
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 環境生活部自然保護課 課長名 庄 司 英 実 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

自然環境の保全と生物多様性の確保を推進し、県民が自然の豊かさを享受できる自然公園等の適正な維持管理や、

人と野生鳥獣の共存等、多様な自然環境を保全する施策を通じて貴重な自然を将来の世代に引き継いでいきます。 

２ 施策の概要 

施策名 多様な自然環境の保全 
施策 
コード

４ － ０ ４ ０ ４

アクションプラン 
における位置付け 

２６ 良好な自然環境の保全 
戦略２ 観光立県千葉の実現 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
千葉県環境基本計画、千葉県自然環境保全基本方
針、各公園計画書、首都圏自然歩道整備計画、第 9
次鳥獣保護事業計画、特定鳥獣保護管理計画 

関係
課名

衛生指導課、環境政策課、観光課、生
産振興課、（教）指導課 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

自然環境保全地域等の指定及び拡大 

２８地域 

1,956ヘクタール 

（１７年度） 

関係者の合意を得る

べく折衝を行います 

（１８年度） 

２８地域 

1,976ヘクタール 

（１９年度） 

現地地権者及び市町

村との調整が未了 

（１８年度） 

Ｂ

自然公園利用者数 
944,350人 

（１５年度） 

増加を目指しま

す。（毎年度） 

680,865人    

（１８年度） 
Ｃ

野生鳥獣の保護管理 

（ニホンザル・ニホンジカの生息数） 

ニホンザル  

４，７００頭 

（１５年度） 

ニホンジカ 

 ３，２００頭 

（１６年度） 

ニホンザル 

 ４，００６頭 

（１８年度） 

   ２，０００頭 

（２３年度） 

ニホンジカ 

 ２，９２４頭 

（１８年度） 

１， １８５頭 

（２３年度） 

ニホンザル  

４,１００頭

ニホンジカ 

 ４,０６６頭

 

（１８年度） 

Ｂ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

自然環境保全地域等の指定・拡大については、地権者の同意を必要としているため、地権者

の理解と協力が不可欠です。 

 野生鳥獣の保護については、生態系における種の保存と農作物被害への対応という相反する

要因があり、両者の調整が困難になることがあります。 

目標の 

達成状況総括 

 多様な自然環境の保全の実現に向けて、概ね順調に進んでいます。 

  県の取組みについては、①自然環境保全地域の指定については、理解が得られるよう意見交

換を行っており、指定拡大予定地域については、地元市の協力により、一部を除き指定予定区

域を確認できましたが、公図の不備等により区域の設定が難しく、進捗が遅れています。②自

然公園利用者数については、天候不順等の要因により目標を達成することができませんでした。

③特定鳥獣（ニホンザル、ニホンジカ）の捕獲数は、目標数を達成し、イノシシは被害の急増

により市町村への支援を増やしたため、捕獲数も倍増し、一定の成果を挙げることができまし

た。 

 



３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

283,439 335,817 
金額

268,986 295,869 

7.5 7.5 
Ⅰ 

（自然環境の保全や生物多様性の確保） 

本県に残された優れた自然は、県民にとってかけがえのない

財産であり、自然環境の保全や生物多様性の確保を図るた

め、自然環境保全地域等の指定・拡大、外来種対策の実施等

各種事業を推進します。 
人員

7.5 8.3 

154,788 147,155 
金額

152,635 151,216 

5.6 6.0 Ⅱ 

（優れた風致景観の保全） 

 優れた自然の風致景観等を有する自然公園は、県民にとっ

てかけがえのない財産であり、その優れた風致景観の保全に

取組みます。さらに県民ニーズの高い自然志向等を踏まえ、

身近な自然とふれあえる場として遊歩道等の再整備を図り

ます。 

人員
5.6 6.2 

121,259 168,364 
金額

119,648 146,910 

8.4 9.0 
Ⅲ 

（人と野生鳥獣の共生） 

 自然構成上、重要な要素の一つである野生鳥獣は、豊かな

自然環境を形成し、同時に人々の生活環境に欠くことのでき

ない存在です。このため、人と野生鳥獣との共生を目指し、

適正な保護と管理に取り組みます。 
人員

8.4 9.0 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

Ⅰ 地域固有の生態系保全対策 

外来種検討委員会開

催 

アカゲザルの流動域

調査 

ミヤコタナゴ保護増

殖事業の実施 

（１７年度） 

外来種リスト（植物）

の検討（１８年度） 

外来種リスト（植物）

完成（１９年度） 

緊急性のあるアカゲ

ザルの駆除開始（１８

年度） 

ミヤコタナゴ保護増

殖事業の実施 

（18年度） 

外来種リスト（植

物）の検討について、

進捗が遅れている。 

アカゲザルについ

ては、防除実施計画を

策定し、確認申請中 

捕獲頭数は24頭 

ミヤコタナゴ保護

増殖事業の実施 

（18年度） 

Ｂ

国定公園施設等の再整備 

（遊歩道の転落防止柵の取替え

［Ｌ=500ｍ］） 

― 

転落防止柵の取替え 

Ｌ=150ｍ 

（１８年度） 

転落防止柵の取替え 

Ｌ=500ｍ 

（２２年度） 

転落防止柵の取替え 

Ｌ＝172ｍ 

（１８年度） 

Ａ

Ⅱ 

自然公園施設の管理 

大房岬自然公園施

設等について、市町に

委託してその適正な

管理に努めています。

（17年度） 

大房岬自然公園施設

等について、指定管理

者制度を導入し、適正

な管理に努めます。

（18年度） 

対象となる６施設の

ついては全て指定管

理者制度を導入完了 

（18年度） 

Ａ

特定鳥獣（ニホンザル）の捕獲数 
１,００５頭 

（１６年度） 

９５０頭 

（１８年度） 

１， ０１９頭 

（１８年度） 
Ａ

Ⅲ 

特定鳥獣（ニホンジカ）の捕獲数 
９４１頭 

（１６年度） 

１，０８０頭 

（１８年度） 

１， １４６頭 

（１８年度） 
Ａ

 



４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

（自然環境の保全や生物多様性の確保） 

自然環境保全地域等の指定にあたっては、地権者等の同意を得ることが困難となっています。 

（優れた風致景観の保全） 

首都圏自然歩道等の施設の老朽化が進み、維持修繕の費用が増加傾向にあります。 

（人と野生鳥獣の共生） 

生息数の調整にあたり、「シカの狩猟解禁」を実施しましたが、事故防止対策等が今後の課題となりま

す。 

今後の 

施策展開 

（自然環境の保全や生物多様性の確保） 

自然環境保全地域等に指定することが相当と認められるものについて、引続き地権者等の理解を得な

がら順次指定を進めてまいります。生態系等に悪影響を与える外来種の対策を進めるために、外来種対

策検討委員会において、外来種リストの作成及びその対策を検討いたします。なお、アカゲザル等緊急

を要する外来種にあっては、生息調査を実施し、数年後の全頭駆除を目指して防除を開始します。 

（優れた風致景観の保全） 

許認可事務を通じて、自然公園等の優れた自然の風致景観の保全に努めるとともに、自然公園施設等

利用施設の管理については平成１８年度から指定管理者制度を導入しますが、今後は、この制度を活用

することにより、より一層その効率化を図ります。 

（人と野生鳥獣の共生） 

野生鳥獣の適正管理を進めるに当たり、財政面の制約から十分な捕獲頭数に至らず、農作物被害への

対応が十分なされていない面がありますが、野生鳥獣の生息数の適正管理を進めることにより、人と野

生鳥獣との共生を図ります。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

（優れた風致景観の保全） 

大房岬自然公園施設ほか５施設の自然公園施設等については、指定管理者制度を導入します。 

（人と野生鳥獣の共生） 

外来種対策のうちアカゲザルに関しては、地域固有の生態系保全の観点から、ニホンザルとの交雑

防止をすべく対策の緊急性が高いため、１７年度に実施した流動域調査の結果をもとに、１９年度ま

でに根絶させることをめざして駆除することとしています。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・千葉県環境審議会自然環境部会・鳥獣部会

合同部会開催 

・環境影響評価専門委員会開催 

・指定管理者制度の導入 

・アカゲザル調査及び捕獲（通年） 

・特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）策定

検討会開催 

・ニホンザル等の捕獲開始 

・愛鳥作品コンクール 

４月 

～６月

 

 

 

・指定管理者制度の導入 

 

・特定鳥獣保護管理計画（ニホンザル・ニホンジ・

カ）策定検討会開催 

・ニホンザル等の捕獲開始 

・愛鳥作品コンクール 

７月 

～９月 

・千葉県環境審議会自然環境部会・鳥獣部会

合同部会開催 

・千葉県環境審議会鳥獣部会開催 

・外来種対策検討委員会 

・自然保護指導員講習会 

７月 

～９月

・アカゲザル防除実施計画策定検討会開催 

・県の野生猿生息数調整のための捕獲において

誤射による死亡事故発生 

・千葉県環境審議会鳥獣部会開催 

 

10月 

～12月 

・千葉県環境審議会自然環境部会・鳥獣部会

合同部会開催 

・千葉県環境審議会自然環境部会開催 

・外来種対策検討委員会 

・自然保護図画展 

10月 

～12月

・自然保護指導員講習会 

 

・千葉県環境審議会自然環境部会委員現地視察 

・ アカゲザル防除実施計画策定検討会開催 

・ アライグマ対策検討会開催 



 

１月 

～３月 

・千葉県環境審議会自然環境部会・鳥獣部会

合同部会開催 

・千葉県環境審議会鳥獣部会開催 

・県立九十九里自然公園車両乗入防止対策連

絡会議開催 

・カミツキガメ防除計画策定 

・特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）策定

検討会開催 

・サギ類生息状況調査実施 

１月 

～３月

・千葉県環境審議会自然環境部会開催 

 

・千葉県環境審議会鳥獣部会開催 

・県立九十九里自然公園車両乗入防止対策連絡会

議開催 

・特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）策定検討

会開催 

・アカゲザル防除実施計画策定 

・サギ類生息状況調査実施 

・誤射事故を受け「銃の使用による捕獲事業の安

全対策指針」を策定 

５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ 自然環境の保全や生物多様性の確保 

指定を目標とした小櫃川河口域については、漁業協同組合と引続き意見交換を行っていくこと

を確認しました。また、地蔵堂・藪化石帯自然環境保全地域の指定拡大予定地域については、化

石露頭地点へのルートが発見でき、木更津市の協力により、一部を除き指定予定区域を確認でき

ましたが、公図の不備等により区域の設定が難しく、進捗が遅れています。 

  外来種対策としては、環境省のカミツキガメ捕獲マニュアル作成に貢献し、外来種（動物）の

現状と対策（案）の検討を進めました。 

Ⅱ 優れた風致景観の保全 

許認可事務を通じて、自然公園等の優れた自然の風致景観の保全を図りました。 

また、望ましい指定及び管理運営のあり方を検討するため、平成１８年度に保全と利用に係わ

る調査を実施しました。今後は調査を踏まえ、自然公園のあり方について検討していきます。 

さらに、自然公園施設等利用施設の管理については、大房岬自然公園施設等５施設の指定管理

者制度を導入し、より一層その効率化を図りました。 

Ⅲ 人と野生鳥獣の共生 

 野生鳥獣の適正な保護管理のため、ニホンザル及びニホンジカについて、特定鳥獣保護管理

計画のもと関係者の合意を得て捕獲を実施していましたが、８月に県の事業実施中(サル)に誤射

による死亡事故が発生し、県事業はサル・シカとも中止となりました。本年度は、市町村の捕獲

事業が主体となりましたが、サル・シカについては目標を達成し、イノシシは被害の急増により

市町村への支援を増やしたため、捕獲数も倍増しました。 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項 

Ⅲ 人と野生鳥獣の共生 

県ではこの事故を受け、次年度以降の事業の方向性を検討し、また、二度とこのような痛まし

い事故が発生しないように「銃の使用による捕獲事業の安全対策指針」を取りまとめました。 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

残された 

課題 

Ⅰ 自然環境の保全や生物多様性の確保 

  生物多様性国家戦略が策定されているが、絶滅危惧種や外来生物等の現状が改善されないこと

や本県の実態にあった施策展開が必要なことから、生物多様性の保全・再生等に関する施策の方

針と取組を示す「（仮称）生物多様性ちば県戦略」を策定することとし、平成18年度は、タウン

ミーティングを開催するとともに専門委員会において検討を進めてきました。 

今後は、より幅広い県民の意見や専門委員会の提言等を踏まえて策定するとともに具体的な施

策の展開について検討を進める必要があります。 

外来種対策については、（仮称）生物多様性ちば県戦略を受けた総合的な外来種対策の検討及

び個別対策の検討をしていく必要があります。 

自然環境保全地域の指定にあたっては、地権者等利害関係者の理解が得られるよう今後も引き

続き意見交換等を行っていく必要があります。 

Ⅱ 優れた風致景観の保全 

自然公園の望ましい指定及び管理運営のあり方を検討し、自然公園計画の見直しを行う必要が

あります。 

また、首都圏自然歩道等の施設の老朽化が進み、維持修繕の費用が増加傾向にあります。 

Ⅲ 人と野生鳥獣の共生 

 平成１９年１月に設置された「千葉県野生鳥獣対策本部」により、地元住民・市町村・県・

関係機関が連携を持って被害対策を実施していく必要があります。 

  また、ニホンジカ・カワウ等については国の取扱いの変更が予定されており、適正な対応が

必要です。 



方向性 

 Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

課題への 

対応策 

Ⅰ 自然環境の保全や生物多様性の確保 

  （仮称）生物多様性ちば県戦略については、県民会議を立ち上げる等幅広く県民の意見を聴い

た上で、専門委員会からの提言等を踏まえて策定するよう努めます。 

また、戦略の策定を受けて、稀少種の保護等に関する条例の制定等具体的な施策の展開を図る

ための検討を進めます。 

外来種対策については、「（仮称）生物多様性ちば県戦略」を受け、効果的な外来種対策に向け

た検討を進めるとともに、緊急性の高い特定外来種、アカゲザル、カミツキガメ、アライグマ、

キョンについて計画的な防除を実施します。 

また、専門家からなる外来種対策（植物）検討委員会において、外来種対策基本方針の検討を

進めます。 

自然環境保全地域の指定にあたっては、指定に伴う各種規制等について地権者や地域住民等に

丁寧な説明をし、地元市町村と連携し、地権者等利害関係人の理解が得られるよう努めます。 

Ⅱ 優れた風致景観の保全 

 平成１８年度に実施した自然公園の保全と利用に係る調査結果を踏まえ、国及び県の各施策と

整合を図りながら、平成１９年度内に自然公園計画の見直しを行います。 

また、施設の総点検を実施し、緊急性の高い施設から計画的・段階的に補修または再整備を

実施します。なお、予算措置については、自然環境整備交付金の充当を検討します。 

Ⅲ 人と野生鳥獣の共生 

「千葉県野生鳥獣対策本部」については、捕獲のプロジェクトリーダーとして、安全の確保を

前提に引き続き科学的知見を蓄積し、既存の計画を基にして個体数の調整により被害の軽減を

目指します。 

特にシカについては、関係者の合意を得て個体数の調整を図っていきます。また、サルについ

てはテレメーター（電波発信機）装着個体を増やし、群れの遊動域の把握に努めます。 

カワウについては、広域指針を基本として、近県と連携した対策を進めていきます。 

 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

生物多様性ちば県戦略の策定及び策定後の具体的な施策の展開にあたっては、農林水産部等、関係他部局との連携

を十分図り、全庁的に、戦略的に進めること。 

野生鳥獣対策については、保護と管理のバランスが取れた施策の推進が課題。野生鳥獣対策本部の方針や鳥獣保護

に関する計画の整合を図りながら進めること。 

 


