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     １．開  会 

 

司会  定刻となりましたので、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、本日の司会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、今回につきましては、千葉県環境審議会運営規程第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。 
    委員の出欠でございますが、本日は、吉田委員、露崎委員、安室委員から、欠席の連絡

をいただいております。 

    合同部会の委員数 18 名のところ、現在 12 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 項の準用規程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。 

    次に、お手元にお配りした資料の確認をさせていただきます。 

     ・「生物多様性ちば県戦略（修正案）｣ 

     ・資料１ 委員意見とその対応 

     ・資料２ パブリックコメントの概要 

     ・資料３ 市町村意見とその対応 

   でございます。 

    よろしいでしょうか。 

 

     ２．会長あいさつ 
 

司会  それでは、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。前回の審議に続いて、朝早くからですが。 

    その間、パブコメのほうも、それから皆さんからのご意見もいろいろありまして、それ

を事務局で鋭意文章化するということで、その固まった内容をきょうはご審議いただくわ

けです。 

    よく晴れているのですが、毎日寒いですから、大分筋肉が固まっていて、体をほぐすた

めにも、本当は、こんな難しい話をしないで、のびのびと散歩をしたほうがいいのかなと

ふと思ったりします。サクラも、沖縄のほうでは咲き出し、河津のサクラも咲き出したと

いうことです。もうすぐ春がやってくる。だんだんお天気も春らしい日和になってきたの

ですが、そんなときに大変だとは思いますが、この自然環境部会と鳥獣部会に与えられた

テーマ、他の県に先んじて早々と千葉県の多様性戦略がまとまってくるということですの

で、大変好ましいことと私は思っております。 

    そんなことで、きょうはご議論あるいはご意見をいただいてまとめていく。きょう、で

きれば各部会の部会長さんの合意を得て知事に答申したいと、こんなふうに思っておりま

すので、ご協力のほどをよろしくお願いいたします。 

    ご挨拶はその程度にして、早速、審議に入っていただきたいと思います。 
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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との合同部会ということ

で、前回同様に審議会会長の田畑様に議事の進行をお願いいたします。 

田畑会長  それでは、ご指名ですので、司会を進めさせていただきます。 

    内容ですが、盛りだくさんきょうもありますので、説明をしていただいて、その後、審

議に入るというふうに進めたいと思います。よろしくご協力のほどをお願いいたします。 

 
     ３．会議録署名人の指名 
 

田畑会長  それでは、会議録の署名人の指名ですが、 

       岡   委員 

       河 添 委員 

   にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

     ４．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、議案の「生物多様性ちば県戦略について」を審議いたします。 

    本議案は、前回も申し上げましたが、平成 20 年 1 月 21 日付けで知事から環境審議会に

諮問され、それを自然環境部会と鳥獣部会に付議したものであります。1 月 25 日にこの

合同部会で審議が行われまして、本日は２回目ということになります。 

    本日は、先ほど資料の確認がありましたが、戦略の修正案が皆様のお手元に配られてお

ります。この前皆さんから出された意見、パブリックコメントの概要も踏まえて、事務局

からその修正内容の説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

庄司自然保護課長  本日はよろしくお願いいたします。 

    私からは、委員の先生方からお寄せいただきましたご意見と、それに対する県の対応を

説明申し上げます。そして、それが県戦略修正案としてどのように反映しているかにつき

ましても、あわせてご説明申し上げます。 

    それでは、戦略の修正案と、資料 1 をご覧いただきたいと思います。 

    委員の先生方からは、合計 29 件の意見をお寄せいただいております。以下、順番に説

明申し上げます。 

    まず、１番ですが、３行目、「大変難しいと思いますが、5 年後、50 年後の千葉県の生

物多様性から見た姿がどういうものなのか、具体的な数値目標は示せないかどうか。（現

状の生物多様性の姿（指標）がどの程度なのか、何年か前から見てどう悪化していて、こ

れを 5 年後、50 年度にどう改善するとか……。もう少しイメージできる工夫が必要では

ないか」とのご意見です。 

    これにつきましては、右の欄ですが、図表などを加えることにより、生物多様性に関す

る現状がこれまでどのように推移してきたのかを示すことにより、イメージしやすくした

いと思っております。 

    なお、生物多様性に関する数値目標についてですが、大変重要な指摘ですが、その設定
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のためにはさらなる情報収集と調査研究が必要であります。今後の課題とさせていただき

たいと考えております。 

    次に２番、「この戦略（案）第５章（生物多様性の保全及び持続可能な利用のための取

組）の取組を実効あるものとするためには、行政の強力なリーダーシップと実施主体への

支援が必要と考える。その理由は、生物多様性の視点から見ると、各主体はそれぞれの限

られた分野で断片的・分散的な活動をしていると思われることから、総合し調整する方策

がないと戦略の意義が活きてこないと考えられる。また、広大な面積を占める森林は、森

林所有者の経済的行為による維持・保全が極めて困難な状況に置かれている。この戦略で

掲げられている森林分野における環境部門施策の推進に際し、実行段階においては支援策

も考慮されたい」との意見でございます。 

    この点につきましては、今後、多様な主体との連携・協働のもと、総合調整役として戦

略の推進に全力で取り組んでまいります。 

    また、森林所有者などへの支援策については、戦略（案）の 46 ページからの「多様な

里山・里海環境」において記載しております。そして、ご意見を踏まえ、具体的な検討を

行ってまいります。 

    今回修正したところは、下線で示しております。 

    次に３番目、「普通種をどう守るかを戦略的に考えることが必要である」との指摘でご

ざいます。 

    これにつきましては、原生、里山・里海（湖）、都市の生態系の保全・再生を行うこと

により、普通種を含めた生物種の保全が図られるものと考えます。それぞれの地域の特徴

を踏まえ、各地域において生態系の保全・再生を図ることを通じて、普通種を含めた生物

種の保全に努めてまいりたいと考えております。 

    ページをめくり、４番です。「生物多様性の保全に無関心な人たちに理解してもらうた

めには、『美』や『景観の保全』を入れられるといい。入場料等、お金を取ることによっ

て意識を持ってもらうやり方もある」という意見でございます。 

    これにつきましては、戦略（案）の 29 ページ、ここは「第３章 生物多様性の現状と

課題」ですが、その中の３のタイトルの中に「景観」という言葉を追加してございます。 

    また、修正案では 70 ページ、こちらは「持続可能な利用の取組」という中の記載です

が、「（３）生物多様性が育む健全な心身と地域文化の維持・継承」の「現状と課題」に景

観の重要性に関する記載を追加しております。具体的には、修正案 70 ページのアンダー

ラインの部分です。「こうした里山・里海（湖）の景観や、自然公園等の千葉県の優れた

自然景観は、人々の心に、美しさ、雄大さ、安らぎ、なつかしさなどをもたらし、地域文

化を育み、芸術やレクリエーションの場をもたらしてきました」というのを加えました。 

    今後、ご指摘の点を踏まえて戦略の展開を図ってまいりたいと考えているところです。 

    次が５番、「『生物多様性ちば県戦略』に湖沼の保全も盛り込むべきであると考えま

す。」と。 

    その理由としては、五つお示しいただいています。 

    １）湖沼は、千葉県の自然環境のコンポーネントとして欠かせないこと 

    ２）湖沼は積極的な保全が必要な非常に脆弱な自然環境であること 

    ３）湖沼は、集水域の土地利用の影響が大きい自然環境であること 
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    ４）里海の藻場同様、湖沼の藻場には多様な生物が生息していること 

    ５）古来から人と動植物に多くの恵みを与えた印旛沼、手賀沼という有名な湖沼があり、

こうした内陸の水域は、現在、生態系サービスの財として、地域住民だけでなく、

県民にとっても高い付加価値を持っていること 

    こうしたことから、里山、里海に加えて、陸里の水辺として、戦略に湖沼の保全を盛り

込むことを提起いたします、という意見でございます。 

    また、次の６番目の意見も同趣旨の意見です。ここでは、44 ページほかで使われてお

りますが、「原生、里山・里海、都市の生態系の保全・再生」を「原生、里山・里海

（湖）……」と、「里海」の後ろに「（湖）」を加えてはどうかという意見です。以下、「里

海」とある部分はすべて「里海（湖）」に変える。その理由は、本県で手賀沼、印旛沼は

じめ湖沼の保全・再生が重要であるため。また、「里湖（さとうみ）」という言葉は著書に

も使われており、使ってもよいのではないか、という意見でございます。 

    また、７番目の意見ですが、第５章の（２）、44 ページ、ここは「保全・再生の取組」

のところですが、ここに「里沼」の表現を加えるという意見をいただいております。印旛

沼、手賀沼は今でこそ水草のない湖ですが、かつては多くの水草が生育し、それが肥料な

どとして使われていました。まさに里山のような役割を担っていたと言えます。この欄の

下から３行目に移りますが、「千葉県の湖沼は、生物多様性を保全する上で重要な部分で

あると考えられます」という内容です。 

    こうした三つの意見に対する県の対応ですが、資料１の２ページに戻っていただきまし

て、右の欄ですが、表記としては「里湖」、読み方としては「さとうみ」として追加し、

戦略（案）46 ページ、「保全・再生の取組」の章ですが、この中で「イ 多様な里山・里

海（湖）環境」の項目において、「現状と課題」「取組」を記載してございます。 

    46 ページをご覧いただきますと、アンダーラインの部分ですが、読み上げますと、「ま

た、県北部には、印旛沼、手賀沼等の湖沼がありますが、こうした湖沼も、里山のように

農業、漁業など人々の生活と密接に結びついていました。かつて、印旛沼・手賀沼周辺の

農家では、船でセキショウモ、コウガイモなどの沈水植物を採取していました。これを

「モク取り」と呼びます。採取した沈水植物は、乾燥させて畑の肥料として利用されてい

ました。湖水が澄み、豊富な水生植物の繁茂が見られた頃のことであり、昭和 30 年頃に

はほとんど行われなくなりました。現在、印旛沼、手賀沼では漁業が行われ、また探鳥会

や写真撮影、散策やサイクリングが行われるなど、多様な活用が図られています。こうし

た人々の生活との関わりを踏まえ、湖沼、池沼をここでは里湖（さとうみ）と呼ぶことに

します。」という記載を加えております。 

    次に、資料１の 8 番から 15 番までは、言葉、字句の修正、追加の意見をいただいてお

ります。いずれも、意見のとおり修正しております。 

    まず８番ですが、４ページ、ここは「２ 生物多様性とは」というところですが、上か

ら３行目、「これらの有機物を素にして」の後ろに「外界と膜で隔離され」という表現を

加えております。 

    同じく４ページの７行目、「その遺伝子及び生物は」を「その遺伝子そして生物は」と

変えております。 

    また、同じく 10 行目、「炭酸同化作用」を「光合成」に改めております。 
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    ５ページでは、字句の訂正をいたしました。 

    資料１の４ページ、12 番ですが、12 ページの３段落目、「その策定過程においては」の

後に「生物多様性に関わる研究者からなる専門委員会とともに」の一文を加えました。 

    次の 13 番は、14 ページ以降の中で、「地球サミット」という表現で本文全体を統一し

ております。 

    また 14 番、36 ページのご指摘も、修正してございます。 

    次に 15 番、42 ページ、これは「保全・再生の取組」の「（１）地球温暖化対策の推

進」の欄ですが、「取組の基本的な方向」の２で「生物多様性の保全」の後ろに「及び持

続可能な利用を通じて」を加えております。 

    16 番目のご指摘については、引用文献を記してございます。 

    17 番ですが、42 ページについてのご指摘ですが、「こつこつ」という読みを入れており

ます。 

    18 番ですが、ここは「里山を間伐して、人が入れるようにすることが、二酸化炭素の

削減、教育、鳥獣の保護管理等に役立っていく」という意見でございます。 

    県の対応といたしましては、右の欄に記してございますが、ご意見の趣旨は、42 ペー

ジの「（５）森林の持つ二酸化炭素吸収機能を向上させるため、森林吸収源対策として、

間伐を主体とした森林整備を進めます。」、また、「里山・里海（湖）の保全・再生」の中

の「多様な里山・里海（湖）環境」として、46 ページ以降に里山に関する取組として記

述してございます。今後、こうした取組を着実に進めてまいりたいと考えております。 

    ５ページ、20 番、「包括的な生物多様性保全のための条例は絶対に必要であり、早めに

つくってほしい」という意見でございます。 

    県の対応としては、右の欄に記しておりますが、平成 20 年度事業として条例策定のた

めの検討会を設置し、具体的な検討を進めてまいります。 

    次に 21 番、第５章の４の（３）で、取組推進のための仕組みづくりの章でございます。

ここでは、「戦略実行のためには財政基盤が必要であり、それが盛り込まれるといい」と

いう意見でございます。 

    このご意見の趣旨につきましては、戦略の修正案の 84 ページ、第５章の４の（３）に

おいて、「生物多様性保全のために必要な事業費を精査し、県民参加と協力を得る仕組み

やコスト負担のあり方を検討します」と記しております。今後、着実に進めていきたいと

考えております。 

    次に 22 番、「（仮称）生物多様性研究・情報センター及び地域ステーションについては、

研究者だけでなく、具体的に普及して鳥獣の被害防除が図れる県職員を配置してほしい。

また、研究等の学究的なものに終わることなく、実践的な問題解決型のセンター、ステー

ションにしてほしい」という意見でございます。 

    県の対応といたしましては、ご意見を踏まえ、（仮称）生物多様性研究・情報センター

及び地域ステーションの検討を進めてまいります。 

    次に 23 番、同じく生物多様性研究・情報センターについてです。「情報の『センター』

としての役割が強く位置づけられている。それにとどまらず、さらに『情報ネットワー

ク』機能を発揮することが、千葉県の生物多様性情報を収集するためには重要と考えます。

国の河川事務所や土地改良区など、既存の組織で生物多様性情報を持っている公的機関は
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多くあります。千葉県内の公的機関が持つ生物多様性情報をいかに収集しネットワーク化

するか、情報を生かすためには重要なことだと考えます」という意見でございます。 

    この点につきましては、ご意見の趣旨を踏まえ、戦略（案）の修正案の 79 ページに、

（仮称）生物多様性研究・情報センターに関する記載をしております。また、ご指摘いた

だいた公的機関を含めた形でのネットワーク化を図ってまいりたいと考えているところで

ございます。 

    ６ページ、いただいた意見の 24 番目ですが、「取組を支える基盤整備」に関して、「移

動ビジターセンターのようなモービルユニットがあるといい」という意見をちょうだいし

ております。この点につきましては、戦略の推進に当たって参考とさせていただきたいと

考えております。 

    また 25 番の意見ですが、73 ページ、「研究・教育の取組」ですが、いただいた意見の

とおりに修正してございます。74 ページ下から３行目に「ＧＩＳ」という表現を加えて

おります。 

    次は 26 番と 27 番ですが、これはいずれも学校と教育機関との連携が重要であるという

意見でございます。この点につきましては、修正案の 85 ページ、「第６章 戦略の推進」

におきまして④として「学校など教育機関との連携・協働」の項目を追加しております。

「小・中学校、高等学校等の教育機関において、自然に触れ合うとともに生物多様性に関

する基本的な知識を身につけることは大変重要です。このため、学校など教育機関との連

携・協働を進めていきます。」と追加いたしました。 

    次の 28 番ですが、「用語集が必要である」というご指摘です。この指摘につきましては、

用語解説を追加したいと考えております。今お手元に別綴りで「用語解説」というのを配

っております。内容についてはいま一度精査したいと考えております。そのでき上がった

用語解説を本体戦略（案）の後ろにつける形で、一つの戦略としてつくり上げていきたい

と考えております。 

    最後 29 番目ですが、「専門委員会と県民会議からの提言を示して、それらを踏まえて戦

略を作成したことがわかるようにすべきである」との意見でございます。この点につきま

しては、県ホームページなどでその旨を記載し、両提言を掲載することとしたいと思って

おります。 

    委員の先生方からいただいた意見、それに対する対応については、以上でございます。 

    次に、パブリックコメントの概要及び市町村意見とその対応については、生物多様性グ

ループの大木から説明申し上げます。よろしくお願いいたします。 

大木主幹  資料２「パブリックコメント結果（暫定集計）の概要」について説明いたします。 

    暫定集計という形で大変恐縮ですが、実は、募集期間にありますように、先週の金曜日

までパブリックコメントの募集をしておりました。当日の消印有効ということでやってお

りますので、実は昨日まで郵便が来ている状況です。そこで取り急ぎ集計をし、それにつ

いての対応という形でまとめたものでございます。 

    提出者数は全部で 71 名でした。お一方で 10 件、20 件という項目についての意見もご

ざいますので、かなりの分量になります。それをある程度キーワードで仕分けをしてみた

ところが、３番目にあります「意見の概要」です。具体的な目標、具体性が欠如している

とか、農薬の空中散布の問題ですとか、いろいろな話がございます。 
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    多いものですからすべて逐一というわけにはいかないですが、ざっと説明をしていきた

いと思います。 

    「意見の概要」と「県の考え方」というところで説明をさせていただきます。 

    最初の意見区分（１）目標等についての意見でございます。目標は 50 年ということで、

当面５年の取組をここに盛ってあるという形ですが、これについて具体的な目標値の設定

が必要ではないかという意見が７件ほどございました。 

    これに対して、私ども、早急に数値目標というわけにはいかないものですから、これに

つきましては、今後、情報収集、調査研究をしていく中で課題として取り組み、また早急

にお示しできればと考えております。 

    次の（２）ですが、ここは、具体的な施策の欠如、新規取組がわからないという意見で

ございました。 

    これにつきましては、新規既存事業ということがわかるように、取組のところで例えば

マル新というような形で区分けをして表記するということで、いま準備をしております。

今、各部局に照会しているところであり、これを取りまとめ次第、そういう形できちんと

新規事業がわかる形にしたいと思います。また、よりわかりやすくということで、課長か

らも説明がありましたように、グラフ、図、写真を入れております。 

    若干、グラフ、図等について説明させていただきます。 

    お手元の修正案の 26－1 ページですが、環境アセスの対象事業の分布について、その件

数、面積について、それぞれの地区でどういった開発が起こっているのかということがわ

かるように、ゴルフ場とか区画整理といった開発について、区分別にそれぞれの面積、件

数についてお示ししたものです。このように特に千葉県内はゴルフ場の開発が非常に多い

ということ、県の北部では土地区画整理事業等で大分都市化の進展があるというのがわか

るかと思います。また、県の南部の地域では、レジャー施設等が幾つかあるということで

ございます。 

    その右側の 26－2 ページですが、これも開発の関係ですが、東京湾内の埋立の変遷であ

ります。色別で年代別で示していますが、これを見てわかりますように、自然海岸はもは

や東京湾内では少ないということがわかるかと思います。 

    26－3 ページですが、これは県内の各生態系の主要な個所について、その変貌を記した

ものです。それぞれの地区ごとに特徴、変貌といったものを記載しております。 

    こういった図を示すことによって、千葉県の現況と課題の部分がよりわかりやすくなる

のかなと考えております。 

    次に、少し飛んで 46－2 ページをお開きください。これは、里山・里海（湖）の「現状

と課題」のところの図ですが、この図につきましては、県内で五つの地域、郡部とか都市

的な開発等が起こっている地域を選んだのですが、そこの過去 100 年間の土地利用の変化

の状況を示したものです。全体的に各地区で言えることは、100 年の間でマツ林等が大分

なくなり、それが例えば水田とか農地に変わっているという状況。それから一番下の千葉

東部――都市近郊地においては、やはり居住地等に変わっているという状況。それから、

草地等についても、大分その部分が減っているという状況が、この 100 年間の土地利用の

推移でわかるかと思います。こういった図を示すことによって、よりわかりやすくと私ど

もは考えております。 
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    戻りまして、（３）ですが、言葉の定義に関する意見が２件ございました。ここで掲げ

てあるのは「里山」という言葉の概念であります。これは、先ほど課長からも話がありま

したように、用語解説の中で詳しく解説していくことを考えております。 

    次の２ページ、（４）、これは総論部分です。第１章から第３章への修正意見が８件ほど

ございました。総論部分への修正意見ということで、例えばここで掲げたのは、土壌とい

う概念を追加するようにという指摘がございました。これは、今回、修正案の中で追加し

たという状況であります。 

    次の（５）は、温暖化への意見ということで、今回、地球温暖化と生物多様性を一体的

にというのが私どもの県戦略の考えですが、これに対しても意見が２件ほどございます。

今回のこの意見については、私どもは評価手法を今後検討していくとしております。そう

いった評価制度の導入の中でいただいた意見等についても、検討を加えていきたいと考え

ております。 

    次の（６）は、二つのページにまたがります。水稲に関する有人ヘリの農薬散布につい

てです。私どもの案で示した内容は、「水稲の病害虫防除のための有人ヘリコプターによ

る農薬散布は、廃止する方向で実施主体を指導する」というのが原文です。これに対して、

農薬の効果が大きいということで、最初に掲げたのはいわゆる農薬の空中散布をやめては

困るという方々の意見であります。こういった意見を全部で 17 件いただいております。

次のページにございますのが、逆に、水稲の有人ヘリの農薬散布については、無人ヘリも

含めてやめるような形で指導願いたいという意見であります。さらに、強くしていただき

たいという意見でございます。このような意見が９件ということで、数量的には 17 件対

9 件という形になっております。 

    こういった意見に対する私ども県としての考えですが、ここに書いてありますように、

農薬の散布等につきましては地域で考えていただく、解決していただく問題なのかなと考

えております。地域の農林漁業者、住民の方々、また市町村等多様な主体での情報交換、

意見交換といったものを通じて、地域で、例えば農業のあり方、農業を支えるといった面

も含めて話し合う機会を持っていただきたいと考えております。地域で解決すべきと思っ

ております。私どもの戦略の中でこれを肯定的・否定的にというのは、非常に難しいのか

なと思っております。 

    それから、「また」というところで、農林漁業と生物多様性との関係についての調査と

いうものは、私どもセンターで持つ調査機能がありますので、そういったものは当然行っ

ていくというふうに考えております。 

    また、３ページ、マツクイムシの話が（６）の最後にあるのですが、マツクイムシ防除

については空中散布を全面廃止というのは、今回の戦略の中で明記しております。 

    次の（７）ですが、これは都市周辺の自然保全に関する意見でございます。私どもは、

県内を「原生の地域」と「里山・里海の地域」、そして「都市の地域」とこの三つに分け

ておりますが、いただいた意見は、都市の前に都市周辺といった環境についてきちんと書

くべきだという話でございます。理由にありますような都市化の波とか、こういったもの

が強く出ているのだという形であります。 

    これにつきましては、今回の修正案の 47、48 ページに記載を加えております。 

    47 ページ、「現状と課題」で、「都市周辺においては……その保全・再生が急務であ
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る」ということで課題という認識を持った上で、都市周辺についての県の取組として、48

ページの（１）の河川の部分ですが、「特に、著しく改変が進む都市周辺の里山について

は、重点的に取り組みます」ということで私どもも対応していくことを考えております。 

    次の（８）は、三番瀬や干潟保全に関する意見です。これにつきましては４件ほど意見

が出ております。三番瀬再生保全の取組ということで、意見の中段くらいにありますよう

に、まずは保全をしてくれ、そして私どもの戦略の中で環境の多様性の重要性を強調して

くださいという話をいただいたところです。 

    これについての県の考えといたしましては、三番瀬については再生計画というものがで

き上がっております。これに基づいて取組を進めていると考えております。私どもも、今

回いただいた意見はこの取組の参考とさせていただきたいということであります。 

    （９）ですが、印旛沼、手賀沼等に対する意見でございます。先ほど岡委員から意見等

もありましたが、同じように、千葉県内の場合は、湖沼が非常に重要な地域である、特筆

すべきだということで、きちんとその部分を明記されることを望むというものであります。 

    これに対しましては、先ほど課長から説明があったとおりです。 

    あと追加して説明いたしますと、修正案の 47、48 ページですが、先ほど課長の説明で

その前の 46 ページの「現状と課題」を話しましたが、47 ページの「現状と課題」の最後

のところで、この湖沼・里海においても非常に生態系への影響が深刻であるということを

私どもも課題として持っております、と。それを受けて、48 ページの（３）、具体的な施

策として印旛沼、手賀沼についてそれぞれ保全の計画等がございますので、これに基づい

て取組を推進していくということで、新たに（３）を付け加えたところです。 

    それから（10）、教育に関する意見です。全部で６件ほどいただいたところです。特に

ここに載せてありますのは、子どもたちが自然とのふれあいが少なくなる、それについて

もっと積極的に施策に取り組むということですが、これについては、私どももこの戦略の

中で位置づけております。ですので、今回の取組、意見についても参考にさせていただく

ということで考えております。 

    ６ページ、（11）、生物多様性研究・情報センターについての意見です。これは全部で３

件ほど意見をいただいたところです。ここで挙げているのは、研究・情報センター、シン

クタンク機能、プランナー機能をまちづくりにどう活かすかが問題であるといったような

こと。それから、下のほうにありますように、研究者集団に偏らないような組織が必要で

あるということです。これらについては今後の取組の参考とさせていただき、取組を進め

ていきたいと考えております。 

    （12）、希少種の関係の条例に関する意見です。希少種の採取禁止の条例に賛成、こう

いったモラルの低下等も受けて法的な規制が必要であるというものです。 

    条例につきましては、私どもは今回の戦略の中に位置づけております。これらの意見を

参考に、条例の検討を進めていきたいと考えております。 

    ７ページ、（13）、資金確保に関する意見です。先ほども課長から説明がありましたよう

に、私どもの戦略の中では、資金確保については、「必要な事業費を精査して、コスト負

担のあり方を検討します」というふうに現在記述しております。これについて、もっと環

境税、戻り税といったことに具体的に踏み込んでというような意見です。私どもといたし

ましては、こういったコスト負担のあり方ということで、税も含めて広く今後検討してい
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きたいと考えております。 

    （14）ですが、遺伝子組換え生物に対する意見です。これについては、全部で３件ほど

意見をいただきました。これにつきましては、周知の事実をきちんと書くようにという話

がございました。そういった指摘を受けて、今回、65 ページに若干記載を書き加えてお

ります。「現状と課題」、65 ページに、「遺伝子組換えナタネについては、種子のこぼれ落

ちによる野生化が一部見られる」という事実がございますので、こういった事実の記載を

書き加えたというものであります。 

    （15）が、全庁一丸にという意見で、そのとおりであります。私どももそういった形で

進めていく。 

    （16）が、市町村の役割が重要であるということ。ただし、市町村の記載が少ないとい

うことですが、私どもは市町村との連携・協働は非常に重要であると考えておりますので、

特に「第６章 戦略の推進」において市町村との連携強化をうたっております。私どもも

同じように考えているというものであります。 

    （17）は、自分も尽力するという意見で、よろしくお願いしますということであります。 

    （18）以降は、複数の意見ではなくて単独の意見だったのですが、主なものをここで掲

げております。例えば、２番目にありますように、利根川下流低湿地の動植物の話、これ

は先ほど図で説明しましたが、図の中で示しております。それから、９ページですが、最

後のビオトープの関係については、特にビオトープの維持・管理が重要だという意見をい

ただいております。これにつきましては、今回の修正案の 55 ページの２の（３）の中に、

ビオトープについて「その適切な維持・管理を推進します」と記載を加えているという状

況であります。 

    以上、パブリックコメントで提出があったものに対して、特に修正したものについてお

話しさせていただきました。 

    次に資料３ですが、市町村意見への県の対応です。市町村には説明会の機会がありまし

たので、その機会に説明をし意見照会をしたという状況です。その結果、２市町村から意

見が出ました。１枚目が我孫子市、２枚目が本埜村でございます。 

    最初の我孫子市につきましては、湖沼の視点、これは里湖（さとうみ）として書き加え

た。それから、最後にありますように、「グリーン・ブルーツーリズム」「ＫＪ法」などは

定義の注意書きが必要だ、用語解説が必要だということで、それらについて対応している

という状況です。 

    本埜村からは、先ほど説明した有人ヘリによる農薬散布についてです。これについては、

有人ヘリでの農薬散布は効用があるのだということで、きちんと庁内での調整が取れてい

るかということですが、私どもの記載については、基本的には農林水産部と協議した結果

の記載であるというものです。 

    以上、パブリックコメントの考え、市町村の意見の考えを説明させていただきました。 

田畑会長  どうもありがとうございました。 

    この審議会の委員の皆さんからのご指摘、あるいはご意見、その他を文面の中で検討さ

れたということ。それから、パブリックコメントの中身、地方自治体の市町村の意見など

も入れて、「生物多様性ちば県戦略」修正案というのができているわけですが、これにつ

いてさらにご意見、あるいは内容の確認がありましたら、よろしくご意見その他をいただ



 －11－

きたいと思います。 

柴田鳥獣部会長  この戦略（案）を拝見しまして、すばらしいなと驚きました。おそらく全国

の模範となるものではないか。これだけ緻密に戦略を組み上げた自治体というのはあまり

ないのではないかと思います。 

    今ご説明を伺っていて私が特に感じたのは、湖とか沼は止水系でございますね。河川は

流水系で、あれは地上からの栄養塩類などで生態系として機能することができる。湖や池

は、閉鎖系で、そこでもって自給自足でやっている。ところが、これが非常に軽視されて、

どこでもどんどんつぶされていく。特に稲作農耕の水田がなくなってから、水田に給水す

るための用水池を、危険な存在、無用な存在というようなことで埋めていく。たまたま千

葉県は印旛沼と手賀沼があるということで、止水系に対して非常に強い目配りをしてくだ

さった。これは全国的に模範になるものではないか。 

    国土交通省の河川局というのは、大変な力と経済力を持っておりまして、今、日本の河

川の生態系というのは、今までは流水系としての河川で、ただただ水を海の中に流しちゃ

えというやり方で、それではいかんということで、護岸や何かを生態系として機能させる

ということで、一昨日ですか、小田原でそういう集会があって、昨日は松戸の「清流ルネ

ッサンス」というプロジェクト、もう 14 年になるのですが、見違えるようになった。例

えば松戸の駅前に小さな川が流れていて、真っ黒だったんですよ。浚ったら自転車が 70

台出てきた。それが今は透き通って底が見えて、魚も泳ぐようになったのですね。 

    河川のほうはそんなに活性化しているのに、池沼のほうはどんどん埋め立てられて、じ

ゃまで危険な環境だということでネグられていくのですが、私は、この戦略の中で、特に

手賀沼、印旛沼という大きなあれもあるのですが、これを取り上げて大事にすべきだとい

う主張は、非常に画期的というか、今まであまり配慮しなかったことがいけなかったので

すが、大きな刺激になるのではないかと思いまして、これは大変感銘いたしました。 

    それから、私は鳥獣部会とも関係していますのでとりわけ感じるのですが、今、シカ、

イノシシ、サル、キョン、サルは雑食ですが、いずれも植物を食べる草食性の動物が県の

南部に増えている。これはいろいろ問題を起こしていますが、問題を起こしたじゃまもの

だということで排除するよりか、里山という概念がありますが、これも天産物の一つだと

いうことで、これに経済価値を付与するようなあり方というものを真面目に考えていって

いいんじゃないか。例えばこの前の鳥獣部会に報告があったのですが、イノシシが今

4,000 頭も捕まっているのですね。それがじゃまだから駆除するというので捕まえている

のですが、あれはブタの親戚ですから、食べればものすごくおいしいですね。4,000 頭も

のご馳走が県土を駈けずり回っていて、殺して捨ててしまうというのは何とももったいな

い、資源の無駄遣いだ。そうかといって、今、イノシシの肉を経済ルートに乗せて儲かる

という仕組みではないと思いますね。例えば観光的な要素として、そこに行ったらイノシ

シのステーキが食べられる、そのかわり高いよ、高いけどおいしいよ、そういうシステム

がつくられていい。そうすると、シカとかイノシシとかキョンというのは資源として活用

できるのではないか。 

    さっきもチラッとお話し申し上げたのですが、イノシシが増えて困る。その駆除の仕方

はなお困る。猟友会を起用してやっているのですが、猟友会はみんな高齢化しまして、下

手くそなんですね。そんなことを言ったら叱られますが。例えば日光でシカの駆除をやる
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のに、撃った弾が１頭について平均 40 発。これは沖縄戦の特攻機と同じですね。一撃で

倒すようなプロのハンターを雇いませんか、養成しませんかと申し上げたのですが、ご当

局は「さぁ」と言って首を傾けちゃったですね。この辺のところはもう少しプロフェッシ

ョナルに考えていく。例えば繁殖期にメスのブタを山の中に囲って、そこにオスのイノシ

シを誘致するという戦略。シカもこれは使えます。 

    そういうことで、すごく多様性に富んだ戦略でおもしろいなと思いますが、これが具体

的に展開されたら全国の模範になるだろうと、感銘を受けながら拝読いたしました。 

岡委員  事務局のほうにお考えいただきたいのですが、極力ルビの要らない言葉を使うという

ことで、里山・里海に里湖（さとうみ）を盛り込んでいただいたのは私は非常にうれしい

のですが、今、実は悩んでおります。里山・里海、この里海というのは、県の周囲の７割

くらいを海に接している千葉県ならではと思って、これはとても大事なキーワードになる

と思っています。それに「里湖（さとうみ）」とルビが必要な「湖」をつけてしまうと、

里海が、本来の海が弱まってしまうというところで、足を引っぱるような形になりかねな

いという気がします。あと、括弧付きにするというのも、さらに「湖」のほうを弱めてし

まうということで、相乗的にマイナスであることと思います。 

    先ほど委員から、あるいはこれまでこの選択を考える中で提案をいただいております中

で、「里湖」を「さとうみ」と呼ばせるということが出ていたかと思いますが、きょうそ

の中で研究者の名前が出ておりますが、みんな研究者というのは自分の系統をとても大切

にして、この山室さんは宍道湖をずっとフィールドにしていらして、それは千葉県の手賀

沼、印旛沼とは環境が違うのです。まさに湖なんですね。それを島根県の人たちは大事に

して、まさに里海のような、そこでヤマトシジミを今も生業としてやっていらっしゃる方

が非常に多い。その研究者の関わり方として、それを「うみ」と呼ばせたいということで

出てきたのだと思いますが、それは研究者の思いの中で、ご自分の著書や執筆の中で掲出

していくものだと思いますが、県戦略のようなものは、どなたもみんなが見るものなので、

非常にわかりやすいものをダイレクトなボールとして投げるべきと私は考えておりますの

で、「里湖」を「さとうみ」と呼ばせるような難しいやり方ではなくて、もっとダイレク

トに「里沼」のほうがいいのかな、あるいはもっといい言葉があれば、そちらのほうがい

いかなと思います。 

    「ぬま」と呼ばせた場合、今、房総半島の中でもダム湖などができていますね。それに

対する配慮、これから再生させるというところに向けられなくなるおそれがあるので、そ

れで今私は困っているところなのですけれども。 

    以上です。 

田畑会長  いい言葉があるとよろしいのですが。再発見をしてください。河川のほうも入っち

ゃうからあれでしょうけれども、水に関係するほうの言葉で何かうまい造語をしまして、

それでちゃんと解説をつけるというふうにしたいのだけど、なかなかいいのが見つからな

いのでとりあえずこうしてあるということかと思います。 

    それから、きょう欠席されていますが、吉田委員からこういう発案が出ています。今お

っしゃられたように、新しい千葉県にふさわしい言い方の名前ができればそれに越したこ

とはないのですが、皆さん、一練り知恵を絞っていただければありがたいです。 

原自然環境部会長  それに関連してですが、いま岡委員からご意見がありまして、私も、まず
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はこの短期間にこの間の戦略（案）からこのような修正案にまとめられた事務局のご苦労

に対しては、本当に大変だと感謝を申し上げたいのですが。 

    ただ、１点、「里山・里海（湖）」が私は大変気になっています。 

    まず、専門委員は何をやっているんだということになりますので、私は専門委員の立場

でも説明しておく必要があるかと思いますが、この辺、十分議論したつもりです。専門委

員会のほうでは、前回もちょっとお話ししたかと思いますが、「里山・里海」で、私も印

旛沼とか手賀沼はどうなんだという意見を申しました。それで「里沼」というのを入れて

くれということも申しました。多分、議事録に残っていると思いますが。ただ、そうする

と、「里山・里海」という中に里沼なり、里湖でもいいのですが、そのときは「里湖」と

いうのはなかったのですが、やっぱり３よりは２のほうがクリアだということで、これは

一部の委員の強いご意見ですが、里山というのは沼も川も全部含むのだと。そういったも

のとして広く里山をとらえることで、そうすると千葉県の県土というものは里山と里海と

いう大きい対比でとらえる。そういう枠組みで私は整理してきたつもりでこれまで進めて

まいりました。ただし、そのためもあって本文の中にそういう記載が大分抜け落ちていま

して、印旛沼とか手賀沼はどうなんだというような意見がこちらの審議会の委員からも出

ますし、パブコメからも出るのは当然だったと思います。その点で、加えていただいたの

はそれで大変よいことだと思います。 

    もう一つは、今回の分け方は、生態的に言うと陸域と水系を分けるという分け方だと思

うのですね。里山、これは陸域だ、里海、湖、これは水系ですよと。こういう分け方も一

つはあるかなと思います。その場合に、多分二つ解決があると思います。一つの案は、里

山に沼も川も入れてしまって、千葉県を大きい里山とする。この場合はもしかしたら平仮

名の「やま」のほうがいいかもしれませんが、そういう「里やま」と「里海」という対比

でとらえる。これが一つの案です。もう一つは、「里山」と「里うみ」、これも「うみ」は

平仮名にしたほうがいいと思います。その「うみ」の意味するところは、東京湾、太平洋

の海、湖沼、沼、川も含むのかもしれませんが、そういったものを含めた陸域と水域の対

比としての「里やま」「里うみ」という分け方だと思います。これは非常に本質的なもの

に関わりますので、まさに審議会の議題にはふさわしいかと思いますが、非常に大変な、

つまりもう少し前にこういう議論が起きていれば十分議論ができると思いますが、この限

られた時間で結論を出すのはちょっと難しいかなと思いつつ、ちょっと掲示させていただ

いた。私はどちらがいいかという意見を持っているのですが、それぞれの意見を伺ってか

ら意見を申したいと思います。 

田畑会長  「里やま」、これは里山、里地という言い方をまとめて「里やま」にした経緯もあ

ります。それから「里うみ」。陸域のほうの水の関係、海域のほうも含めて、水の関係を

「里うみ」。これはあまり学問的でない名前かもしれませんが、通称的に使う方法もあり

ますので、きちっと定義を解説さえすればいいのかもしれないと、こんなふうに私もふっ

と思った。「里山・里海（湖）」なんていうのはちょっとおかしいですから、きちっと整理

したほうがいいと思います。私も、原委員から出た話を今朝電車の中で考えていたら、提

案されましたから、やっぱり同じことを考える人がいましたというので、大変感銘したと

いうところですが。 

    この件、いかがですか。 
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    柴田委員、どうでしょうか。 

柴田鳥獣部会長  大きさから言って、里海とか、里池というのも考えたほうがいい。生態系と

してとらえたときに、「里○○」というのは必ず人間の関わりがある。最近になって里山

という概念が非常に固まってきました。土地に定着した稲作農耕が非常にプリミティブな

形でほとんど手を使って作業をして自然に影響を与えた、それに対して自然が反応して、

反応した自然が、例えば 10 年くらいで伐採して薪に使うとか、そういう人と自然との営

みのコンプレックスが里山だと思うのですね。今、里山という概念が何となくそういうふ

うに取り込まれて、いわゆる日本アルプスのような山ではない、東京の都心のような平坦

地ではない。 

    日本でもそういうことを京都大学の先生たちも言い出していますが、アメリカでもエ

コ・カルチャー・コンプレックスという概念を出しているのですね。「エコ」は自然の営

みのほうで、「カルチャー」というのは人間の営み。人間の営みと自然の営みは、恒常的

に非常にシンプルな形で作用しながら独特の生態系をつくった。それは例えば昔の稲作、

田園の景観。それを最近は「里山」という言い方をしているのですね。漠然としています

が、里山という話をこういうところですると、皆様方は大体共通したイメージというか概

念みたいなものが生まれてきている。そういう意味で、新しいエコ・カルチャー・コンプ

レックスをつくり出すという姿勢があってもいい。 

    もう、前こごみになって苗を植えるという稲作の農耕の姿ではありませんので、都市近

郊で農業を営むとしてもパターンはずっと変わってくると思いますね。変わってきても、

成果として人間の営みと自然の営みとがコンプレックスされた新しいいいものを、今後、

自然との関わりでとらえて、それを里山とか里沼とか里池とか里海という表現でとらえて

いったらどうか。目を少し未来のほうに向けていただきたい。 

親泊委員  ２日前におおたかの森のうちの大学のサテライトセンターの開設記念で、野鳥の会

の柳生博先生に講演していただいたのですが、彼が、キーワードは「里山」と。オープニ

ングのブックオープニング、テープカットとかウエディングケーキのカットと同じように、

学舎をオープンするときのカットとして最初に署名されたときに「里山」と書かれたので

すが、その中での柳生会長の講演は、全部里山の話をされたのです。「確かな未来は懐か

しい風景の中にある」とか何か、非常に聴衆に訴えるようなキャッチコピーといいますか、

キーワードをおっしゃって話されたのですね。それから、「すべての命が 10 年後にも喜ん

でいられるように」とか。私が大学の講義でそういった生物多様性の話をしてもみんな学

生は居眠りするのに、柳生さんの話にはハンカチを出して泣いていたりする。彼は、「役

者と学者は違います」ということで、かなり大げさなおっしゃり方や演技などをされたと

いうこともあるのでしょうけれども。 

    この戦略も、例えば最初の「理念」のところで、「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」と書いてあるように、みんなほとんど読まないと思うので、キ

ャッチコピーみたいなものを張って、「あっ、そうか」みたいな部分があるので。結構、

こういった自然環境保全に関わっておられる芸術家とか学者とかいろいろな方が、非常に

いい言葉を残されているのですね。例えば内山節さんは「自然は無事であってほしい」と

か、手塚治虫も「ブッダ」の最後に「すべての命はつながっている」みたいな。そういっ

た一般の人にその１行とか数行でメッセージが伝わるようなものが、各チャプターの最初
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とか、あるいは、そういうのはこれから大変であれば、最後のところでそういった心に残

るメッセージみたいなものがちょっと入ると、それを読むだけでも、ほかの生き物と人間

とのつながりがいかに大事か、十分にこの１冊が理解されるような気がするので、そうい

ったことを入れてみてはどうかなという感じを持ちました。環境施策の政策決定でも、い

ろいろな科学的な分析に基づいて政策決定者は決めると言われているのですが、多くの場

合、ほとんど本能で決めるという論文もあるくらいで、最終的には、人間というのは、感

性とか、「そういう感じかな」みたいなので結構決めたりする部分があるので、そういっ

た演出が入るともうちょっと取っ付きやすい戦略なのかなというのが一つ。 

    二つ目は、先ほどエコツーリズムとかグリーン・ブルーツーリズムというものについて

定義してくださいと書かれていましたが、70、71 ページ、「県の取組」のところで、「エ

コツーリズム、グリーン・ブルーツーリズム等を通じて」とか、（５）に「グリーン・ブ

ルーツーリズムの普及拡大を図り」と書かれていますが、私が別の委員会で提案したのは、

サスティナブルツーリズム。最近は、学びの旅といいますか、スカラーツーリズムとか、

地域の自然を資源とするヘリテージツーリズムとかローカルツーリズムとか、温泉等を使

ったヘルスツーリズムとか、非常に環境にインバイロメンタルフレンディなツーリズムと

いうのが多種多様になっていますので、ブルーツーリズム、グリーンツーリズム等に代表

されるサスティナブルツーリズムとか、地域が一体になってといったところでサスティナ

ブルツーリズムの普及。そうすると、かなり文化、観光、ローカル、農業体験から、いろ

いろなタイプの環境配慮型のツーリズムが網羅されると思うので、そういう形に書きかえ

てはどうかなというのが二つ目。 

    三つ目として、14 ページに「地球サミット」という言葉がありますが、これは正式な

会議名を入れて「地球サミット」と入れるほうがいいのかしらと思ったのですが、いかが

でしょうか。 

    あともう一つ、今度、環境省で国際里山イニシアティブというので会議の準備がスター

トするというのを聞きましたが、この里山自体で、先ほど柴田先生がおっしゃったエコ・

カルチャー・コンプレックス、人間と自然との融合というんですか、そういったものをシ

ンボライズしているみたいですね。ですから、キーワードは「里山」というものが何か出

てもいいかなという感じを持ちました。人って、複雑なことに弱いですよね。ですから、

なるべく簡単にパッと心に飛び込んでくるような、何かそんな表現で収められるといいか

なと思いました。 

岡委員  私は今ふと思ったのですが、これはおそらく千葉県の南北問題ではないだろうかと。 

    まず、１ページ目に、「千葉県は房総半島」という枕言葉がありますね。「三方を海に囲

まれた房総半島・千葉県は」とありますね。私は、実は東葛地域です。千葉県の北で、千

葉県は房総半島だと実は思っていないのですね。おそらく東葛地域の人たちは、みんな、

この最初の 1 行にくくられる千葉県ではないと思っています。 

    それで、先ほどの里沼、里海ですけれども、海というのは明らかに塩分濃度が高いとこ

ろです。今回、「生物多様性ちば県戦略」というのは、生態系の異なるところをいかに丁

寧に目配りして保全していくか、そうでなければ達成できないというゴールだと思うので

すね。そうすると、人間の情緒的なもの、私は感銘を受けているのは、この情緒的なもの

が、温故知新といいますか、丁寧に戦略の中で多くのページを使って解き明かされている。



 －16－

これは私はすばらしいものだと思いますし、まさに哲学を感じます。それはそれとして、

いかに生態系をきちんと保全していくのか、それは「環境を保全する」という宣言が明ら

かになければいけません。それは科学的な部分に裏打ちされたものとして考えなければ、

おそらく多くのところで実行できないものになってしまうだろうと思っています。 

    市町村の中で、我孫子市と本埜村から出ていますが、これはみんな東葛地区です。おそ

らくは、自分たちの自然を守るにはどうしたらいいのだろうか、この中にひょっとしたら

忘れられているのではないかという危機感を持たれた市町村か、あるいは自然環境に関し

てもともときちんと取り組みたいというお役人がいらっしゃるところなのかもしれません。 

    最初に戻りますと、「里山・里海」では、千葉県の半分しか語っていないだろう。それ

を目配りするために言葉として押えていく必要がある。先ほど「里湖」を「さとうみ」と

呼ばせる、それで何かあるのだろうかと事務局の方にボールを投げましたが、千葉県とい

うのは、昔、茨城県とともに内陸のほうに香取海という海が進出していて、それが多くの

面積を占めていた。それが陸封されて印旛沼、手賀沼が残された。その沼というのが、千

葉県では、特に東葛地区、千葉県の北半分ではキーになってくるだろうと思います。あえ

て独立して里山、里海、里沼として、その沼の中に先ほど申し上げたダム湖や稲作の中で

培ってきた水源としての池も含むというふうにむしろ書くべきか、それは言葉の定義の中

で書くべきかということで、ここは、生態系のそれぞれの環境を大事にするということを

情緒性とともにきちっと盛り込まれる必要があると私は思いました。 

亀田委員 里山と里海ですが、「里」という感情が人によって全く違うと思うのですね。ふるさ

とというのはみんなそれぞれ持っていて、この里山というのも、自分の裏は山なんですが、

人が里山とか、里山条例というのは、つい最近、里ということを思ったわけです。その奥

に行くと、今度、奥山といって、それは昔から森林をつくろうとして植林をして育ってき

た。つまり、林業として生業を立てるのは奥山とか、いろんな言葉があるわけです。里と

いうのは、今いろいろなところで里という話が出ていますが、これは心の問題であって、

今皆さんがおっしゃっているのは、北と南でも、思うところはみんな里になってくるんじ

ゃないのかなという感じがします。そうしたときに、里山であっても、里海であっても、

それが里沼であっても、その人たちが、これからこの戦略がいろいろなところに生かされ

るという親しみを持ってくださればいいのではないかという気がいたします。 

    もう一つは、この呼び方によって、最初に書いてある「生命（いのち）のにぎわいとつ

ながり」が変わるわけではないのではないか。ただ、「子どもたちの未来へ」ということ

で、子どもたちにも親しみを持ってもらう。その子どもたちのそばにあるのが沼であった

ときには、「これが里沼なんだよ」という言い方をして、その子どもたちがその沼に対し

て親しみを持って、そしてこれからその子どもたちが沼で遊んで沼を生かしていくという

ふうにつなげていくのがこの戦略ではないのかなと、自分はちょっと感じています。 

    もう一つは、里海と里湖、この二つが同じ読み方では混乱を与えるかな。ただ、「う

み」にくっついている里は里で心の里だと、そんな感じがいたします。これは、自分が住

んでいてそう思いました。 

田畑会長  これをずっとやっていると時間いっぱいになっちゃうので、これはどうしましょう

か。答申の中身をきちっと整理するのがお尻に火がついていますので、先ほど岡委員が

「事務局のほうで検討してください」と言われたのですが、この問題は両部会の部会長２
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人と私と３人で検討することにさせていただけますか。閉鎖域の湖沼の問題、手賀沼や印

旛沼は大きな琵琶湖や諏訪湖みたいな沼になりきれなかったのでそのレベルじゃないとか、

いろいろな言い方をするのですが、千葉県にとっては非常に特徴のある生態系を持った内

水面であります。それだけまた関心の高い地域の人がいますので、この辺を十分考えて名

前を考えることにしたいと思います。今出された委員の方には、こういうふうにしますよ

ということでまたご相談申し上げて、早急にネーミングを考えたいと思いますが、この件

はよろしいでしょうか。 

河添委員  いつも子どもを相手にしている者から、一言だけ言わせていただきます。 

    最初に「三方を海に囲まれた房総半島・千葉県」、これは子どもたちには、利根川が頭

から外れてしまうのですね。だから、一方は川で、残りの三方は海だよというのがわかる

ような文章が一つ欲しいということと、子どもたちにとって一番わかりやすいのは、千葉

じゃなくて里山、里海、そして里沼。「沼」という言葉が手賀沼も印旛沼も使われていて、

子どもたちには一番わかりやすいということがあります。これは子どもにもそうですが、

自然環境とかそういうことをあまり考えていない普通の県民にとっても一番わかりやすい

分類ではないかと思います。 

田畑会長  24 ページのところですが、「千葉県の自然環境と里山・里海（湖）」、そういうのは

今のところまとめ方としてはいいようですが。 

柿澤委員  どうでもいいことですが、里山、里海、学問的には「陸水」という言葉があります

ね。内水面の湖沼はすべて含めて「陸水」という言葉で呼んでいるわけですが、そんなに

言葉にこだわるのだったら、「里水」というのもあるかなと、今チラッと思ったものです

から。 

田畑会長  「里水」というのはあるんですよ。「里やま」、心の問題のほうの里は漢字で、生態

系のほうからうまい言葉で平仮名の「やま」と平仮名の「みず」でやるというのか、いろ

いろ考えますから、その辺ご意見をいただきましたので、それを後でまとめさせていただ

く。うまいことまとまるかどうかわかりませんが、そうお願いしたいと思います。ご意見

をたたみ込むみたいな言い方で申しわけありませんが。 

原自然環境部会長  最後の「戦略の推進」というところで、教育機関も増えていってほしいと

いうこちらからのコメントに対して、加えていただいたのですが、私は大学に所属してい

るものですから、大学というのがどこにあるかと捜してみると、一番後ろの「国、都道府

県等との連携」に載っているのですね。国立大学はこれでいいかもしれないけれども、研

究機関とか大学という位置づけはこれでいいのかもしれませんが、むしろ教育機関という

ところに大学も含めて……。先ほどの江戸川大学の例もあるように、地域と連携しながら

大学も展開していますので、そういった位置づけと、後ろのほうは大学の研究機関なりそ

ういう意味だと思いますので、そういったところを整理されたらいいのではないかと思い

ます。 

田畑会長  いろいろなご意見が出ましたが、よろしいですね。 

    修正部分が何ヵ所かありますが、里海、里山の話もありますが、それ以外に親泊委員か

ら出たエコツーリズム、グリーンツーリズム等いろいろありますが、その名前はその筋の

専門家ではよく使われていますし、あるいは一般的に使われている言葉のようですので、

ちゃんと解説して使うようにしたいと思います。もう一つの委員会というのは、環境基本
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計画でしたか、そちらのほうでもその言葉を使っていますので、それは入れたほうがいい

と思います。 

    それでは、そのようなことで、修正がまた出ましたけれども、戦略（案）の修正案の修

正を会長、両部会長が加わった中で事務局でしていただくというふうにしたらどうかと思

いますが。そんなことで、文言のこともありますが、両部会長にはお忙しいところを大変

申しわけないのですが、一任していただいて、答申の内容にしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

             （「異議なし」の声あり） 

田畑会長  ということで知事の諮問に答申をする。これは日にちがものすごく迫っていますね。

だから急いでそういう内容をフォローして、事務局のほうでひとつ直していただく。それ

から、お話ですと、図表がきちっと入って大分わかりやすくなっておりますが、最終的に

は、これもいろいろな資料があると思いますので、早くそれを補強していただくというこ

とにしたい。写真やコラム、それぞれ追加していただくということです。 

    もう一つは用語解説ですね。今も幾つか出ましたけれども、これも完結していただく。

事務局には年度末できりきり舞いしているところをさらにきりきり舞いさせるので申しわ

けないのですが、よろしくお願いしたいと思います。 

    そういうことでよろしいでしょうか。 

親泊委員  心に残る自然との出会いのフレーズというのは、おそらくここにおられる委員の

方々はお持ちだと思いますので、事務局にご協力いただけるようであれば差し上げて、そ

の中から、こういったものにふさわしいものを入れるなり、削除をしても構わないのです

が、そうすると何かいいかなと思いますが、どうでしょうか。 

田畑会長  そういううまいお話のある方は、メモでも、あるいは電話でも、メールでもいいで

すから、今週中、あるいはこの後に出していただくことにされたらいかがでしょうか。委

員の皆さんは大変ですけれども、親泊委員からそういう話が出ましたので。 

親泊委員  きっと皆さんお持ちだと思いますので。これだけのナチュラリストたちが集まって

いるので。 

田畑会長  そうさせていただきます。 

    ちょうど時間も来ましたので、本日いろいろご討議いただいた審議の結果ですが、千葉

県環境審議会運営規程に基づいて、両部会の柴田部会長と原部会長と私とで同意を得て審

議会の決議にしたいと思いますが、原部会長、いかがでしょうか。 

原自然環境部会長  非常に責任の重い仕事を引き受けることになったなと思っておりますが、

私も今年からこの部会の長を任されて、まだその辺のところは全然承知しておりませんが、

この戦略に関しては、2006 年頃に知事からいろいろ話があって始まったのだなと振り返

っていたのですが、それをこういう形でまとめて、さらに吉田委員とか親泊委員とともに

この部会でももんだということで非常に責任がありますので、最終的なところまで責任を

持って務めたいと思いますので、また皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

田畑会長  それでは、柴田鳥獣部会長。 

柴田鳥獣部会長  責任を痛感しております。 

    「里」という言葉のニュアンスですね。必ず人が関わっているという感じで。その人の

関わり方が、人間優位ではない。そうかといって、自然に屈服しているのでもない。その
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あたりが、私がさっきチラッと申し上げたエコ・カルチャー・コンプレックスですね。自

然と人為が融合されて生まれたものが「里」という言葉の中に含まれたニュアンス。これ

をもっと的確に明確に表現するにはどうしたらいいかということだと、１冊の本ができそ

うなぐらいです。そういう意味では責任を痛感しております。一生懸命頑張ります。 

田畑会長  どうもありがとうございました。 

    それでは、事務局から提示された「生物多様性ちば県戦略」の修正案の修正を若干行い

まして、それを答申の内容とするということにしたいと思います。両部会長さんの話から、

それをもって審議会から知事への答申にかえさせていただくということにしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

原自然環境部会長  １点だけお願いしたいことがあります。 

    先ほど申し上げればよかったのですが、そのような形でまとめますが、これは多分いろ

いろな議論があって、もう少し議論すべきだとか、そういうような考え方の方はもしくは

県民の方にいらっしゃるかと思いますが、これはもう３年議論するよりも、それを早くつ

くって実行に移さないと、生物多様性が失われると私は認識しています。したがって、こ

れはこの形で会長さんのもとでまとめさせていただきますので、逆に、委員の先生方には、

これを今度は具体的にどういうふうに実行するかをぜひ厳しい目で監視していただいて、

そこが逆に問われないと、戦略も机上の空論になってしまいます。これだけの議論と県民

の方の意見の詰まった戦略ですので、その辺のところはぜひご協力いただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

田畑会長  ありがとうございました。 

    それでは、本日の審議は終わらせていただきます。 

田畑会長  その他、事務局のほうで何かございますか。 

庄司自然保護課長  特にございません。 

田畑会長  特にないようですので、早くこれをまとめて、作業も大変ですが、答申する。それ

から、いま原部会長から話がありましたように、厳しく見守っていくという話ですが、そ

れはそれぞれ審議会の委員の先生たちの責務でもあり役割でもあると私は思いますので、

またぜひよろしくお願いしたい。特に、県レベルでは初めてできる戦略ですので、特に注

意して見ていただくということにしたいと思います。 

 

     ５．部長あいさつ 

 

田畑会長  それでは、ここで部長あいさつをお願いします。 

市原環境生活部長  私から、最後に一言御礼を申し上げます。 

    1 月 25 日にお願いしまして、きょうは 2 月 19 日でございますので、非常に短期の間に

非常に重要なことをご審議いただいたことに、また日程調整等ご迷惑をおかけしたことに

お詫び申し上げますとともに、また御礼を申し上げたいと存じます。 

    きょう、基本的に答申をいただけるというところまでお運びいただきました。いただき

ました貴重な意見につきましては、今、田畑先生からもお話がございましたように、事務

局として短期の間に早急に整理して、また両部会長とも相談をしながら、最終的な案とい

うことで答申をちょうだいするという段取りで進めさせていただきたいと存じます。 
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    先ほど原先生からもございましたが、今まで 30 回にわたる県民会議、専門委員会、そ

ういった県民も含めて、専門の方の意見も含めて、長い時間をかけてきたのですが、これ

から実行していくのが答申をいただいた県の責務であると考えております。26 日には議

会が始まりまして、私どもとすれば、新聞等々で既にご承知かもしれませんが、生物多様

性関連の新規事業、予算もいろいろ組み立てております。それを新年度まさに実行する段

階ということで、このいただきました戦略を踏まえながら十分それを県民の中に広めてい

く責任を重く認識しているところでございます。 

    あわせて、既に何度も私は発言させていただいておりますが、3 月 14、15、16 日にＧ

20 が千葉で開催されるわけです。これがつながるということで、７月７、８、９日のＧ

８（北海道洞爺湖サミット）ということになるわけですが、このチャンスに、全国唯一

「生物多様性ちば県戦略」をつくった自治体として全国に発信し、また世界に発信できる

ようなすばらしいタイミングだと考えております。先生方にご議論いただいたものをしっ

かり踏まえた上で、今後、千葉県として十分対応していく所存でございます。 

    短期間でのご審議でございましたが、大変貴重な意見をいただきましたことに御礼を申

し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。先生方には本当にありがとうございました。 

 

     ６．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 ―― 


