日)) 

・自転車駐車等に関する実態調査の実施 
＊調査内容：駅周辺における自転車
等駐車場の設置状況・自転車等の
放置状況等の調査 

【自転車環境・ベロタクシー】 
○駅周辺の放置自転車対策 
・駅前等における啓発活動の実施 
＊放置自転車クリーンキャンペーン
月間(毎年11月) 

＊放置自転車の撤去、整理、啓発活
動等を県内一斉に実施(クリーンデ
ー(キャンペーン月間の平日初日)) 

・自転車駐車等に関する実態調査の実施 
 ＊調査内容：駅周辺における自転車

等駐車場の設置状況・自転車等の
放置状況等の調査 

【自転車環境・ベロタクシー】 
○駅周辺の放置自転車対策 
・駅前等における啓発活動の実施 
＊放置自転車クリーンキャンペーン
月間(毎年11月) 

＊放置自転車の撤去、整理、啓発活
動等を県内一斉に実施(クリーンデ
ー(キャンペーン月間の平日初日)) 

・自転車駐車等に関する実態調査の実施 
 ＊調査内容：駅周辺における自転車

等駐車場の設置状況・自転車等の
放置状況等の調査 

【自転車環境・ベロタクシー】 
○駅周辺の放置自転車対策 
・駅前等における啓発活動の実施 
・自転車駐車等に関する実態調査の実施 

 

○ベロタクシーによるエコモビのPR活動 

・エコモビ PR ラッピングをしたベロタ

クシーの運行 

○ベロタクシーの活用検討 

 ・県内で運行している団体等との情報

交換 

 ・運行事例などの調査、研究 

○ベロタクシーの活用検討 

 ・あいちトリエンナーレ 2013 における

ベロタクシーの運行 

 ・運行事例などの調査、研究 

○ベロタクシーの活用検討 

 ・運行事例などの調査、研究 

【太平洋岸自転車道】 

○大規模自転車道田原豊橋自転車道線の

整備推進 

【太平洋岸自転車道】 

○大規模自転車道田原豊橋自転車道線の

整備推進 

【太平洋岸自転車道】 

○大規模自転車道田原豊橋自転車道線の

整備推進 

【太平洋岸自転車道】 

○大規模自転車道田原豊橋自転車道線の

整備推進 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

233 
山林での間伐材、稲わ
ら、竹といった未利用
系資源について、愛知
県全域で連携して収
集・活用を検討する調
査プロジェクトを立ち
上げます 

農林水産部 ○バイオマスの多様な利活用の推進 

・バイオマス活用推進計画作成担当者

会議の開催 

・バイオマス発生量の把握 

＊発生量調査 

＊市町村アンケート 

○バイオマスの多様な利活用の推進 

・バイオマス活用検討会議の設置 

・愛知県バイオマス活用推進計画(仮

称)の検討 

 

○バイオマスの多様な利活用の推進 

・愛知県バイオマス活用推進計画(仮

称)の検討 

 

○バイオマスの多様な利活用の推進 

・愛知県バイオマス活用推進計画(仮

称)の検討 

 

234 

自然エネルギーの利活

用と温暖化防止のた

め、太陽光発電システ

ムの普及を支援します 

環 境 部 

関係部局 
○住宅用太陽光発電施設の導入支援 
・48市町村への導入補助(6,984件) 

○住宅用太陽光発電施設の導入支援 
・53市町村への導入補助(9,315件) 
＊累積設置基数(86,589基) 

○住宅用太陽光発電施設の導入支援 
 ・52市町村への導入補助(11,342件) 
  ＊累積設置基数(107,961基) 

○住宅用太陽光発電施設の導入支援 
 ・51市町村への導入補助 

 ○太陽光発電事業者への屋根貸し事業の実施 
 ・事前調査 

○太陽光発電事業者への屋根貸し事業の実施 
 ・事業対象県有施設の公募・選定・発

電開始(農業大学校乳牛舎、森林公園
競技会用厩舎) 

○公有施設における屋根貸し事業の推進 
・事業対象県有施設の公募・選定 
・25 年度に開始した県有施設 2 か所の
太陽光発電事業の継続 

・市町村の施設における屋根貸し事業
の推進 

○メガソーラー(大規模太陽光発電施設)
の普及に向けた取組推進 
・情報収集、情報提供等 
＊自然エネルギー協議会への参画 

・田原 1 区におけるメガソーラー事業
の誘致 
＊たはらソーラー・ウインド共同事業 

○メガソーラー(大規模太陽光発電施設)
の普及に向けた取組推進 
・情報収集、情報提供等 
・田原１区における｢たはらソーラー・
ウインド共同事業｣に対する支援 

・田原１区・4 区におけるメガソーラー
施設の誘致 

・三重県と連携した木曽岬干拓地にお
けるメガソーラー事業の取組推進 

 ＊事業候補者選定 

○メガソーラー(大規模太陽光発電施設)
の普及に向けた取組推進 
・情報収集、情報提供等 
・田原１区における｢たはらソーラー・
ウインド共同事業｣に対する支援 

・田原１区・4 区におけるメガソーラー
施設の立地 

・三重県と連携した木曽岬干拓地にお
けるメガソーラー事業の取組推進 
＊基本協定締結、工事着手 

○メガソーラー(大規模太陽光発電施設)
の普及に向けた取組推進 

 ・情報収集、情報提供等 
・田原１区・4 区におけるメガソーラー
施設の立地 

・三重県と連携した木曽岬干拓地にお
けるメガソーラー事業の取組推進 

○農業用水を利用した小水力発電の推進 
・大規模用水小水力発電適地調査の実
施(147か所、11,260kw) 

○農業用水を利用した小水力発電の推進 
 ・産学官連携による推進体制の整備 
  ＊｢産学官連携・愛知県農業用水小水

力発電推進検討委員会｣の設置 
・小水力発電施設の整備 
＊取組地区 １４地区 
うち、H24年度 稼働１地区 
北浜川西(西尾市) 

○農業用水を利用した小水力発電の推進 
・産学官連携による推進 
・小水力発電施設の整備 
  ＊取組地区 ２１地区 

うち、H25年度稼働 ２地区 
      四谷(新城市)、大内(蒲郡市) 

 ・県の基本整備計画(マスタープラン)
の策定(166か所、約5,000kw) 

○農業用水を利用した小水力発電の推進 
・産学官連携による推進 
・小水力発電施設の整備 
・普及・啓発活動の推進 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

235 

住みよい環境を保つた

め、森林、里山の保全

に努めるとともに、ま

ちの緑化率を高め、壁

面緑化や屋上緑化を推

進します 

農林水産部 

建 設 部 
○森林の整備 
・造林事業、あいち森と緑づくり事
業、治山事業等による森林の間伐
(4,718ha) 

・あいち森と緑づくり事業による里山
林の整備(18か所) 

○森林の整備 
・造林事業、あいち森と緑づくり事
業、治山事業等による森林の間伐
(4,212ha) 

・あいち森と緑づくり事業による里山
林の整備(25か所) 

○森林の整備 
・造林事業、あいち森と緑づくり事
業、治山事業等による森林の間伐 

（4,296ha） 
・あいち森と緑づくり事業による里山
林の整備（31か所） 

・少花粉スギの苗木の安定供給 
＊愛知県スギ花粉発生源対策協議会
の設立(7月) 

○森林の整備 
・造林事業、あいち森と緑づくり事
業、治山事業等による森林の間伐 

・あいち森と緑づくり事業による里山
林の整備 

・少花粉スギの苗木の安定供給 
 

  ○都市緑化の取組推進 
・市街化区域等の民有樹林地の市町村
有地化及び緑地整備 

・民有地の敷地及び屋上、壁面等の緑化 
・公共施設の沿道等の街路樹の植え替え 
・県民参加の都市緑化活動実施 
・建築物環境性能総合評価システム
(CASBEEあいち)の普及 
＊届出件数：177件 

○都市緑化の取組推進 
・市街化区域等の民有樹林地の市町村
有地化及び緑地整備 

・民有地の敷地及び屋上、壁面等の緑化 
・公共施設の沿道等の街路樹の植え替え 
・県民参加の都市緑化活動実施 
・建築物環境性能総合評価システム
(CASBEEあいち)の普及 
＊届出件数：201件 

○都市緑化の取組推進 
・市街化区域等の民有樹林地の市町村
有地化及び緑地整備 

・民有地の敷地及び屋上、壁面等の緑化 
・公共施設の沿道等の街路樹の植え替え 
・県民参加の都市緑化活動実施 
・建築物環境性能総合評価システム
(CASBEEあいち)の普及 
＊届出件数：197件 

○都市緑化の取組推進 
・市街化区域等の民有樹林地の市町村
有地化及び緑地等の整備 

・民有地の敷地及び屋上、壁面等の緑化 
・公共施設の沿道等の街路樹の植え替え 
・県民参加の都市緑化活動実施 
・建築物環境性能総合評価システム
(CASBEEあいち)の普及 

  ○全国都市緑化あいちフェアの開催準備 
 ・開催に係る国土交通省の同意（9月） 
・実行委員会の設立及び基本計画の決
定(11月) 

○全国都市緑化あいちフェアの開催準備 
 ・会場整備、広報宣伝、行催事調整等 
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集水域管理をベース

に、河川の自然再生を

すすめる事業に取り組

む 

 

生き物が共生できる水

辺を再生するため、小

川や地域河川を復活さ

せるとともに、河川の

改修においては親水護

岸を積極的に採用しま

す 

環 境 部 

農林水産部 

建 設 部 

【健全な水循環】 
○地域ごと(尾張・西三河・東三河)の行
動計画に基づく取組の推進 
＊水循環再生地域協議会 
＊流域モニタリング一斉調査(延256地点) 

【健全な水循環】 
○地域ごと(尾張・西三河・東三河)の行
動計画に基づく取組の推進 
＊水循環再生地域協議会 
＊流域モニタリング一斉調査(延230地点) 

【健全な水循環】 
○地域ごと(尾張・西三河・東三河)の行
動計画に基づく取組の推進 
＊水循環再生地域協議会 
＊流域モニタリング一斉調査(延141地点) 

【健全な水循環】 
○地域ごと(尾張・西三河・東三河)の行
動計画に基づく取組の推進 

 

【河川･水路】 
○生物多様性の保全や環境に配慮した農
業用施設の整備 
・水田魚道の整備 
・環境に配慮した農業農村の整備事業の実施 

【河川･水路】 
○生物多様性の保全や環境に配慮した農
業用施設の整備 
・水田魚道の整備 
・環境に配慮した農業農村の整備事業の実施 

【河川･水路】 
○生物多様性の保全や環境に配慮した農
業用施設の整備 
・水田魚道の整備 
・環境に配慮した農業農村の整備事業の実施 

【河川･水路】 
○生物多様性の保全や環境に配慮した農
業用施設の整備 
・水田魚道の整備 
・環境に配慮した農業農村の整備事業の実施 

○河川の自然再生 
・河畔林の整備 
＊水辺の緑の回廊事業 
(矢田川、逢妻男川) 

○河川の自然再生 
・河畔林の整備 
＊水辺の緑の回廊事業 
(矢田川、岩崎川、逢妻男川) 

○河川の自然再生 
・河畔林の整備 
＊水辺の緑の回廊事業 
(矢田川、逢妻男川) 

○河川の自然再生 
・河畔林の整備 

○自然や親水性に配慮した河川整備 
・多自然川づくりの実施 
＊河川自然再生事業(天白川、巴川) 

・自然環境の保全に配慮した砂防施設
整備(18渓流) 

○自然や親水性に配慮した河川整備 
・多自然川づくりの実施 
＊河川自然再生事業(天白川) 

・自然環境の保全に配慮した砂防施設
整備(21渓流) 

○自然や親水性に配慮した河川整備 
・多自然川づくりの実施 
＊河川自然再生事業(天白川、朝倉川) 

・自然環境の保全に配慮した砂防施設
整備(19渓流) 

○自然や親水性に配慮した河川整備 
・多自然川づくりの実施 
・自然環境の保全に配慮した砂防施設
整備 

 


