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     １．開  会 

 

司会  定刻前ではございますが、皆様お揃いになりましたので、ただいまから、千葉県環境審

議会自然環境・鳥獣合同部会を開催いたします。 

    私は、本日の進行を務めます県自然保護課副課長の川嶋でございます。よろしくお願い

いたします。 
    なお、会議の公開でございますが、千葉県環境審議会運営規定第９条の規定により、公

開ということで進めさせていただきます。 
    次に委員の紹介ですが、お手元に委員名簿、座席表をお配りしてございますので、こち

らで代えさせていただきます。 

    なお、本日欠席の委員は、小野田委員、野宮委員、安田委員、安室委員でございます。 

    合同部会の委員数 18 名のところ 14 名の出席をいただいておりますので、千葉県行政組

織条例第 33 条第 7 項の準用規定により本合同部会が成立していることを報告いたします。 

    なお、お手元にお配りした資料の確認をさせていただきます。 

     ・議案の「生物多様性ちば県戦略（案）｣ 

     ・生物多様性ちば県戦略（案）概要 

     ・「生物多様性ちば県戦略（案）｣策定に係る検討状況 

     ・１号から７号までの「生物多様性ちば ニュースレター」 

     ・意見の記載様式 

     ・諮問書の写し 

     ・委員名簿 

    それから、一覧にはございませんが、本日の新聞記事のコピーです。生物多様性ちば県

戦略（案）ができまして、本日からパブリックコメントを開始するという内容と、県環

境基本計画の答申がなされたという内容になっております。 

    それともう一つ、今後、環境審議会関係の開催が予定されていますので、１月、２月に

かけての開催の予定表をお配りいたしました。 

 

     ２．会長あいさつ 
 

司会  それでは、本日は審議会の田畑会長がいらしておりますので、開会に先立ちまして田畑

会長からご挨拶をお願いいたします。 

田畑会長  皆さん、おはようございます。 

    きょう、ご案内のように、「生物多様性ちば県戦略」ということでご審議いただくわけ

ですが、実はこのタイトルについては、時間を大分かけて十二分に検討されてきたという

ことで、またタウンミーティングも回数を重ね、あるいは専門委員会からの提案も受け、

それを事務局側で行政側の内容も踏まえて、鋭意きょうのお手元の資料になっているとい

うことかと思います。時間が非常に少のうございますので、十二分に審議があるいはでき

ないかと思いますが、パブコメできょうから流しておりますし、皆さんも、きょうのお話

を受けて、少し時間を置いてまたいろいろ提案していただくという機会があるかと思いま
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すので、内容が非常に多岐にわたっておりますので、説明するほうの事務局も大変かと思

いますが、十分説明していただいて、それで質疑その他を行って、次回に審議をしたいと

思っております。きょう一遍で終えていただけるならばそんないいことはないわけですが、

そうはいかないと思いますので、よろしくご協力のほどをお願いしたいと思います。 

    それにしても、生物多様性戦略をつくるのは千葉県は日本の自治体の中では早いほうだ

と思いますが、そういう意味では千葉県から発信する話になるかと思いますので、十二分

に審議をお願いしたいと思います。 

    ご挨拶はこの程度にさせていただいて、即座に内容に入っていきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 
     ３．部長あいさつ 
 

司会  ここで、県の市原環境生活部長から一言ご挨拶を申し上げます。 

市原環境生活部長  おはようございます。環境審議会自然環境・鳥獣合同部会に、先生方には

お忙しいところをご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 

    ただいま田畑先生からもお話ございましたように、本日は議題として「生物多様性ちば

県戦略」を提出させていただきました。今、先生にも触れていただきましたが、全国で地

方レベルでは最初の生物多様性県戦略というものでございます。国は第３次のものが昨年

秋に決定されておりますが、地方レベルでの取組ということでは、千葉県が最初の取組で

ございます。 

    本戦略につきましては、一昨年になりますが、９月に県庁の自然保護課内に専門の組織

を立ち上げまして、検討のスタートをしたわけですが、翌年の 10 月からは、動物、植物、

自然公園などの学識経験の先生方にお集まりいただきまして、昨年の７月まで８回にわた

り専門的な知見からご検討いただきました。また、県民の参画として、一昨年の 10 月か

ら県民主催によるタウンミーティングを県内各地で 20 回開催いたしました。さらに、今

年度に入りまして、県の戦略に政策提案を行う目的で「ちば生物多様性県民会議」が立ち

上がりました。その中で 32 のテーマごとに検討いただいているところでございます。昨

年 10 月に、これら二つの専門委員会とタウンミーティング、双方から提言をいただいた

ところでございます。これらを基にして、県として策定作業を進めてまいりました。この

たび県としての案がまとまりましたので、本合同部会に諮問させていただいた次第でござ

います。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

    なお、田畑先生にも触れていただきましたが、パブリックコメントを実施しております。

来月の 2 月 15 日までを予定しております。これらの意見を踏まえて、私ども、次回、再

度ご審議をいただく心づもりでおります。それを踏まえてまたご答申をいただいた上、で

きるだけ早い時期に成案をまとめ、実施に移してまいりたいと考えております。 

    本日はよろしくご審議いただきますとともに、いろいろご助言、ご審議をいただければ

と存じております。よろしくお願いいたします。 

司会  これからの議事の進行ですが、本日は、自然環境部会と鳥獣部会の合同部会ということ

で、審議会会長の田畑様に議事の進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

田畑会長  それでは、そういうことで指名でございますので、進めたいと思います。 
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     ４．会議録署名人の指名 
 

田畑会長  最初に、会議録の署名人の指名ですが、 

       畠 瀬 委員 

       三 浦 委員 

   よろしくお願いいたします。 

 

     ５．議案審議 

 

       生物多様性ちば県戦略について 

 

田畑会長  それでは、早速ですが、議案の説明をよろしくお願いいたします。 

庄司自然保護課長  戦略案の策定の経過及び戦略の概要、全体構成について説明申し上げます。 

    まず、策定経過についてですが、お手元の資料「『生物多様性ちば県戦略（案）』策定に

係る検討状況」をご覧ください。 

    今回の生物多様性戦略策定に向けましては、大きく二つの流れがございました。先ほど

部長の挨拶にもございましたとおり、一つは専門委員会、二つ目として県民主体の動きで

ございます。 

    まず、「（仮称）生物多様性ちば県戦略」専門委員会が、平成 18 年 10 月に設置されまし

た。委員は、動植物の生態や自然公園などを専門分野とする学識経験の先生方でいらっし

ゃいまして、別紙１に名簿がございます。本日お集まりいただいた委員の皆様方の中でも、

原先生、吉田先生、親泊先生にご参加いただいたところでございます。 

    特徴的なのは、県民主体の動きであるタウンミーティングに関わった方にオブザーバー

として参加していただいたことです。田畑先生には当初からご参加いただきました。また、

毎回、傍聴者からの意見も求めるなど、開かれた審議がなされたところでございます。 

    第１回を平成 18 年 10 月 16 日に開催し、その後、昨年の 7 月までの間、８回にわたっ

て開催されました。検討の内容は、生物多様性に関する理念・現状認識、そして課題抽出、

さらには保全・復元の方法の検討、また対策・体制の検討などを行っていただいたところ

です。そして提言を 10 月 15 日にいただきまして、その概要は別紙２にお示ししたとおり

です。 

    次に、二つ目の流れ、県民主体の動きですが、こちらは、県民、ＮＰＯ自らが企画運営

する地域ごとの実行委員会によりタウンミーティングが開催されました。その時期は、平

成 18 年 10 月から 12 月まで 20 回にわたり開催されました。開催状況は別紙３のとおりで

す。千葉や東葛地域を中心に県内各地で開催されております。これらの 20 回を通して

1,282 名の方々にご参加いただいたところです。そして総括大会として、12 月 23 日には

中央博物館において、これまでのタウンミーティングの報告、論点整理を行うとともに、

パネルディスカッションを実施したところです。タウンミーティングでの意見としては、

里山の保全、農林漁業への支援・活性化などがございました。 

    その後、この県民会議の動きは、３にございますが、「ちば生物多様性県民会議」へと
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つながっていきました。昨年の５月にこの県民会議が立ち上がりまして、９月までの間に

４回開催されました。タウンミーティングのより進化したものと言えると思います。具体

的には、県民会議を構成する戦略グループ会議ということで、32 のグループで５月から

９月までの間で 36 回開かれております。1,124 名の方々にご参加いただきました。そし

て提言を取りまとめていただきました。その概要は別紙５のとおりでございます。 

    10 月 15 日、この日は専門委員会が設置されてからちょうど１年目に当たる日ですが、

この日に、県民会議と専門委員会からの提言と合わせて二つの提言が同時に知事に手渡さ

れたところでございます。 

    このほか、県庁内におきましては、庁内連絡調整会議ということで、関係 40 課からな

る連絡調整のための会議を６回開催しております。この会議の中で、専門委員会の中での

議論、そしてまた県民会議での議論の状況を逐次報告し、また意見交換を行ったところで

ございます。 

    10 月 15 日に二つの提言をいただいたわけですが、その後、この二つの提言の融合を図

るべく原案づくりに努めてまいりました。その後、庁内各部局とも協議・調整を重ねまし

て、そして本日、お手元にお配りしている「生物多様性ちば県戦略（案）」という形でお

諮りする運びとなったわけでございます。 

    次に、「生物多様性ちば県戦略」の概要、そして全体構成について説明申し上げます。 

    別紙をご覧いただくとともに、本体戦略（案）をあわせてご覧いただけるとありがたく

存じます。 

    「生物多様性ちば県戦略（案）」の概要ですが、「生命（いのち）のにぎわいとつながり

を子どもたちの未来へ」という副題を付けております。これは、千葉県の豊かな生物多様

性の恵みを次の世代を担う子どもたちにきちんと引き継いでいこうという思いを表現した

ものでございます。この「生命（いのち）のにぎわいとつながりを子どもたちの未来へ」

という副題は、第４章にございますが、理念そのものとなっております。この理念のもと

に策定された千葉県戦略ですが、６章から成り立っております。 

    まず第１章ですが、「策定に当たって」ということで戦略策定の趣旨を記しております。 

    地球は水の惑星、あるいは奇跡の惑星とも呼ばれております。生物多様性は、生態系を

通して私たちにさまざまな資源や安定した生活環境をもたらしており、私たちの生活・文

化の基盤と言えるものです。この千葉県の豊かな生物多様性を未来に引き継ぐため、地球

温暖化と生物多様性を一体的なものとしてとらえ、県民と連携し、生物多様性の保全・再

生、持続可能な利用に総合的に取り組むために、今回、その道筋を総合的・実践的な対策

としてこの戦略としてまとめたものでございます。 

    そして、「生物多様性とは」ということで、生物多様性とは何なのかということであり

ます。それは、約 40 億年に及ぶ生命進化を経た生物の状態を表し、遺伝子レベル、個体

レベル、生物と環境がつくる生態系レベルまでを包括する変異・変化であると言われてお

ります。 

    本体の４ページをご覧いただきますと、下のほうに「生物多様性にかかわる国際的な理

解や保護、利用に関する取り決めを示した生物多様性条約では、生物多様性とは『すべて

の生物の変異性とし、種内、種間、生態系の３つのレベルに区分される』としております。

このように生物多様性は、遺伝子から、種、そして生態系に至るあらゆるレベルの生物の
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変異・変化を示す概念です」と記してございます。 

    次に６ページ、こちらは生物多様性の価値と利用について記しております。 

    生物多様性の価値と利用の可能性について、資源、環境、精神、指標の観点から整理し

てございます。「・」の見出しをご覧いただければと思います。 

    まず資源としては、食料・燃料、生活用品、農林水産物等がございまして、日常生活に

は欠かせません。いわば人間生活は資源としての生物多様性に支えられていると言えると

思います。 

    次に環境としては、大気、水、土壌、地形の安定がございます。生物多様性は、このよ

うに、気候や地理、地形とのかかわりによって物質や水が循環する生態系を形成し、人の

生存基盤として多様で安全・安定した環境をもたらしております。 

    次は精神面でのかかわりです。こちらでは、感性、安らぎ、信仰、教育、文化芸能等が

ございます。いわば人の心に豊かな精神をもたらすものこそ生物多様性であり、人間形成

や子どもたちの教育とも大きなかかわりを持ちます。 

    最後に指標の観点からは、生物指標、環境モニタリング等、いわば人間以上に敏感に環

境変化をキャッチし情報を提供してくれる指標としての生物多様性があるということでご

ざいます。この利用は、特に環境モニタリングには必要不可欠となっております。 

    次に８ページ。 

    こちらでは、生物多様性と生態系の危機について記してございます。 

    第１センテンスの下から２行目ですが、「人間の影響で生物多様性が損なわれる大きな

原因は次の４つに整理されます」ということで、一つは「自然の破壊・生物の捕獲や盗掘

による危機」であり、二つ目としては、ごみや廃棄物、有害化学物質などによる環境の汚

染や、外来生物の侵入よる危機でございます。そして三つ目は、遷移の進行あるいは人為

管理の衰退による危機。ページをめくって、四つ目としては、地球温暖化そして異常気象

による危機ということが言えるかと思います。ここは読ませていただきますが、「人間活

動の文明化、都市化にともなう森林破壊および化石燃料の大量使用は、廃熱やＣＯ２など

の温室効果ガスを増大させ、地球規模での温暖化をもたらしています。」、少し飛びますが、

「生態系の安定性・恒常性は、生物種間のさまざまな関係性のバランスとそのリズムの上

に成り立っています。たとえ小さな生物でもその消失は他の多くの生物に影響し、またそ

の小さな消失の積み重ねがあるレベルに達すれば必ず生態系全体の崩壊につながります。

そしてこのような生物多様性の劣化および生態系機能の衰退は、私たち人間にとっての危

機、すなわち『自然資源・環境への危機』および『人の健康や文化への危機』に及んでい

く」と記してございます。 

    以上、生物多様性の価値と利用、そしてその危機についてまとめますと、大きな判

（「概要」）のボックスに書いてございますが、食料等の供給や気候等の調節、レクリエー

ション等の心の安らぎを受けている、しかしながら、現在、劣化、衰退の状況にあるとい

うことで、小さな消失は大きな崩壊（カタストロフィ）につながるということです。 

    次に、本体の 10 ページから 13 ページにかけては、戦略策定の背景が記してございます。

ここは少し詳しく読ませていただきたいと思います。 

    大量生産や大量消費、大量廃棄の経済システムは、私たちに物質的豊かさをもたらしま

したが、一方で地球環境へ大きな負荷を与えた。特に、地球温暖化やオゾン層の破壊、酸
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性雨などの地球環境問題は、国境に関係なく影響を及ぼすため、国連を中心に話し合いが

行われてきた。 

    1972 年には国連人間環境会議（ストックホルム会議）が開催され、ここで「人間環境

宣言」が採択されました。その後、10 年経って 82 年、ここでは国連環境計画管理理事会

特別会合（ナイロビ会議）がございまして、そこで設置された「環境と開発に関する世界

委員会（ブルントラント委員会）」で、将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代の

ニーズを満たす開発ということで、「持続可能な開発」という概念が出されたところです。 

    その後 10 年経ちまして、1992 年のブラジルのリオでの「環境と開発に関する国際連合

会議（地球サミット）」が開催されまして、ここでは「環境と開発に関するリオ宣言」、そ

してまた「アジェンダ 21」などとともに、「生物多様性条約」「気候変動枠組条約」、この

二つの条約が採択されました。そしてその後、国際的には生物多様性と地球温暖化問題は

別々の道筋で進められていきました。 

    本来、生態系と大気・水・土壌などの無機質的な環境は一体的なものであり、生物多様

性と地球温暖化を分けるのではなく、相互に関連づけて一体的なものとしてとらえて対応

していくことが必要であると明記いたしました。 

    まず、地球温暖化に関する国際的な調査・研究ですが、ＩＰＣＣが、昨年、第４次報告

をしました。その中で、地球温暖化は人為起源の温室効果ガスが増えたことが原因である

とほぼ断定しております。 

    一方、生物多様性に関する国際的な調査・研究につきましては、2001 年から 2005 年に

かけての「ミレニアム生態系評価」で、生態系によるさまざまな便益、一つ目が土壌形成

とか１次生産などの基盤サービス、二つ目として食料、淡水、木材、繊維、燃料といった

供給サービス、三つ目として気候調整、洪水制御といった調整サービス、四つ目として心

理的、精神的、教育的な文化的サービス、この四つのサービスが失われつつあるというこ

とが明確に示されております。 

    その後、2006 年には「地球規模生物多様性概況２（アウトルック２）」ということで報

告がございました。これによると、2010 年までに生物多様性の損失速度をグローバル、

地域、国家、それぞれの各レべルで大幅に引き下げるという 2010 年目標というのがある

のですが、この 2010 年目標への進捗状況を評価するため 15 の指標により調べたところ、

15 のうち 12 の指標が悪化しているということで、生物多様性の損失が進行しているとい

うことが示されております。 

    このように、「ミレニアム生態系評価」あるいは「アウトルック２」の評価結果におき

ましても、地球規模での生物多様性は危機的状況である。また、地球温暖化の予測も踏ま

えますと、このままでは私たちの生活を持続的に維持することも困難になり、一刻も早い

対応が必要となるということでございます。 

    わが国におきましては、昨年、第３次生物多様性国家戦略が決定を見たところですが、

この中で、生物多様性の危機として、それまでの人間活動あるいは開発による危機、二つ

目の人間活動の縮小による危機、三つ目の人間により持ち込まれた外来種、化学物質など

による危機、この三つの危機に加えて、逃れることのできない深刻な問題として、地球温

暖化による危機が掲げられているところです。 

    12 ページに移っていただきまして、千葉県は、温暖な気候に恵まれ豊かな生物多様性
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を有しているところですが、都市化の進展による開発や埋立などさまざまな人間活動や、

経済的価値の低下による里山などの管理放棄地の増大、加えましてゴミの不法投棄などに

より、その劣化が進んでおります。それに対して積極的に対策を講じてはいるものの、事

態の好転には必ずしも結びついてはいないということで、生物多様性の保全・再生に向け

た総合的な対策が求められているところです。 

    本県のこの戦略につきましては、千葉県の自然的条件や歴史・文化・生活など社会的条

件を十分に踏まえて策定いたしました。また、その策定の過程においては、先ほど申し上

げましたように、県民の皆様方のご参加をいただき政策提案として「提言」いただくなど、

白紙の段階から多様な主体との連携・協働によって策定を進めてまいりました。 

    今年の７月には、北海道の洞爺湖でＧ８のサミットが開催されます。ここでは地球環境

問題が大きなテーマになることになっております。また、このサミットに先立ち、３月に

は千葉県で「Ｇ20 グレンイーグルズ閣僚級対話」が開催されることなっております。ま

た５月には、兵庫県でＧ８の環境大臣会合も開かれる予定です。 

    13 ページですが、こうした一連の動きの中で、本県の環境施策や生物多様性への取組

を世界に発信する絶好の機会ととらえまして、本戦略の策定や保全に向けた運動を積極的

にアピールしていきたいと考えてございます。 

    また、この後、2010 年に、名古屋市で生物多様性締約国会議（ＣＯＰ10）が開催予定

でございます。この会議では、「2010 年目標」を報告するとともに、その後の目標なども

議論されることとなり、国際的にも注目されるものと思われます。本県における生物多様

性戦略に基づく施策展開が 2010 年目標の達成に貢献できるよう、県戦略の着実な推進を

図ってまいりたいと考えているところです。 

    「生物多様性ちば県戦略（案）概要」のほうですが、「戦略策定の背景」のボックスの

中を読み上げますと、「1992 年地球サミットでの生物多様性条約を受け国内外で取り組ま

れてきたが、危機的状況が深刻化、Ｇ20、Ｇ８サミット、そしてまたＣＯＰ10 に向け地

域から貢献」してまいりますということで、策定に当たっての考え方を示しております。 

    次に第２章ですが、ここでは戦略策定の視点とその手法について記しております。本文

では 14 ページです。 

    「概要」で説明させていただきますが、戦略策定に当たっての３つの視点ということで

３点掲げております。 

    一つ目は、「地球温暖化と生物多様性を一体的にとらえる視点」です。地球温暖化がこ

のまま進むと生物多様性に著しい影響を与えることが予測されています。このため、地球

温暖化と生物多様性を一体的にとらえ、生物多様性の保全と再生に取り組む必要がある。

これが一つ目の視点です。 

    二つ目の視点としては、「多様な人々の生活となりわいの視点」です。これは、生物多

様性の保全を環境問題の一つとしてとらえるのではなく、すべての人々の生活に関わる問

題として考え対応を図るということです。 

    最後３点目の視点としては、県のすべての施策の立案と実施に生物多様性の視点を取り

入れ、バランスのとれた施策の展開を図っていくということです。 

    その下に「戦略策定の手法」ということで記しておりますが、先ほど申し上げましたよ

うに、白紙の段階から県民に参画いただき、協働して政策をつくり上げる千葉方式で策定
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いたしました。また、県内 20 ヵ所でのタウンミーティング、32 のテーマごとのグループ

会議、報告などをまとめた県民会議からの提言、また学識経験者で構成される専門委員会

からの提言を踏まえ、両者を融合する形で策定しました。 

    以上が「視点と手法」です。 

    このあと第３章から第６章については、生物多様性グループの大木から詳しく説明いた

しますが、全体の構成に触れますと、第３章において、「現状と課題」ということで三つ

の切り口、「地球温暖化による影響」「千葉県の自然環境と里山・里海」「千葉県の自然と

人とのかかわりの歴史と文化」ということで整理しております。第４章では、理念と目標、

実現するための期間を明示しております。第５章では、「生物多様性の保全及び持続可能

な利用のための取組」ということで、この章では四つの大きな取組に区分しておりまして、

Ａ３の裏に、「主な取組例」ということで、四つの取組をそれぞれ 12 の戦略によって成し

遂げていこうと整理しております。最後に、資料にはありませんが、第６章では「戦略の

推進」ということで、本体の 84 ページにございますが、ここでは、多様な主体との連

携・協働が必要である、多様な主体と連携・協働しながらどのようにこの戦略を進めてい

くかについて書いてございます。 

    以上でございます。よろしくお願いいたします。 

    第３章以下について、大木からご説明申し上げます。 

大木主幹  引き続き、第３章以降について説明させていただきます。 

    Ａ３のペーパーにございますように第３章「現状と課題」、本体の冊子では 20 ページか

ら始まります。 

    最初に、「現状と課題」で三つほど押えております。「概要」ペーパーにあります「地球

温暖化による影響」、本体の 24 ページの「千葉県の自然環境と里山・里海」という千葉県

の自然環境の概要、そして本体 29 ページの「千葉県の自然と人とのかかわりの歴史と文

化」、歴史・文化の観点からということで、この三つで「現状と課題」を押えております。

また、ここでは全体的な現状と課題ということで、第５章「取組」のところでは、個別の

項目ごとに細かく現状と課題を踏まえた上での施策展開という書き方をしております。 

    第３章「現状と課題」の最初の「地球温暖化による影響」については、20 ページです

が、ＩＰＣＣの第４次の報告で、非常に地球温暖化が進んでいると、温度の上昇と海水面

の上昇を予測。これにつきまして、私どもは、人でありますとか、ストレス、また新たな

感染症、農林水産物の生産適地、海流等の関係で魚介類への影響を非常に危惧していると

ここで書いております。そして、私ども日本でもということで、22 ページ、「千葉県にお

ける温暖化予測と影響」ということで、日本でも今後 100 年で２℃から３℃の上昇という

予測をして、私どもが住んでいる関東地方の南部においても九州南部の気候条件になる、

宮崎県辺りの気候条件になるという予測をしております。こういった予測をもとに、既に

千葉県でも生物分布の変化が顕在化しているということで、オオシロカラカサタケ、ナガ

サキアゲハの事例を 23 ページに記載しております。 

    「現況と課題」の「千葉県の自然環境と里山・里海」につきましては、24 ページから

ですが、最初に千葉の自然環境の特徴、26 ページに「人への影響」といったような形で

まとめております。 

    「概要」ペーパーで説明しますと、千葉の自然環境の特徴として、黒潮、親潮が出会う
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ということで、南北の動植物が出会う多様な生物相を千葉県・房総半島は持っている。そ

れから、里山・里海、こういった二次的な自然が本県の特徴である。こういう二次的な自

然があったのですが、戦後の急激な発展により改変が進んで、生物多様性の劣化が進んで

いる。それが課題になっている。こういう生物多様性の劣化が、例えば生物資源の消失、

人への健康被害が非常に懸念されるという状況です。 

    それから、29 ページから、人とのかかわり、歴史と文化等ですが、１番目として自然

と人とのかかわりの歴史を押えまして、33 ページ、文化との関係を「現状と課題」とし

て押えているという状況です。 

    「概要」ペーパーで申し上げますと、房総半島では数万年に及ぶ人の営みの中で生物多

様性を形成してきた。そして千葉県の特有な地形・地質・気候等の中で豊かな文化が伝承

され、食文化、工芸品等を支えた。ですが、子どもたちの自然との触れ合いが非常に少な

くなっている。こういった人との触れ合いの減少で、子どもの感性の衰退につながってい

るのではないかということで、ここで危機感を課題としてとらえております。 

    次の第４章ですが、冊子では 36 ページです。 

    第４章、この戦略の理念と目標ということで、私どもが掲げる理念は、先ほど課長から

説明しましたが、副題として「生命（いのち）のにぎわいとつながりを子どもたちの未来

へ」という形で押えております。 

    そして、37 ページですが、目標を三つ掲げております。一つ目として、「多様な生物と

その豊かな生命（いのち）のつながりを育む社会」を目指す。２番目として、「生物多様

性からもたらされる資源が循環する持続可能な社会」を目指す。３番目として、「人と自

然が調和・共存し、その豊かな自然と文化を守り伝える社会」を目指す。この三つの目標

を掲げております。 

    この目標達成の期間として、生物多様性の保全・再生は一朝一夕にはできるものではな

いということで、概ね 50 年後の目標達成を目指して、第５章以降で掲げる取組について

は、今後５年間程度の取組を示したものという位置づけであります。 

    それでは、第５章「取組」について説明いたします。 

    具体的な取組は 41 ページから始まります。 

    全体の取組の体系として、「概要」のペーパーで四つほど掲げています。１番目として

「保全・再生」、２番目として「持続可能な利用」、３番目として「研究・教育」、４番目

としてこれらの「取組を支える基盤整備」、この四つに分けております。 

    最初の、41 ページ、「保全・再生の取組」ですが、冊子の書き方ですが、最初に「現状

と課題」をそれぞれ項目ごとに押えて、42 ページの真ん中ごろにありますように「取組

の基本的な方向」を押えております。この「取組の基本的な方向」というのは、多様な主

体と協働して取り組んでいくというのがこの戦略の大きなテーマでありますので、決して

県だけではなくて、民間、企業、市町村といったところと一緒に取り組む基本的な方向と

して示したものです。そして、その下の「県の取組」として示したものは、県がこれから

やっていこうという５年間程度の取組を示した。そういう整理になっております。 

    41 ページの「地球温暖化対策の推進」です。 

    これにつきましては、ＩＰＣＣの報告をもとに、地球温暖化が進んでいる、地球温暖化

の変化をもたらすものとして、気温上昇・海氷縮小、大雨の頻度の増加、熱帯の海面上昇
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に伴い熱帯低気圧の強度が強まる、海面水位が上昇するといった四つほどの変化を押えた

上で、海水面の上昇による干潟や砂浜の消失の懸念、わずかに千葉県に残っている冷温帯

性の生物の消失を招くおそれがあるといったようなことを踏まえて、生物の分布、構成の

変化を事前に予測することは困難なので、継続的なモニタリングをするといったようなこ

とで押えております。 

    そして、「取組の基本的な方向」として三つほど掲げております。地球温暖化防止対策

を総合的に推進する、それから生物多様性の保全を通じて地球温暖化防止を図る、三つ目

としてモニタリング等を行っていくということです。 

    「県の取組」は数多くありますので、幾つか紹介させてもらいます。１の（１）で、県

がつくっている「ＣＯ２ＣＯ２（こつこつ）ダイエット計画」に基づいて県が総合的・計

画的に推進するということを書いております。43 ページ、３の（２）にありますように、

例えば氷期の遺存種である種の保護の対策を検討します。３の（３）にありますように、

温暖な地域からの外来種の侵入・定着といったものについて、モニタリングの実施等、情

報の収集・分析を行う。そして早期に防除対策を図る。 

    44 ページは「原生、里山・里海、都市の生態系の保全・再生」ということで、県内を

三つに分けております。地域として、原生の地域、里山・里海の地域、そして都市の人工

的な地域という形で分けております 

    最初に「原生的な自然環境」です。 

    「原生的な自然環境」につきましては、「現状と課題」の真ん中より少し下のところで、

「原生的な自然環境は次のとおり」ということで、千葉県では房総半島の源流域、各地の

社寺林といったところが生物多様性のコアとなる場所である。 

    「取組の基本的な方向」としては、これらのネットワークの形成、コアエリアの復元を

図っていくということを方向としております。 

    45 ページで「県の取組」を幾つか記載しています。１の（２）では、原生的な自然環

境については緩衝地域を含めて保護地域として法令に基づき保全を図るということ。２の

自然公園につきましては、（２）で自然公園区域内の野生動植物の生息・生育状況を調

査・確認をして、コアエリアとして後世に承継するため、自然公園の再編成・拡張、また

地種区分の見直し等を実施するというふうにしております。 

    46 ページでは、里山・里海の地域を押えております。 

    「現状と課題」の真ん中ぐらい、「伝統的な里山・里海は、長い人間活動のなかにあっ

て、その土地本来の生物多様性を保持しつつ持続的生活・生業が営まれてきた。この自然

における人々の利用・管理についてはむしろ生物多様性を増加させているのだ」という状

況を押えております。そして 47 ページ、「現況と課題」の最後の段落ですが、近年、里山、

里海の環境は、大規模な宅地開発等、また農林業の担い手の減少、高齢化等で利用価値の

低下によって人手が入らなくなったということで、その保全・再生が急務であると、現状

と課題を押えました。 

    「取組の基本的な方向」としては、１番目として、里山を保全・再生します。２番目と

して、里海についても同じように保全・再生する。３番目として、生物多様性を重視した

農林水産業を。農林水産というのは多様性を維持・向上する上で重要ですので、重視した

農林水産業を推進するといたしまして、その一つ目として環境保全型農業、二つ目として
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持続可能な農業、三つ目として林業、四つ目として漁業というふうに分けて、ここで取組

を記載しております。 

    「県の取組」として、里山の保全・再生につきましては、（１）で、里山の自然及び文

化的な環境である集落、田畑、林地といったものをセットとして、生物多様性とそれを支

える文化・技術の視点で保全・再生するための仕組みをつくっていこうということで、仕

組みづくりに取り組みますとしております。 

    50 ページ、「３ 生物多様性を重視した農林水産業を推進します」というところでは、

１番目の環境保全型農業として、（２）で「有機農業の推進に関する法律」に基づいて推

進の計画を県でつくっていく。また、この計画づくりに当たっては、計画を策定して有機

農業者の主体的な取組を支援するとしております。それから、（３）で農薬の問題を記載

しております。水稲の有人ヘリによる農薬散布ですが、これは県としては廃止する方向で

実施主体を指導するということを考えております。 

    次は 53 ページ、都市環境について記載しております。 

    都市環境につきましては、「現状と課題」で、二つ目の段落ですが、こういった都市環

境は、千葉県で申しますと京葉地域と東葛地域に多く見られるということ、それから斜面

林や社寺林が多少なりとも残存しているという状況を踏まえております。しかしながら、

人工的な都市環境では失われた自然の復元、ネットワーク化が必要である、ということで、

「取組の基本的な方向」としては、１番目として、都市に残された自然環境の保全・回復

を推進する。２番目として、いろいろな主体、特に都市環境ですので、市との協働・連携

というのが大きなテーマだと思います。その他、住民、ＮＰＯと連携・協働して、ビオト

ープとかネットワークを推進していこうということ。３番目として、都市緑地を推進して

いくということです。 

    「県の取組」としては、54 ページ、２の（１）、既存あるいは新たに復元された自然環

境をつなぐコリドーを整備してネットワークづくりを推進する。また、（３）として、都

市公園、学校、個人住宅まで幅広い用地を活用したビオトープづくりを進めていきますと

いうことです。 

    56 ページ、３番目の野生生物の関係の保護管理についてです。これにつきましては、

「ア 絶滅のおそれのある野生生物の保護」、59 ページの「イ 野生鳥獣の保護管理」、

62 ページの「ウ 外来種の防除及び遺伝子組換え生物の管理」、この三つで整理しており

ます。 

    56 ページの「ア 絶滅のおそれのある野生生物の保護」です。 

    これにつきましては、県のレッドリスト等でこういった絶滅・最重要保護生物が増加し

ているということを押えていまして、これらについては、動物、植物のいずれも水辺の種

で絶滅の危険性が高い。これらは、埋立、干拓といった影響を強く受けており、特に注意

が必要だということ。次に、盗掘等、これも無視できない状況である。 

    57 ページ、「取組の基本的な方向」として、野生生物の絶滅を防ぐその仕組みをつくり

ます。２番目として、野生生物の保護・増殖に取り組みます。 

    県の具体的な取組としては、１の（２）で、絶滅危惧種について、個体群が維持される

ように種ごとの回復計画を策定して実施します、とうたっております。また 58 ページで

は、具体的な形で、２の（２）として、ヒメコマツとか、シャープゲンゴロウモドキ等絶
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滅が危惧される希少な動植物について回復計画を策定する、保護・増殖に努めていくとい

うことでございます。 

    59 ページ、「イ 野生鳥獣の保護管理」です。 

    「現状と課題」の真ん中から下の段落のところ、野生鳥獣の保護管理については、「鳥

獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき計画を定めてやっております。これに

ついて、生態系の特性やバランスを考慮して、生息地の保全管理、個体密度の調整、被害

防止、この三つの観点を基本として実施する必要がある。 

    60 ページの「取組の基本的な方向」としては、種の特性に応じてきめ細かな保護管理

を行います。２番目として、関係者間で連携をとって農林水産被害を防ぐために種の特性

に応じたきめ細かな対策を行うとしております。 

    具体的な県の取組としては、61 ページの（２）にありますように、防護、捕獲、資源

活用、生息環境整備、この四つのプロジェクトを、今も行っているのですが、総合的に推

進するということにしております。 

    62 ページから、ウとして、外来種の防除及び遺伝子組換え生物の関係を位置づけてお

ります。 

    「現状と課題」の最初にありますように、外来種の定義を書いております。「外来種」

を、外国から人為的に持ち込まれた種に加えまして、国内の別の地域から持ち込まれた種

も含めて扱うということをここでは考えております。千葉県では多くの外来植物が知られ

ており、例えば、外来の動物では、アカゲザル、キョン、魚類ではブルーギル等、こうい

ったものが問題になっているということで、課題として位置づけております。 

    63 ページ、一番下の段落ですが、遺伝子組換えについてもここで位置づけております。

遺伝子組換えについては、64 ページの「現状と課題」の最後の段落、「しかしながら、生

態系への影響を不安視する意見もあることから、科学的なデータに基づく情報の提供やコ

ミュニケーションなどが必要です」と、ここで課題として位置づけております。 

    こういった「現状と課題」を受けた「取組の基本的な方向」としては、１番目として情

報発信、２番目として「入れない」「捨てない」「拡げない」というこの予防３原則をきち

んとやっていく。３番目として、関係機関との連携・協働、４番目として遺伝子組換えの

生物の実態の把握等を行っていく。 

    「県の取組」としては、１の（１）ですが、外来種の実態把握、公表。そして外来種へ

の関心を喚起するといったことを取組として位置づけております。 

    66 ページ、２番目として「持続可能な利用の取組」をここから掲げております。「持続

可能な利用の取組」につきましては、「（１）農林漁業による生物資源の持続可能な利用の

促進」、68 ページの「（２）生態系がもたらす環境の緩和・安定機能の維持・増進」、69 ペ

ージからの「（３）生物多様性が育む健全な心身と地域文化の維持・継承」、71 ページか

らの「（４）生物指標の開発・利用」、この四つに分けて位置づけております。 

    最初の 66 ページの「（１）農林漁業による生物資源の持続可能な利用の促進」です。 

    これは食料、木材、衣服、医薬品等の持続可能な利用の推進ということで、最初の段落

で、生物多様性が食料供給といったことで私たちの生活を支えているということ。真ん中

より下の段落で、地球温暖化による影響がいろいろ出てくるということで、稲、果樹の適

地の変化を書いております。最後のところで、環境変化に対応した品種改良といったこと
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が必要である。 

    「取組の基本的な方向」として、１番目で農林漁業の研究、２番目で資源利用の推進、

３番目で遺伝資源の品種の保存、技術的支援といったことを位置づけております。 

    「県の取組」として、67 ページ、１の（１）で温暖化に対応した米の栽培方法の研究

を進めるということ、２の（２）で遺伝資源の開発・利用を推進するといったことを県の

取組で位置づけております。 

    68 ページは環境の緩和についてです。 

    こういった生物多様性は、環境緩和、気候の安定、土壌の安定、こういったものに大変

資する、水質浄化にも役割を担っているという点で、重要性、課題を書いております。 

    こういったものを受けまして、「取組の基本的な方向」として、調節の機能であります

とか、土壌の形成・安定化等の恵みを維持・増進する。 

    「県の取組」としては、１の（２）で、森林の保全整備等で県土保全等の公益的機能の

増進を図るとしております。 

    69 ページ、「健全な心身と地域文化の維持・継承」です。 

    「現状と課題」として、伝統行事・祭りや信仰、食習慣、こういったものが地域で伝え

られてきた。これらについて、生物多様性の恵みが、その劣化とともに失われつつあると

いう課題を持っております。 

    これにつきましては、「取組の基本的な方向」として、１番目として、生き物や自然・

文化との触れ合いを増進する。２番目として、地域文化を維持・継承する。 

    これらを踏まえまして、「県の取組」として、１の（２）で、自然公園についてですが、

例えばレンジャー制度を導入しようとか、そういったことで千葉県の優れた自然の利用を

促進していこう。そして（４）で、エコツーリズム、グリーン・ブルー・ツーリズム等を

通して自然に触れ合う機会を増進していこうというものです。それから 70 ページの２の

（１）で、生物多様性にかかわる地域文化を把握して、後世にきちんと伝えていこうとい

うものであります。 

    71 ページ、（４）、生物指標についての利用等を掲げております。 

    「現状と課題」として、生物は、その生息・生育環境によって異なるということで、そ

の生物の存在の形態等によってそこの環境を評価するということが行われてきた。そして、

今後、人間を含む生物多様性にとって、地球温暖化をはじめとするさまざまな環境の変化

を知るためにも、生物指標の利用が重要であると押えています。 

    「取組の基本的な方向」として、１番目として、生物の環境指標としての利用について

の情報収集等を行う。２番目として、生物指標の導入を図っていこうというものです。 

    「県の取組」としましては、１の（１）で、地球温暖化による生態系の影響等を把握す

るために、生物指標についての調査・研究を進めていこうというものであります。 

    次が、73 ページ、３番目の「研究・教育」の分野です。（１）として、「生物多様性の

調査研究の推進とモニタリング体制の整備」、これが 73 ページ。75 ページで、（２）とし

て、「生物多様性に関する教育・学習の推進」を記載しております。 

    まず 73 ページの調査研究、モニタリングです。 

    「現状と課題」として、千葉県では、これまで動物、植物の情報の蓄積が進んでいると

いう点、しかしながら他の分類群では、種類の分布の情報の把握は十分といえないものも
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あるので、その統合管理が必要であると課題として位置づけております。 

    これを受けまして「取組の基本的な方向」としては、１番目として地理情報システムの

整備を進める。２番目として、調査研究、教育普及を推進する。 

    県の具体的な取組としては、（１）ＧＩＳのシステムを構築して、重要な地域の抽出、

事業主体の立地選定に十分配慮できるようなシステムを構築する。そして、それを県民に

も情報をわかりやすく発信していくというものです。 

    75 ページ、（２）教育・学習の推進であります。 

    「現状と課題」として、19 年 9 月には新しい県の環境学習基本方針が策定された。今

後、この基本方針に基づいて、生物多様性保全・再生のために主体的に行動を起こすよう

な人材を育てるといったことが求められています。 

    ということで、「取組の基本的な方向」としては、一つ目として環境学習の推進体制、

二つ目として環境学習の機会の確保、この二つを方向として掲げております。 

    具体的な県の取組としては、76 ページの２の（１）ですが、生物多様性、県戦略につ

いて、例えば解説書、シンポジウムといったものを開催して普及啓発を図る。それから

（２）、これは教育庁の関係ですが、児童・生徒について、生物多様性についてのテキス

トを作成して、小学校、中学校、高校で生物多様性に関する教育を推進するというふうに

定めております。 

    次に、最後の取組、78 ページ、「４ 取組を支える基盤整備」です。これら１、２、３

の取組を支える基盤整備であります。この基盤整備につきましては、三つほどに分けて整

理しております。 

    最初に、生物多様性の研究・情報センターを設置し体制を整備するという点であります。 

    78 ページ、「現状と課題」ですが、これまで各部局において個別に対応してきたという

ことで、この生物多様性に関する情報が収集、統合、管理が不十分な点があった。そして、

生物多様性に関する専門職員が少ない、いないという点、それから現場に担当する出先機

関がないといったことを問題として掲げております。このため、県の部局、県民、ＮＰＯ

といったところと連携・協働して、情報、資料を統合管理するセンター、ステーションの

設置が必要不可欠だということでございます。 

    具体的な県の取組ですが、研究・情報センター、地域ステーションを設置する、そして

専門的な人材を配置するということであります。 

    次は 80 ページ、「（２）多様な主体との連携・協働の推進」です。 

    これにつきましては、「現状と課題」で連携・協働は重要だということを掲げて、取組

の基本的な方向として、情報発信、促進するための取組、この二つを方向として定めてお

ります。 

    県の具体的な取組としては、２の（２）で、ＮＰＯや市町村が実施するいろいろな事業、

保護の事業とか里山の保全・復元の事業、また市町村が生物多様性の計画をつくるとか、

こういった事業に対して県として支援していこうというものであります。 

    82 ページ、「（３）条例等取組推進の仕組みづくり」です。 

    「現状と課題」で、個別に対処するのではなくて、包括的な対処・対応が必要であると

いったことを押えまして、「取組の基本的な方向」として、条例の制定に向けてその内容

を検討します。２番目として、評価手法、評価制度の導入を進める。３番目として、保全
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をする仕組みを導入する。 

    具体的な取組では、１の（１）で包括的な条例の制定、２の（１）で評価手法の検討、

そして評価制度を導入するということ。３の（２）では、計画段階でのアセスを県の実施

する大規模な事業については取り入れていこうというものであります。 

    以上が、今回の５章の主な取組の関係であります。 

    そして 84 ページ、最後の章ですが、第６章においては、戦略の推進として、私ども庁

内での推進体制の整備、２番目として市町村との連携・強化、３番目として県民会議等Ｎ

ＰＯとの連携・協働、４番目として企業との連携・協働、５番目として国や他県との連

携・情報交換といったものを掲げてこの戦略を進めていこうというものであります。 

    以上で私の説明は終わります。 

田畑会長  早速、審議に入っていきたいと思いますが、ご質問、ご意見をいただくということ

になろうかと思いますが、実は、事務的な話ですが、初めにもちょっと触れたのですが、

きょう「生物多様性ちば県戦略」の審議をいただくのですが、平成 20 年 1 月 21 日付で知

事から環境審議会に諮問されたものであります。全部会で審議するということもあろうか

と思いますが、非常に関連する部会ということで、きょう自然環境部会と鳥獣部会に付議

して、両部会合同で審議をお願いするということにいたしました。これは冒頭ではっきり

言えばよかったのですが、何となく挨拶の中で説明したからと思ったのですが、付け加え

させていただきます。 

    それでは、今、課長あるいは大木主幹から説明がありましたが、非常に多岐にわたって

いる内容ですし、説明の中でも、庁内の縦割りとかいうのをなくして横断的にやっている

内容が多いものですから、庁内のプロジェクトチームでの議論も相当紛糾したやに聞いて

おりますが、そんなことも頭に置きながら、委員の皆さんにご意見、ご質問をいただきた

いと思います。どこからでも入っていただいて結構です。 

原委員  私は、先ほどご説明ありましたが、「生物多様性ちば県戦略」の専門委員としてこの

策定に加わっております。きょう出席いただいている親泊委員と吉田委員とともに、専門

委員として加わりました。その経過も踏まえて、一言感想と、質問をしたいと思います。 

    先ほど「『生物多様性ちば県戦略（案）』策定に係る検討状況」で説明いただいたとおり、

我々専門委員も８回、これは１年８回、トータルとしてはそうなのですが、実質的には半

年で７回の委員会を行いまして、非常に内容の濃い議論をさせていただきました。それと

ともに、千葉県民の県民会議から出たものと、両方の答申を今回このような形で事務局の

ほうでおまとめいただきまして、正直申しまして、専門委員会のほうを改めて読み返すと、

なかなか硬かったり、ちょっとわかりにくかったところがあったのですが、今回ざっと一

とおり目を通しまして、非常にわかりやすく要点がまとめられているなというのが率直な

感想です。自然保護部局の詳しい方と政策等に長けた方が全体を通してまとめられたこと

に、まず敬意を表します。本当はもう少し時間なり人員が要る仕事だと思ったのですが、

本当に限られた人員でやられたことに敬意を表したいと思います。 

    今度、これを受けて我々の審議会と両部会で、まだいろいろ問題があるように思うので

すが、見識ある先生、委員の方々が全体それぞれの立場で意見を出して、ぜひ、より建設

的にこの戦略をまとめていきたいというのが、私の意見であり、お願いです。 

    まず最初に伺っておいたほうがいいと思ったのですが、今後の審議会の日程が配付され
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ておりますが、本日この合同部会が開催されまして、この後どういう経過でこの戦略をこ

の審議会として答申するか。我々の中で了解して、きょうはこの辺まで、いついつまでに

どういう形で議論するか、そういったところを説明なり了解しておいたほうがいいのでは

ないかと思いますが、いかがでしょうか。 

庄司自然保護課長  今後の予定についてですが、きょう 1 月 25 日に自然環境・鳥獣合同部会

にお諮りしたところでございます。予定ですと、2 月 19 日にもう一度こういう形で合同

部会でご審議いただければと考えているところでございます。この間、1 月 25 日から 2

月 15 日まで、きょうからこの案をパブリックコメントにかけております。県民だけでな

く、広く多くの方々からのご意見を承れればと思っております。そのパブリックコメント

で寄せられた意見に対する県の考え方を踏まえて、19 日に説明を申し上げたいと思って

おります。 

    そこで、きょうこの案を示してすぐにこの場でというのも、なかなか。先生方のご意見

を十分にいただかなければいけないと思っております。実は、きょうお手元に、別紙でご

意見をお寄せいただくための様式をお配りしております。大変お忙しい中で恐縮でござい

ますが、２月８日を目途に、この案に対する意見をお寄せいただけるとありがたいと考え

ております。お寄せいただいた意見についても、次の 19 日に県の考え方をまとめて説明

を申し上げ、そこで答申をいただけたらと考えております。 

    もちろん、きょうこの場でご意見をできるだけいただけると、私どもとしては大変あり

がたく思っております。期間が短い中でお願いするのは大変恐縮に思っております。とい

うのも、「Ｇ20 グレンイーグルズ閣僚級対話」が 3 月 14、15 日に千葉市内幕張で開催さ

れます。これに向けて、できますれば千葉県戦略を成案という形でアピールできればと思

っておりますので、大変短い期間でタイトな日程で恐縮に存じますが、このようにお願い

できたらと思っております。 

田畑会長  スケジュールが立て込んでいていろいろと大変みたいですが。それから、環境審議

会で別件がありまして、それも入っているものですから、相当輻輳してまいっていますが、

よろしくお願いします。なるべくきょう、時間がある間に、意見、質問とかいろいろあろ

うかと思いますが、どこからでもいいですから出していただくということで。 

吉田委員  先ほど原委員からも話がありましたが、私もこの戦略をつくるに当たっての専門家

の委員会に入らせていただきまして、そういった案件、あるいは県民会議の意見も取りま

とめて、こういうわかりやすい戦略案にしてくださった事務局のこれまでの努力に、敬意

を表したいと思います。 

    その上で、１点、こう直したらという意見と、２点ほどプラス・アルファの意見がござ

います。 

    １点は、42 ページですが、「地球温暖化対策の推進」の「取組の基本的な方向」の２で

「生物多様性の保全を通じて、地球温暖化の防止を図ります」と書いてあるのですが、私

は、後ろに書いてあるようなことも含むと、「生物多様性の保全・持続可能な利用を通じ

て」と両方あるんじゃないかと思います。それは具体的にはどういうページに出てくるか

というと、例えば 50 ページあたりから「生物多様性を重視した農林水産業を推進しま

す」ということで「ちばエコ農業」とか、52 ページあたりにもちばエコ農産物、「ちばの

木認証制度」、水産物ブランド認証制度など書いてあります。 
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    こういったものを推進するのがなぜ大事なのかということですが、ただ「エコだから」

と一般的に言ってしまうのではなくて、ここに具体的な言葉としては出ていないのですが、

一つは、中山間地における農林業従事者も減少したり高齢化が進行するということで、千

葉県内の農林水産物を利用していくということが里地・里山の維持につながっていくとい

うことが一つあります。 

    もう一つは、ここに書いていないのですが、皆さんに参考資料で配っていただいた「生

物多様性ちばニュースレター」で私は書かせていただいたのですが、第５号の３ページ。

日本の食糧自給率は 40％ですが、海外から持ってくるためにはたくさんのエネルギーを

使っているわけです。生物多様性が保全できるような社会にしていくためには、そういっ

たものをちゃんと表示させるというので、消費地まで運ぶのにどれだけＣＯ２を排出した

か、フードマイレージとして表示するというのをイギリスでやっているのですが、そうい

ったことを県内でもやっていって、地産地消を進めるというのを提案しておりますが、な

ぜ、ちばエコ農産物とか「ちばの木認証」とか水産物ブランドが大事かというと、里地・

里山の維持につながるというだけではなくて、フードマイレージというのは非常に大事な

概念だと思います。今年はお正月には特集番組でいっぱい地球温暖化の番組をやっており

ましたが、フードマイレージに関しても、海外からの輸入品を食べるのではなくて、地産

地消で食べたら、それだけでその日に減少させなければいけないＣＯ２分ぐらいは、その

方の分ぐらいは減少する、そのぐらい大きなものなのですね。そういった言葉も入れた上

で、保全だけではなく、持続可能な利用をしていくことが温暖化防止にもつながって、里

山の維持にもつながっていく。そういう考え方を入れたほうがいいのではないかと思いま

した。 

    それが、加えたほうがいいと思った１点です。 

    あとは、基本的に支持しておりますが、ぜひお願いしたいのは、私も鳥獣部会の委員で

ございますが、56 ページから「野生生物の保護管理」で、アに「絶滅するおそれのある

野生生物の保護」、57 ページには「種ごとに回復計画を策定し」ということが書いてあり、

（４）には「包括的な生物多様性保全のための条例制定」ということが書いてあります。

私は長野県の希少野生動植物の保護対策委員会のまとめ役をしているのですが、実はたく

さんの県で希少野生動植物の保護対策の条例ができているのですが、千葉県にはまだない

のですね、残念ながら。そういう面では１周遅れてしまったのですが、ここには「生物多

様性保全のための包括的な条例制定」ということがうたわれていて、後ろのほうにも出て

きますが、特定外来生物法に指定されていない外来種についても対策が取れるような条例

をつくっていくということが書かれています。条例というのは、基本的に総論は賛成だけ

れども、具体的な規制がかかってくると反対ということがあるのですが、これは非常に大

事なことですので、規制などが必要ないものについてはこの戦略に基づいて具体的な施策

を進めていけばいいと思うのですが、規制をかけてその違反者には罰金を課すということ、

そういったことについても条例制定が絶対に必要なわけですから、今回、県会議員さんも

委員としていらっしゃっていますが、こういう条例はぜひ必要だと思いますので、各会派

で合意をいただいて、こういう条例を早めにつくっていただきたいと思います。 

    ３番目は、60 ページに、野生鳥獣の保護管理対策として、後ろのほうにもあります生

物多様性研究・情報センターの設置と野生生物の専門職員の配置ということ、地域ステー
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ションの設置ということが書かれています。これは私はぜひ入れて欲しいということで、

私自身も提案した委員の一人ではあるのですが、こういったセンターは、ただ単に研究と

か情報の収集とか学究的なもので終わらずに、ぜひ問題解決型のセンター、ステーション

にしていただきたいと思います。 

    事例としては、昨年できました兵庫県の森林野生動物センターというのが丹波の山の中

にあるのですが、私はそれを見てきました。研究者は、兵庫県立大の研究者の方、県で６

人いらっしゃいますが、それだけではなくて、県庁の職員に公募して、ぜひこういう仕事

をやってみたい人ということで、５名（林業の方２名、畜産の方２名、獣医の方１名）が

配置されているのです。公募したら、13 人も応募があったそうです。そういった方が、

全県をカバーする人が１人、各ブロックごとの地域をカバーする人が１人ずつ４人という

形でついて、県立大学の研究者の方が研究したものに基づいて、どういうふうにシカやイ

ノシシやそういった鳥獣の被害を防止したらいいか、どういう柵の張り方がいいかとか、

そういったことを指導していらっしゃるのですね。そういう体制がないと研究したことが

活かされませんので、私としては、ぜひ、野生動物の専門職員という中には、研究者だけ

ではなくて、県庁の職員でそういったことを具体的に普及して被害防除が図れるような方

を配置できるような、実践的な問題解決型のステーションあるいはセンターにしていただ

きたいなと思っております。 

    以上、３点ほど申し上げました。 

田畑会長  どうもありがとうございました。 

    では、事務局のほうで入れられるものは入れる。いま後半で指摘された内容のことは、

ぜひ実行していただくということですね。 

亀田委員  地球温暖化というところから、森林をどうするかというので、いろいろなページに

出てくるのですが、たまたま 42 ページですが、一つは、（２）に「事業者等の自主的な地

球温暖化」とありますが、これは、前に新聞にも出ていた、いろいろな事業主にＣＯ２の

削減を求めるということですよね。 

庄司自然保護課長  はい。 

亀田委員  おさらいですが、それが今どうなっているかということをお伺いしたいのが一つ。 

    それと、その下にある（５）に、二酸化炭素の森林吸収源対策とありますが、千葉県の

全体の面積で森林のパーセント。どういうところを対象にしているのかということと、間

伐していくのにどの辺のところをどのくらいの期間で考えておられるのか。その辺をお伺

いしたい。間伐というと、今までも森林を整理するということは農林のほうでもやってい

たわけですが、それを今度は環境のほうから見た場合に、今までの間伐とどのような違い

でどのような予算づけがなされていくのかお伺いしたい。 

    それから、81 ページの（９）に書いてある「二酸化炭素の吸収源としての森林の管理

に関する企業の認証制度について検討」、これがどういうことなのかというのをお伺いし

たいと思います。 

    もう一つは、例えば、今、地球温暖化で１℃上がる、２℃上がるとありますが、例えば

１℃で海水というのはどのくらい上がるのか。千葉県の平坦部が何度ぐらい上がると埋ま

ってくるのか。先ほど砂浜がなくなってくるとかありましたが、その辺の数値みたいなも

のがあったら教えてもらいたいと思います。 
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市原環境生活部長  一つ目は、県の取組を踏まえてというお話ですね。 

亀田委員  はい。 

市原環境生活部長  温室効果ガスの報告については、今、国のほうで報告制度がございます。

それについて、私ども県レベルでどうかという議論がございまして、国は、事業所単位で

確か 1,500 キロリットルだったと思いますが、それ以上原油レベルで消費するについては

国に報告しろという制度になっております。いま私が申し上げましたように、事業所単位

でございますので、例えば全国レベルでそれぞれの地域地域に工場を持っているようなと

ころですと、それが小さな工場ですと一切報告しないというような仕組みがあったわけで

ございます。千葉県のエリアで考えますと、それでいいのか。ましてや報告内容がすべて

国に直結していて、データそのものが一切千葉県に来ないという問題意識がございました。

それについて私どもは、県内でも事業所を幾つか持っているところについて、それをトー

タルすると、事業者ベースでとらえますと年間 1,500 キロリットル以上使っているところ

もあるだろうということで、そういったものは県として何らかの仕組みをつくる必要があ

るだろうということを検討してまいりました。 

    付け加えさせていただきますと、実際に最近ＣＯ２排出は、家庭系が 40％増えています

し、業務系と申しまして、事務所とかコンビニとかのフランチャイズチェーンですが、こ

れは 60％くらい増えているわけです。県レベルでもそういったことに対する何か取組が

必要ではないかということで、独自の条例を検討してまいりました。これについては、知

事も、議会でこういう検討をしておりますということを表明してきたわけでございます。 

    そういう状況の中で、最近、新聞でもチラチラ報道されるようになりましたが、国が、

今の国の仕組みでいいのかという議論が始まっておりまして、私どもが問題意識を持って

おりました事業所単位では問題があるだろうということで、その辺の検討を大分進めてき

ているようでございます。現在、私どもはその辺の情報収集をしている段階でございます。 

    私どもの問題意識と、国が仕組みをもし変えるということになったときに、県独自の仕

組みが必要かどうか、その辺の見きわめが必要になるであろうということで、今、情報収

集と、内部でその辺の検討をしている状況でございます。 

    次以下は事務局から答えさせます。 

大木主幹  初めに 42 ページの森林の間伐の関係ですが、千葉県の土地利用ですが、都市的な

土地利用、森林の土地利用、農地ということで、千葉県の場合はほぼ３分の１ずつの構成

比になっております。森林が全体の約３割程度と聞いております。森林の所有形態は、千

葉県の場合は 95％が民有林だと聞いております。ここで掲げている取組は、いろいろな

部局での取組をまとめています。これは基本的には、農林のほうで確かこれまでもやって

いる取組だと思います。これにつきまして、特に民有林の間伐というのは、整備が行き届

いていない民有林が大分あると聞いていますので、それについて間伐を促進していきたい

というのが農林部局だと思います。 

    次の 81 ページの企業の認証の件ですが、81 ページの（９）、「森林の管理に関する企業

の認証制度について検討します」ということで、これはこれから私どもがつくります研

究・情報センター等で研究をしていきたいテーマでございます。 

    それから、温暖化がどういった影響を与えるかということについても、正直言いまして、

細かいところまで千葉県内の研究の蓄積はございません。今あるのがＩＰＣＣの報告、そ
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れに基づいた全国的な分析といったものは例えば気象庁のほうで出していたりというのが

あるのですが、こういったものに基づいて千葉県での研究を今後進めていきたいというの

が、この研究・情報センターでやっていこうというものでございます。 

亀田委員  今お伺いした森林がどのくらい間伐ということ、農林のほうのお話もわかるのです

が、何かで何 ha を５年間でやるという数値の目標がありましたよね。それって、どのく

らいでしたっけ。 

庄司自然保護課長  今、手元に具体的に数字がないものですから、農林のほうに確認した上で

お答え申し上げたいと思います。 

亀田委員  もう一つは、これから間伐をやっていかれる。それは当然ながらＣＯ２の数値目標

も出てくると思うのです。私はいま鴨川というところに住んでいるわけです。この前もほ

かでお話し申し上げたのですが、森林がずらっとある中で、それを間伐して、里山、ある

いは水をどうやって海まで引っ張っていくか、それがどのような影響があるかということ

はもちろんあるのですが、その中で間伐をやるのに、いま我々が住んでいる裏に山がある

わけですが、その山はモサーッと生えているわけです。その山も今は登れない。昔は畑が

中に少しずつあったから、そこへ登って行って、畑を耕してミカンをつくって、その山が

守られていた。それがなくなっちゃったわけです。これから間伐をやっていくときに、い

ま我々が鴨川で考えているのは、裏山はかなり大きいのですが、そこを間伐してそこに入

れるようにしていこう。それが大きな公園となっていく。それが、ここにある教育とか、

鳥獣の保護とか、いろいろな被害だとか、そういうのにも関わってくる。それが、ＣＯ２

の削減の何％、それは数字はわからないですが、そういうものに役立っていく。そういう

形で考えていって、あと保全のほうにはボランティアとかそういう人たちもいるわけです。

そういう考え方を持っていっていただきたいというのがあるわけです。 

庄司自然保護課長  まさにいま先生がおっしゃられた里山の管理、人の手を入れてもう一度教

育の森として生き、また里山としていろいろな人がそこに行けるような形でつくり上げて

いくというのが、里山の生物多様性の利活用に通ずるところであろうかと思います。私ど

もも、この戦略をつくるに当たりましては「持続可能な利用」というのを大きな視点、目

標として考えておりますので、いま先生おっしゃられたような形で、実際の活動が鴨川市

でも行われようとしているということであります。鴨川市だけでなくて、ほかの地域でも、

いろいろな地域で今おっしゃられたような形が実現していくのが、まさにこの戦略が目指

しているところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

岡委員  前回、フィールド調査に出ておりまして、参ることができませんでした。そのため、

既に検討されたことかもしれませんが、２点お尋ねいたします。 

    まず、46 ページ、「多様な里山・里海環境」ですけれども、かなり細かく書いてありま

す。「里海」という言葉が出てきて、私は非常にうれしく思っております。非常にいいの

ですが、千葉県の自然環境コンポーネントとしておそらく非常に大事なのが、湖沼生態系

をどのように守るのかということだと思います。千葉県には、印旛沼、手賀沼、座生沼、

あと水田関係で溜め池などもかなりあります。これは独自の生態系です。これを１項目挙

げて、まさにいま目指している「生物多様性ちば県戦略」の中に「湖沼生態系を守る」と

いう一つの軸足を加えることによって生物多様性がより丁寧にできると考えておりますの

で、もし可能でしたら、里山の要素、里海の要素、そして、ネーミングは今考えていませ
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んが、もう一つ「里水の要素」というような項目を加えて、内水面というのは非常にデリ

ケートなので丁寧な施策が必要だと思います。 

    この内水面の中には、里海の中で一つキーポイントが出ておりますが、藻場があります。

藻場の構成要因が、動植物が非常に多いので、これは非常に大事だと思っています。 

    もう一つ、地球温暖化対策の推進として、県の方が 1 枚の中にまとめておられる中であ

えて挙げていらっしゃる第５章の１の（１）地球温暖化対策の推進として、「北方系の種

など生息等が危ぶまれる種の保護対策を検討する」とあります。私はこれを拝見して、生

物の多様性をどうするか。千葉県戦略というのは、概念とメニューは非常によくわかりま

した。この戦略ですが、例えば「北方系の種など生息等が危ぶまれる種の保護対策を検討

する」とあえてここに書くことが戦略的によいのかどうかというのは、多少疑問に思って

おります。というのは、千葉県から北海道までの北緯 36 度から 42 度の海域というのは、

北太平洋の中で一番温度上昇が激しい海域なのです。地球は自転して、まさに物理的な環

境でそうなっているのですが、多分数千年あるいは万単位かもしれませんが、海洋の上昇

がいま進んでいる中で、北方系の種をあえてここに挙げて守ることが戦略的にいいのかど

うかということです。それは、同じ第５章の１の（３）野生生物の保護管理の中で「絶滅

のおそれのある野生生物の保護・増殖」とありますが、普通種であったものが、近年続々

絶滅危惧種になっております。これは、今の地球温暖化の中で普通種がいかに危ない状況

なのか、あるいは人間の土地利用の中で危ない状況になったのか、結果として出てきてお

ります。ですから、絶滅危惧種に目を向けるのではなく、まさに普通種に目を向けてこな

かった結果がここにあると思いますので、普通種をどう守るのかというのを戦略的に考え

ることが必要だと考えております。 

田畑会長  これは、事務局でお答えするというより、お聞きして、内容を組み入れるというこ

とと、後で出た意見は十分検討するということですね。 

親泊委員  私も多様性の委員会の委員でありまして、今回のを見せていただいて、非常にわか

りやすく読みやすく、一般の県民も理解しやすくなっているのではないかと思いました。 

    幾つか私の分野から申し上げたいと思うのですが。 

    前に生態学の奥富先生が私と話をしていて、「親泊さん、生態学と造園学の違いは知っ

ているかい」と聞かれまして、答えは「美意識の違いだ」というのですね。造園学は美意

識があるけれども、生態学は生態の理論といったことで攻めるんだよ、というお話をされ

たのです。 

    いわゆる生物多様性の保全というのは、ある意味では見えない自然の保全ですよね。景

観の保全というのは、見える自然。生物多様性の保全というのは、見えない自然。そうす

ると、見える自然というものが非常にだめになっていくのは割とみんな認識できるのです

が、見えない自然が失われていったり壊れていくことは非常にわかりにくい。最近の傾向

としては、身近な自然対遠い自然。写真家の星野さんも言っていましたが、アラスカなど

の遠い自然というものは、想像力とか、人間にとってはなくてはならない感性を見出す自

然なので、身近な自然を守らなければいけない。そうすると、身近な自然、遠い自然、先

ほど岡委員がおっしゃったように貴重な自然、それから一般・普通の自然ということで、

包括的に自然と言っても、あるような気がするのですね。そうすると、県民に理解させる

ためには、「生物多様性の保全」と言っても非常にわかりにくいので、確かこの中には、
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６ページには精神の癒しとか、34～35 ページに自然景観の劣化とか誇りの衰退といった

ことを書かれていますので、触れてはいますが、もうちょっと何らかの形で入れることに

よって県民が理解を示すのではないかなという気がするのですね。 

    日本のナショナルトラスト運動を進めた大佛次郎氏も、いわゆる「日本人の美意識と品

位のために」という言葉を使っていますね。やはり「美意識と品位」というのはすごく大

事な言葉で、それが多様性保全戦略の中に上手に入れ込めたらいいんじゃないか。 

    実際、イギリスなどは、「自然美とアメニティの推進」というのを掲げていて、アメニ

ティというものは、あるべきものがあるべきところにある（Right thing in right 

place）というふうに言っているわけですね。その「あるべきものがあるべきところにあ

る」というのは、まさに生物多様性、県の中であるべきところにあるべき種がなければな

らないということにもなると思うのです。したがって、美というもの、景観というものが

何らかの形で触れられたらいいんじゃないか。 

    これは結局、ある意味において県土愛とか郷土愛で、おもしろいのは、イギリスは

1949 年に国立公園法ができて国立公園をつくったときに、スコットランドはなぜか頑な

に国立公園の成立を拒んできたのです。国立公園の父とも言われるジョン・ミューアーの

出身地であるスコットランドが 2003 年まで国立公園をつくらなかったというのは、ほか

の生物多様性とかこういった法律関連はすんなり受け入れていたにもかかわらず、スコッ

トランドでは、「スコットランドの景観美を守るのはスコットランド人の手で」というス

コティッシュ・ナショナリズムみたいな、ロマンティック・ナショナリズムと言われてい

るのですが、要するに郷土愛とか県土愛とか、国土愛もそうなのですが、そういうふうに

なるとわりと人々は乗ってくる。したがって、スコットランドも、スコットランド議会が

できた時点で即つくったのが、スコットランドの国立公園なんですね。 

    生物多様性の保全というのも、既に意識のある県民はもう参加してくださっていると思

うのですが、無関心あるいはどっちつかずという層を取り入れるためには、戦略の先の戦

術かもしれませんが、何か景観の保全みたいなものがうまく入り込めるようなものがある

といいのではないかと感じました。 

    千葉県というのは、結局、千葉県気質と言われているのですが、危機意識がちょっと薄

いような感じがするのですね。そうすると、千葉県民の善意とか道徳心に訴えるだけで間

に合うのでしょうかというのがありますよね。先ほど吉田委員がおっしゃったように、あ

る程度の規制をかけたり、あるいは有料とか財源の確保という意味で何らのチャージをす

る。人々は、お金を取ると、何か価値があるんじゃないか、みたいな意識を持ったりする

ので、そういう工夫もあるのではないか。2007 年の世界のベストシティに選ばれたメル

ボルンが、パークチャージ、要するに公園管理のためのお金を取っていると聞いたことが

あるのですが、そういう方式がある意味において取り入れられてもいいのかなという気も

します。 

    それから、今これは戦略ですけれども、これから戦術とかアクションプランになるので、

原委員がおっしゃったように、これから先どう動くかというところまで考えないといけな

い。そうすると、実行のための財政基盤というものが絶対に必要になるわけですね。その

辺が盛り込まれるといいのではないかという気が一つしました。 

    それから、具体的に 78 ページ、「取組の基本的な方向」で「地域ステーション等を設置
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します」というところに、もう一つできればモービルユニットの設置。移動図書館ではな

いのですが、生物多様性といったものを普及できるような移動ビジターセンターというの

ですか、そんなものがあるともう少し普及できるのではないか。そういうのが学校とかい

ろいろなイベントなどで出て普及したらおもしろいんじゃないかな。 

    それから 84 ページの「戦略の推進」のところで、庁内や市町村や県民・ＮＰＯとの連

携・協働というのがあるのですが、学校とか教育機関との連携を。⑤で「研究機関や大

学」云々と書かれているのですが、小・中・高とか学校機関というのはこれから非常に重

要な役割があると思いますので、それを入れたらいかがでしょうかという提案です。 

田畑会長  いま親泊委員から指摘された内容や提案ですが、例えば 29 ページの「千葉県の自

然と人とのかかわりの歴史と文化」というのですが、何か文化というのはよくわからない。

もう少し、例えば文化景観とか、そういう言葉を入れるのも一つかと。そういうふうにし

ていきますと、タイトルの中で幾つか「文化」と切ってあるところに入れると、意味が通

ずるのかなと。ふと、これは私が今思いついたことですから、コメントしておきます。こ

れはまたきちっきちっとはめ込んでいただければ、ありがたいですね。 

    時間が押しておりますが、時間切れのような感じですが、いっぱい質問あるいは意見が

あろうかと思いますが、メモというか、それを出していただくような格好をとりますか。 

庄司自然保護課長  大変貴重なご意見、ご要望を承りまして、ありがとうございます。本来で

あればもっとこの場でご意見を承れればありがたいわけですが、このあと１時から鳥獣部

会が予定されているものですから、先生方からの意見は、きょうお配りしているこちらの

ペーパーで応じていただけるとありがたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。 

田畑会長  そういうことでよろしいでしょうか。 

原委員  今の件に関して、この「戦略」をざっと拝見して、我々はずっと委員会で検討しまし

たので当たり前のように思っている言葉、用語も、一般の人からすると非常になじみが薄

いといいますか、わかりにくい用語が散りばめられて、ゆくゆくは用語集を付けるという

ことで進んでいたと思いますが、パブリックコメントを求める際にも、可能な限り、今ま

とまっているだけでもいいと思いますが、例えば「原生的」という言葉一つとっても、こ

こでは千葉県に特有な定義で原生的というのを掲げていますので、本文を読めばわかるの

ですが、用語集としておくことで、いらぬ質問といいますか、また誤解していろいろコメ

ントをいただくよりは、そういう形であらかじめ提示して、この後議論していただいたら

いいのではないかというのが１点。 

    それから、我々専門委員会と県民会議が提言を知事に 10 月 15 日に行っているわけです

が、それとこれを見比べると、大分変わっているところもあるのですね。これはいろいろ

な経緯で調整いただいた結果だと思うのですが、例えば、今、その提言はホームページか

ら見られるようになっていますか。 

庄司自然保護課長  はい。 

原委員  例えばそういうところに書いていただいて、そういったところを踏まえてこの「戦

略」ができたのだということも……。県民会議に加わっていなかったけれども、関心があ

る県民がたくさんいらっしゃると思うのです。そういう方もぜひ両方を見比べていただく

と、いろんな状況がわかるなり、今後の展開がより深まるのではないかと思いますので、

ぜひお願いしたいと思います。 
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田畑会長  その点は大丈夫ですね。 

庄司自然保護課長  そのように対応させていただきたいと思います。 

田畑会長  とにかく言葉も、見て読めればいいのですが、読めないような言葉はみんな解説し

て。解説するとまた難しくなるといけないですが。キーワードになっているような内容の

ところは、そういうのを付けていただいたほうがいいかもしれませんね。これは専門委員

会のときもそうですし、県民会議のときもそうですけれども、そういうのを付けていたの

ではなかったでしょうか。 

    それから、もう一つの質問で、ホームページに出すとか、そういうのはやっていらっし

ゃいますか。 

庄司自然保護課長  ホームページにアップしております。ホームページをご覧いただければ、

専門委員会からの提言、また県民会議からの提言もアクセスできるようにしております。 

    今回、パブコメにかけるきょうお示しした案につきましても、ホームページの中で専門

家会議からの提言、県民会議からの提言との関係もしっかり書いてわかるようにした上で、

皆さんがアクセスできるような、そんな形にしたいと思っています。 

田畑会長  では、よろしくお願いします。 

庄司自然保護課長  きょう委員の先生方からいただきましたご意見、またこの後別な様式でお

寄せいただくご意見、また県民のパブコメの結果、県民の皆様から寄せられた意見に対す

る県としての考え方をまとめて、次回の 2 月 19 日には県の考え方としてご提示申し上げ

たいと考えております。 

田畑会長  そういう流れで進むそうですが、よろしいでしょうか。どうしても言おうと思って

いらっしゃる方もいると思いますけれども、手際が余りよくないものですから時間がなく

なってしまったのですが。本当は、皆さん一人ひとりに意見をいただきたかったのですが。 

河添委員  意見ではありません。いま気がついたのですが、委員の名簿の字が違っております

ので。ときどきメールも間違って来るのですが。 

庄司自然保護課長  失礼しました。申しわけございません。 

田畑会長  私のほうは、これで締めまして、事務局のほうにお返しいたします。 

 

     ６．そ の 他 

 

川嶋自然保護課副課長  次に、次回の合同部会ですが、2 月 19 日（火曜日）午前 10 時から、

ここプラザ菜の花、３階大会議室「菜の花」での開催を予定しておりますので、よろしく

お願いいたします。出欠につきましては伺っておりますが、変更等ございましたら、事務

局までご一報いただきますようお願いいたします。 

 

     ７．閉  会 

 

司会  それでは、これで閉会とさせていただきます。本日は、長時間にわたりご審議をいただ

き、まことにありがとうございました。 

―― 以上 ―― 


