
番号 達成予定
年度

中間評価
年度 参照情報

1 H24 － 交通安全施設整備に
関する事業 【H24】A

【H23】C

【H24】C(No1)

3 H24 ― 学校施設環境改善に
関する事業 【H24】C(No2～9)

4 H24 ― 学校施設環境改善に
関する事業 【H24】C(No10)

【H23】
E(No1～13)

【H24】
E1(No1～13,22)
E2
【H24予】E1(No.4)

鹿児島県

平成２４年度地域自主戦略交付金に係る成果目標

対応事業

学校施設環境改善に
関する事業

　交通安全施設等整備事業については，円滑化エリア内の地方公共団体が管理する道路にお
いて，交通信号機の新設，道路標識・標示等の整備を行うことにより，交通の安全と円滑を
図る。
（信号機新設8箇所，信号機移設35式等整備）

産業教育設備整備
　工業・商業に従事するために必要な知識，技能等を習得させるため，処分制限期間を超過
　し老朽化が著しい産業教育設備（パソコン・旋盤等）の更新整備を行う。
　（吹上高校ほか７校）

太陽光発電等整備
　鹿児島養護学校施設整備に伴う太陽光発電（152Kw）の整備
　太陽光発電により，ランニングコスト節減を図る。

産業教育施設整備（鹿児島工業高校：校舎改築）
　・約5,000㎡（内326㎡が交付金対象）の整備

【目標】
　『力みなぎる鹿児島』を創るため，【経済飛躍・かごしま】，【あんぜん・かごしま】，
【快適空間・かごしま】，【地域力再生・かごしま】の実現を推進し，「安心・安全・新食
料供給基地」の形成に向け，農業と農村地域の新たな飛躍を図るとともに，あらゆる自然災
害に対する防災力を強化し，安心して安全に生活できる地域社会づくりを目指す。

【定量的指標】
①用排水施設の整備：４，１８０ha
②畑地かんがい施設の整備：２５０ha
③農道の整備：１６，６１０ha
④農道の保全対策：３路線
⑤ため池、頭首工等の整備：１，７３０ha
⑥区画整理：５４０ha
⑦暗渠排水、客土、土層改良等：４００ha
⑧用排水施設の補修・更新：９地域
⑨農業用集落排水施設の整備：１５地域
⑩水質の保全に寄与する排水施設の整備：２地域
⑪活動火山の降灰対策：１８地域
⑫地域用水環境の整備：３地域
⑬飼料畑等の造成整備：４６ha
⑭家畜排せつ物処理施設の整備：３地域
⑮海岸保全施設の整備：１９０ha
⑯鳥獣害対策施設の整備：２０ha

成果目標

2 H24 ―

H255

農山漁村地域自主戦略整備計画を参
考に成果目標を設定

≪H23との変更点≫
①3,530ha→4,180ha
③14,830ha→16,610ha
⑥530ha→540ha
⑦360ha→400ha
⑧6地域→9地域
⑨11地域→15地域
⑬15ha→46ha

農山漁村地域整備に
関する事業

農山漁村活性化対策
整備に関する事業

H27

※⑤及び⑮は他事業との総合効果に
より目標を達成する。



番号 達成予定
年度

中間評価
年度 参照情報対応事業成果目標

6 H27 －
農業・食品産業強化
対策整備に関する事

業
【H24】E3

【H23】E(No14,15)

【H24】E1(No14,15)

【H23】E(No16,17)

【H24】E1(No16,17)

【H24予】E1（No2）

9 H28 H26 森林整備・林業等振
興整備に関する事業 【H24】E5(No1)

10 H28 H26 森林整備・林業等振
興整備に関する事業 【H24】E5(No2)

　事業の受益に係る販売農家の経営面積のうち環境保全型農業に取り組む農業者（持続農業
法に基づく認定，有機ＪＡＳ認定又は特別栽培農産物その他の環境負荷を低減する方法によ
り栽培される農産物の認証を受けている農業者の合計）の割合を，H23：20％以上からH27：
80％以上に増加。

【目標】
　木材加工流通施設等の整備を促進し，地域材利用量を増加させる。

【定量的指標】
　年間地域材利用量を562千ｍ３（平成22年度）から724千ｍ３に増加させる。

【目標】
　林道等の路網整備により適切な森林整備を推進し，森林の有する多面的機能を発揮させる
とともに，生産性の向上を図る。

【定量的指標】
　年間素材生産量を580千m3（平成22年度）から638千m3に増加させる。

H27 H25

【目標】
　本県は，地形が急峻であり，火山堆積物や頁岩等に覆われていることから，山崩れや土砂
流出等の山地災害が発生しやすい条件下にある。このため，崩壊した森林の再生やその予防
等を通じて地域の安全性の向上を図ることとし，山地災害危険地区のうち，山地災害防止機
能等が確保される地区数を増加させる。
　また，土砂流出等により悪化した漁場については，土砂流出を最小限にとどめるとともに
適正な森林の管理により漁場保全の改善に努める。

【定量的指標】
　①山地災害危険地区着手箇所
　　　5,685地区（平成22年度末時点）から5,715地区に増加させる。
　②漁場環境に悪影響を与えていると思われる森林の改善を図る箇所
　　　2箇所

H27 H25

7

8

【目標】
　広く県民一般の利用に供される公共建築物に木材を利用することは，木とのふれあいや木
の良さを実感する機会を幅広く提供することになり，住宅など一般建築物への木材利用拡大
という波及効果が期待できる。このようなことから，公共建築物における木材利用を促進す
るとともに，かごしま材需要の拡大を図る。

【定量的指標】
　年間製材生産量を287千ｍ３（平成22年度)から403千ｍ３に増加させる。

農山漁村地域整備に
関する事業

農山漁村地域整備に
関する事業



番号 達成予定
年度

中間評価
年度 参照情報対応事業成果目標

【H23】
E(No18～21）

【H24】
E1(No18～21)

【H23】
E(No18,19,21)

【H24】
E1(No18,19,21)

【H23】E(No19)

【H24】E1(No19)

農山漁村地域整備に
関する事業

農山漁村地域整備に
関する事業

11 Ｈ27 Ｈ25
≪H23との変更点≫
①2.5ha→11.2ha
（１地区→６地区）

農山漁村地域整備に
関する事業

かごしまの地域水産基盤づくり（本土）計画
【計画の目標】
「漁港・漁村の整備と漁村地域の活性化」
・漁港については，より安全で使いやすい漁港づくりを推進するため，必要な漁港施設の整
　備を行う。
・海岸については，自然環境にも配慮した県土保全のため，必要な海岸施設の整備を行う。
・漁村については，防災力の強化や生活環境の改善を推進するため，必要な漁村の生活環境
　改善施設の整備を行う。
【定量的指標】
①安全で使いやすい漁港づくりの推進
　間泊地区など６地区で漁港施設を整備し，安全で使いやすい区域を11.2ha拡大する。
　（小湊，川尻，伊座敷，羽島，戸崎，間泊地区）
②自然環境にも配慮した県土保全
　久志漁港海岸と海潟漁港海岸で海岸施設を整備し，高潮や波浪等による越波浸水被害から
　防護された区域を1.8ha拡大する。
③防災力の強化と生活環境の改善
　坊泊地区の生活環境改善施設を整備し，生活環境が改善された区域を34.2ha拡大する。

※なお，間泊など６地区（小湊，川尻，伊座敷，羽島，戸崎，間泊地区）・久志及び坊泊地
　区の効果区域は，H22～23年度に実施した農山漁村地域整備交付金事業と重複しているた
　め，それらの事業内容を含めて評価する。

Ｈ26 Ｈ25

13

かごしまの地域水産基盤づくり（奄美）計画
【計画の目標】
「漁港・漁村の整備と漁村地域の活性化」
・漁港については，より安全で使いやすい漁港づくりを推進するため，必要な漁港施設の整
　備を行う。
【定量的指標】
①安全で使いやすい漁港づくりの推進
　和瀬地区など3地区の漁港施設を整備し、安全で使いやすい区域を1.1ha拡大する。

Ｈ25 －

12

かごしまの地域水産基盤づくり（離島）計画
【計画の目標】
「漁港・漁村の整備と漁村地域の活性化」
・漁港については，より安全で使いやすい漁港づくりを推進するため，必要な漁港施設の整
　備を行う。
・また，漁村については，防災力の強化や生活環境の改善を推進するため，必要な漁村の生
　活環境改善施設の整備を行う。
【定量的指標】
①安全で使いやすい漁港づくりの推進
   栗生地区の漁港施設を整備し、安全で使いやすい区域を0.4ha拡大する。
②防災力の強化と生活環境の改善
　手打地区の漁業集落排水施設を整備し、生活環境の改善された区域を50.9ha拡大する。

※栗生及び手打地区の効果区域は，農山漁村地域整備交付金事業と重複しているため，それ
らの事業内容を含めて評価する。



番号 達成予定
年度

中間評価
年度 参照情報対応事業成果目標

【H23】
G1-1(No1～29,312)

【H24】
G1-1(No1～34,43,209,
210)

【H23】G1-2(No30～49)

【H24】
G1-3(No44～45,47～55,
211～216)

【H23】G1-3(No.50)

【H24】G1-4(No.56)

【H23】
G1-4(No51～62,64～66,
68～75,77～84,303,307
～310)

【H24】
G1-5(No59～62,79,82,84,
217～218,224,228,231)

18 H27 ― 社会資本整備に関す
る事業

【H24】
G1-5(No57～58,63～78,
80～81,83,85～87,219
～223,225～227,229～
230,232)

19 H25 ― 社会資本整備に関す
る事業 【H24】G1-3(No46)

社会資本整備に関す
る事業

社会資本整備に関す
る事業

道路情報板設置　Ｎ＝５箇所

「老朽トンネルの修繕」（２箇所）
「損傷の著しい舗装の修繕」（６１．３ｋｍ）

14 H27 H25 ≪H23との変更点≫
531時間→1,664時間

【目標】
・改良により安心・快適な走行時間とゆとりの時間をH27までに1,664時間創出

【定量的指標】
　創出される安心・快適な走行とゆとりの時間を算出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【安心走行時間】
※「安心とゆとりの創出時間」＝（改良後延長／将来速度）×将来交通量
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ゆとり時間】
   ＋｛（改良後延長に相当する要整備延長／現況速度）－（改良後延長／将来速度）｝
　 ×将来交通量

（他事業との総合効果により目標を達成する）

歩道・自歩道整備　Ｌ＝１４．１ｋｍ
登坂車線・付加車線整備　Ｌ＝０．９ｋｍ
交差点改良　Ｎ＝１箇所

16 H25 ―

15 H25 ―

「老朽橋の更新・修繕」（６橋）
「要対策箇所の解消」（１２箇所）
「老朽トンネルの修繕」（３箇所）
「道路冠水箇所の解消」（１箇所）
「損傷の著しい舗装の修繕」（１４．０ｋｍ）

H25 ―

「無電柱化に係るガイドライン」に基づく事業実施
電線共同溝　Ｌ＝１．０ｋｍ

社会資本整備に関す
る事業

社会資本整備に関す
る事業17



番号 達成予定
年度

中間評価
年度 参照情報対応事業成果目標

【H23】
G2-1(No86～88,90,95～
100,105～114,121～128,
304～306,314,315)

【H24】
G2-1(No92～95,97～99,
102～105,107,108,260
～262,265,266,269～286)

【H23】
G2-2(No89,93,94,102～
104,115～118,316,317)

【H24】
G2-2(No89～91,100,101,
106)

【H23】G2-1(No85)

【H24】G2-1(No259)

【H23】G2-1(No91,92)

【H24】G2-1(No96)

社会資本整備に関す
る事業

社会資本整備に関す
る事業

《鹿児島,北薩,姶良伊佐，大隅，離島，奄美》
【目標】各港において施設の効用が失われる時期を延伸するため，機能の改良を行い、施設
　　　　の維持を図る。
　　　　［既設施設の延命化のための改良］
【指標】既存施設が機能上支障を来さない安全率を算出
　　　　「既存施設の機能障害安全率」＝（評価年度における機能上支障がない施設数／延
　　　　命化改良計画を行う各港の全利用施設数）×100（％）
【目標値】
　鹿児島　《H22現況》　0％　　《H24末》　0％　《最終》　100％
　北薩　　《H22現況》 64％ 　 《H24末》 72％　《最終》　100％
  姶良伊佐《H22現況》 60％　　《H24末》100％　《最終》　100％
  大隅　  《H22現況》 67％　　《H24末》 74％　《最終》　100％
  離島　  《H22現況》 57％　　《H24末》 74％　《最終》　100％
  奄美　　《H22現況》 63％　　《H24末》 71％　《最終》　100％

《姶良・伊佐》
【目標】福山港において，異常時に陸揚げ・他港避難している船舶の避難係留が可能とな
る。
　　　　0隻（H22）が20隻に増加。［使いやすい港湾形成のための改良］
【指標】現地調査及び利用者聞き取りにより異常時の避難係留可能隻数を算出する
【目標値】　《H22現況》　0隻　　《H24末》　10隻　《最終》　20隻

H24

・社会資本総合整備計画「県都鹿児
島市を中心とした物流機能向上によ
る交流拠点かごしまの形成」等にお
いて設定した成果目標に準じる。
・社会資本整備総合交付金を活用し
た事業の効果も含めた数値目標の設
定としている。

《鹿児島》
【目標】既存臨港道路の拡幅・改良により，臨港交通の利便性・安全性の向上を図る。
　　　　　［[臨港交通の利便性・安全性の向上］
【指標】既存臨港道路の改良による走行時間の短縮及び，災害時の交通規制に伴う迂回時間
　　　　の短縮を算出。
　　　　（短縮時間　時間・台／２４ｈ）　＝　（道路拡幅による走行時間短縮）＋（耐震
　　　　　化による迂回時間短縮）
【目標値】　《H22現況》0時間　《H24末》11時間　《最終》918時間

H26 H24

・社会資本総合整備計画「県都鹿児
島市を中心とした物流機能向上によ
る交流拠点かごしまの形成」におい
て設定した成果目標に準じる。
・社会資本整備総合交付金を活用し
た事業の効果も含めた数値目標の設
定としている。

《鹿児島，南薩，北薩，姶良伊佐，大隅，離島，奄美》
【目標】各港において施設の長寿命化計画の策定及び対策を行う。
　　　　［長寿命化策定］
【指標】長寿命化計画の策定率を算出
　　　　「長寿命化計画策定率」＝（評価年度における長寿命化計画を策定した施設数／長
　　　　寿命化計画を策定する全施設数）×100（％）
【目標値】
　鹿児島　《H22現況》 43％　　《H24末》100％　《最終》　100％
　南薩　　《H22現況》 71％　　《H24末》100％　《最終》　100％
　北薩　　《H22現況》 62％ 　 《H24末》 88％　《最終》　100％
  姶良伊佐《H22現況》  0％　　《H24末》100％　《最終》　100％
  大隅　  《H22現況》 22％　　《H24末》 86％　《最終》　100％
  離島　  《H22現況》 26％　　《H24末》 97％　《最終》　100％
  奄美　　《H22現況》 34％　　《H24末》 95％　《最終》　100％

H24

・社会資本総合整備計画「県都鹿児
島市を中心とした物流機能向上によ
る交流拠点かごしまの形成」等にお
いて設定した成果目標に準じる。
・社会資本整備総合交付金を活用し
た事業の効果も含めた数値目標の設
定としている。

社会資本整備に関す
る事業

社会資本整備に関す
る事業

H26 H24

20 H26

21 H26

23

22



番号 達成予定
年度

中間評価
年度 参照情報対応事業成果目標

24 H26 H24 社会資本整備に関す
る事業 【H23】G2-5(No101） 平成24年度事業実施なし

【H23】G2-1(No120)

【H24】：G2-1(No264)

【H23】G2-3(No119)

【H24】G2-3(No263)

27 H28 ― 社会資本整備に関す
る事業 【H24】G2-3(No88)

【H23】
G3-1・G3-11(No133～158,
311,313)

【H24】
G3-1・G3-10(No112～137,
139～142)
【H24予】
G3-10(No1～7)

【H23】
G3-1・G3-11(No133～158,
311,313)

【H24】
G3-1・G3-10(No112～137,
139～142)
【H24予】
G3-10(No1～7)

社会資本整備に関す
る事業

社会資本整備に関す
る事業

【目標】港湾を訪れる県民等に開かれたウォーターフロントの形成を図るために，港湾にお
　　　　ける緑地等を整備する。
 
【指標】緑地施設等の整備面積　Ａ＝13.7hａ

《奄美》
【目標】各港において耐震強化岸壁等の整備により，大規模災害時に緊急物資の輸送が確保
　　　　される背後圏の人口数を拡大する.［災害に備えた施設整備］
【指標】大規模災害時に緊急物資の輸送が確保される背後圏の人口の拡大
　　　　各港耐震強化岸壁等の施設整備による緊急物資の輸送が確保される背後圏の人口数
　　　　を算出。
【目標値】　《H22現況》　0　　《H24末》　0　《最終》　5,200人/ﾊﾞｰｽ

H24

・社会資本総合整備計画「島内各離
島間，県本土県際間の連携強化によ
り人・物が活発に行き交う快適で活
力ある奄美地域の形成」において設
定した成果目標に準じる。
・社会資本整備総合交付金を活用し
た事業の効果も含めた数値目標の設
定としている。

26

《奄美》
【目標】各港において防波堤の整備により異常時に避難係留可能な 係船岸の増加を図る。
　　　　［利便性向上のために改良］
【指標】現地調査及び利用者聞き取りにより異常時の避難係留可能隻数を算出する。
【目標値】《H22現況》30隻　《H24末》30隻　《最終》45隻（50％増）

H26 H24

・社会資本総合整備計画「島内各離
島間，県本土県際間の連携強化によ
り人・物が活発に行き交う快適で活
力ある奄美地域の形成」において設
定した成果目標に準じる。
・社会資本整備総合交付金を活用し
た事業の効果も含めた数値目標の設
定としている。

H24

・社会資本総合整備計画「鹿児島県
全域における総合的な浸水対策と土
砂災害対策の推進」において設定し
た成果目標に準じる。
・社会資本整備総合交付金を活用し
た事業の効果も含めた数値目標の設
定としている。
≪H23との変更点≫
H26：51.5％→51.6％

平成4年度から平成22年度までの間に床上浸水被害を受けた家屋のうち，被災時と同程度の
出水で，依然として床上浸水被害を受けるおそれのある家屋を，Ｈ22：831戸からＨ26：639
戸に減少。

H26 H24 ≪H23との変更点≫
H22：677戸→831戸
H26：493戸→639戸

H26時間60mm相当の降雨によって起こる浸水被害の解消が図られる区間の割合を，Ｈ22：48.4％
からＨ26：51.6％に向上。

社会資本整備に関す
る事業

社会資本整備に関す
る事業

《大隅》
【目標】環境学習の場と港湾緑地の整備により，環境意識の向上と自立
        の社会づくりを目指す。［港湾周辺地域の活性化］
【指標】みなと環境美化活動の参加人員を調査する。
【目標値】　《H22現況》　700人　《最終》　1000人（43％増）

28

29

H26

25



番号 達成予定
年度

中間評価
年度 参照情報対応事業成果目標

30 H26 H24 社会資本整備に関す
る事業 【H23】G3-4 平成24年度事業実施なし

【H23】G3-11(No159)

【H24】G3-10(No138)

32 H25 ― 社会資本整備に関す
る事業 【H24】G3-10(No143)

【H23】
G4-1・G4-3・G4-4・G4-5

【H24】
G4-1・G4-3・G4-4

【H23】
G3-8・G3-10
G3-11(No160～209,213,
214,216～219,224～239,
242～245)

【H24】
G3-7(No144～151,181,
233,288)・G3-8
G3-9(No184～186,250)
G3-10(No152～174,178,
179,182,183,187～192,
196～199,234～249,251
～258,289,290)
【H24予】
G3-10(No8～11)

【H23】
G3-11(No210～212,240,
241)

【H24】
G3-10(No175～177,193～
195)

社会資本整備に関す
る事業

社会資本整備に関す
る事業

H24

・社会資本総合整備計画「鹿児島県
全域における総合的な浸水対策と土
砂災害対策の推進」において設定し
た成果目標に準じる。
・社会資本整備総合交付金を活用し
た事業の効果も含めた数値目標の設
定としている。

防災担当者や地域住民向けへの情報提供及び警戒避難体制を支援する河川監視カメラを，0
基から12基整備。 H26 H24

防災担当者への情報提供及び住民の警戒避難体制の強化を図る水位観測局を，0局から6局整
備。

高潮，海岸侵食，津波による浸水，侵食想定区域面積を287.7ha(H22)から63.2ha(H26)に減
少。 H26

社会資本整備に関す
る事業

H24

・社会資本総合整備計画「鹿児島県
全域における総合的な浸水対策と土
砂災害対策の推進」において設定し
た成果目標に準じる。
・社会資本整備総合交付金を活用し
た事業の効果も含めた数値目標の設
定としている。

≪H23との変更点≫
H22：1,639戸→6,919戸
H26：343戸→3,682戸

【災害時要援護者関連施設の土砂災害警戒区域未指定箇所数】
災害時要援護者関連施設に係る土砂災害警戒区域の未指定箇所数を，339箇所(H22)から0箇
所(H26)に減少させる。

H26 H24

・社会資本総合整備計画「鹿児島県
全域における総合的な浸水対策と土
砂災害対策の推進」において設定し
た成果目標に準じる。
・社会資本整備総合交付金を活用し
た事業の効果も含めた数値目標の設
定としている。

【土砂災害から被害を受けるおそれのある戸数】
砂防堰堤等による土砂災害防止施設の整備により，土砂災害から被害を受けるおそれのある
戸数を，6,919戸(H22)から3,682戸(H26)に減少させる。

H26

社会資本整備に関す
る事業

31

33

34

35

流出抑制効果の高い留貯施設を，Ｈ22：0箇所からＨ26：3箇所整備。



番号 達成予定
年度

中間評価
年度 参照情報対応事業成果目標

【H23】G7-5

【H24】G7-5

37 H26 ― 社会資本整備に関す
る事業 【H24】G1-1(No35～42)

・社会資本整備総合交付金を活用し
た事業の効果も含めた数値目標の設
定としている。

【H23】G9-1

【H24】G9-1

39 H25 － 環境保全施設整備に
関する事業 【H24】H1

鹿児島県動物愛護管理推進計画
http://www.pref.kagoshima.jp/ae0
9/kenko-fukushi/yakuji-
eisei/dobotu/aigo/documents/doua
isuisin.pdf

40 H27 － 社会資本整備に関す
る事業 【H24】G3-6

社会資本整備に関す
る事業

・運用中である川辺ダムにおいて，管理用水力発電設備の整備を行い，余剰電力を売電す
る。（平成27年度運用開始）
・一般家庭約6,100世帯分の年間消費量を発電予定。
・再生可能エネルギーによる発電に伴い，年間約8,500トンのCO2を削減できる（森林面積
約4,000haの炭素吸収量に相当）

―

・社会資本総合整備計画「県立都市
公園の整備による良好な居住環境の
形成」において設定した成果目標に
準じる。
・社会資本整備総合交付金を活用し
た事業の効果も含めた数値目標の設
定としている。

【目標】良質な住宅・宅地ストックの形成
【指標】
　・最低居住面積水準未満世帯の割合
　　　（住宅・土地統計調査）中間目標値：3.8% → 達成目標値：3.5%
　・公営住宅の最低居住面積水準未満世帯の割合
　　　（住宅土地統計調査）中間目標値：5.9% → 達成目標値：2.7%
　・住宅のバリアフリー化率
　　　（住宅土地統計調査）中間目標値：6.1% → 達成目標値：6.9%
　・公営住宅のバリアフリー化率
　　　（個別調査）中間目標値：19% → 達成目標値：21%
　・誘導居住面積水準達成世帯の割合
　　　（住宅土地統計調査）中間目標値：60% → 達成目標値：62%
　・住宅及び住環境に対する満足度
　　　（住宅需要実態調査）中間目標値：80% → 達成目標値：81%
　・住宅の耐震化率
　　　（住宅土地統計調査）中間目標値：82% → 達成目標値：87%

H26 ―

・「鹿児島県住宅・住環境整備計画
地域住宅計画鹿児島県全地域(第２
期)」の目標・指標に準じる。
・社会資本整備総合交付金を活用し
た事業の効果も含めた数値目標の設
定としている。

【目標】
都市内道路の整備計画区間における走行時間損失をＨ２６末までに５０％削減目標
【定量指数】
「走行時間損失の削減割合」＝（評価時における走行時間損失/現況（Ｈ２２）における走
行時間損失－１）×100（％）

（他事業との総合効果により目標を達成する）

県内すべての県立公園（８公園）の公園施設長寿命化計画の策定を完了する。 H24

社会資本整備に関す
る事業

36

38

・「人と動物が共生できる地域社会の実現」を目指し，人と動物のふれあい共生活動を支援
　する拠点施設の整備を行う。（平成25年度運営開始）
・動物愛護思想や犬・ねこの適正飼養に関する啓発を行い，保護した犬ねこの返還や新たな
　飼い主への譲渡を推進することで処分される犬ねこの数を減少させる。
　（平成18年度 7,328頭→平成29年度目標 半減）


	H24成果目標

