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「生物多様性ちば県戦略（案）」に寄せられた意見の概要と県の考え方 
 

 
※ 「意見の概要」中に記載された頁数は、戦略（案）の頁数です。 

また、「県の考え方」には、策定された戦略における該当箇所を、たとえば「第５章 1(2)ｲ 1(1)」のように示して

あります。これは、「第５章『１ 保全・再生の取組』『（2）原生、里山・里沼・里海、都市の生態系の保全・再生』

『ｲ 多様な里山・里沼・里海環境』、県の取組の『1 豊かな動植物と共に暮らし、～』の（1）の取組」をさします。 

箇 所 意見の概要 県の考え方 

「生物多様性千葉戦略(案)」が、今後どのように利用さ

れ、県総合計画、環境基本計画、都市計画などと結びつ

き動き出すのか、その位置づけを明確に図式化してほし

い。 

これまでの縦割り的発想から脱却

し、政策の総合的な立案及び事業実

施を目指して､すべての施策の立案

と実施に生物多様性の視点を取り

入れていきます。 

地図や絵も含めて、理解しやすい工夫をして欲しい。 わかりやすくするため、図表、写真

等を加えました。 

県民会議の提言と戦略の間にギャップが大きい。提言を

盛り込んでほしい。（同様意見３件） 
今後も引き続き施策を進める上で

の参考とさせていただきます。 

県戦略に期待する。しっかり、実行してほしい。自分も

尽力する。（同様意見７件） 
戦略の着実な実行に努めていきま

す。 

里山、里海など、その概念が定まっていないような言葉

の使用については、慎重に行うべきだ。（同様意見１件）

一般的に使われていない言葉や専

門用語等については、用語解説をつ

け、定義づけを行いました。 

県の各部署においても内容を熟知し、研修を実施さ

れ、「全ての施策の立案と実行に生物多様性の視点を」

貫くことを厳守してほしい。 

ご意見を踏まえ、研修等も実施しな

がら、着実に戦略を進めていきま

す。 

「全ての施策の立案実施に生物多様性の視点を」はこれ

からの立案だけではなく、現状実施されている施策、条

例、仕組み、制度全般に対して改変を加えてゆくもので

ないと実効力がない。 

すべての施策の「立案」・「実施」に

おいて生物多様性の視点を入れる

こととしており、着実に戦略を進め

ていきます。 

全 般

的 事

項 

 

 

今必要なことは、正確な現地調査であり、そのための具

体的な調査計画書及び計画表を発表することである。現

地調査終了後、客観的に千葉県の生物の現状の実態を県

民に公表すると同時に、千葉県の現在の状況に対して何

が問題か、今後何をどうすべきか、について県民の意見

を聞く。その結果、解決を必要とする問題が明確になる。

次は今後の進め方（案）を作成、公表し、県民の意見を

聞く。この問題は県民各自が決定すべきである。 

情報の収集整備、調査研究の推進等

により、生物多様性に関する千葉県

の現状を把握し、その周知を図ると

ともに、様々な機会を通じて県民の

皆様のご意見を伺っていきます。 
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箇 所 意見の概要 県の考え方 

県戦略をより多くの方々に読んで、知ってもらうために、

たとえば、A4 裏表一枚の概要版とその説明を地域で広め

る活動を市民団体として、地方自治体と協力して行って

いきたい。  

今後、市民団体の方々のご協力をい

ただきながら戦略の周知を進めて

いきたいと考えていますのでご協

力をお願いします。 

県民との共同で作成したものとして、対外的な県政のＰ

Ｒ素材として利用できる。県民会議等を通した民意の盛

上がりの結果であるとして発信し、活用すべき。 

本戦略を広くアピールしていきま

す。 

千葉県は、南と北では、都市化の波も違い、環境への配

慮や生物多様性への配慮もことなる。よって、都市開発

の進度による地域的な区分で自然環境をとらえることが

必要ではないかと考える。 

地域の自然・文化の特性を踏まえて

取組を進めていきます(第５章「取

組の実施に当たって」)。 

 国家戦略も含め複数の戦略があるので、調整をどうとる

のか整理してほしい。 また、「冬期湛水水田の利用」は、

農家単独では経費も含み色々な障害を解決しなければな

らないことから、農・建・環の連携で進めていく策を講

じて下さい。 

国や県がそれぞれの戦略を進める

ことによって、より多くの効果を得

ることができるものと考えます。ま

た，冬期湛水水田の利用について

は，今後の取組の参考とさせていた

だきます。 

全 般

的 事

項 

一自治体である千葉県が、県民を対象とする戦略を税金

を使って、作ることに意味はないと思う。ましてや、戦

略の視点が、地球規模で取り組まなければならない「温

暖化の防止」とは、あきれてしまう。 

生物多様性の保全と持続可能な利

用を、より実効性のあるものとする

ためには、国だけでなく、地域の実

態に精通する自治体と地元住民等

の取組が必要と考えます。また、地

球温暖化については、地球規模の問

題ですが、その解決のためには地域

地域の取組が不可欠と考えます。 

第１章から３章まではもっと簡略化できる。 第１章から

３章までを簡略した残りを資料編として、後ろに回すこ

とも選択肢の一つだ。 

生物多様性については、未だ広く一

般に理解されていないことから、こ

れまでの経緯等も含めて記載しま

した。 

第 １

～ ３

章 

生物多様性戦略は、総論だけでなく、人間の存在環境を

維持するという目的の元に各政策に横断的に串刺しして

く体系概念を出すべき。何を優先させるべきか、生活者

たる県民の声を吸い上げて制定していく。県民会議の位

置づけもより明確にすべき。 

施策の統合化を目指す旨を記載し

ました。また、戦略の推進に当たっ

ては、多様な人々の生活となりわい

の視点を入れるとともに、様々な機

会を通じて、県民の皆様の声を伺わ

せ て い た だ き ま す （ 第 ２ 章

1(2)(3)）。 
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箇 所 意見の概要 県の考え方 

現状の課題に対する認識において、千葉県でなぜ多様性

の劣化が進んできたのか、また、その原因に対して、県

はこれまでの諸施策がどのように関わってきたのか総括

する言及が見られない。 

これまでの自然環境の保全施策に

ついて加筆しました（第２章1(3)）。

千葉茨城の利根川流域の低湿地の植生が特筆すべきもの

であり、鳥類では、オオセッカ、コジュリン、サンカノ

ゴイといった希少種の全国的にもまれな繁殖地であるこ

とは、千葉県の生物多様性を考える上で欠かせない。こ

の点を明記し、その保全の重要性をうたうことを提案す

る。 

県内各地域の特徴的な生態系に関

する図を挿入しました（第３章2(2)

ｱ）。 

第 １

～ ３

章 

第１～３章の表現・字句の修正に関する意見 

（同様意見 33 件） 

必要な修正を行いました。 

第 ４

章 

５年後、５０年後の数値目標が必要である。また、それ

をどのように達成するのか、工程を示す必要がある。 

（同様意見６件） 

現段階では数値目標の設定は困難

なため、さらなる情報収集と調査研

究をもとに設定していきます。 

取組に具体性、迫力がない。また、担当部署や新規事業

を示してほしい。（同様意見10件） 

新規事業については、その旨の記載

を追加しました。各年度の具体的な

取組については、今後公表していき

ます。 

第 ５

章 全

般 

「県の取組」は戦略の本文に書く必要はない。もっと大

きな枠組みにとどめ、細部は「生物多様性のための新し

い組織」にその裁量をゆだねるべき。「県の取組」は「と

りあえず実行する案件」として別添すれば事足りるし、

本文が短くなって読む人の心をひくことになる。 

県が率先してその取組を明示する

ことにより、他の主体による取組を

促進する必要があると考えます。 

地球温暖化対策の も重要な柱として、生物多様性をさ

まざまな経済活動の環境側面評価の指標とし、そのため

の合意づくりに着手してほしい。地球温暖化対策の取組

については、生物多様性指標作成の合意作り、指標作り、

指標作りに必要なモニタリングや情報収集の仕組みづく

り、必要な条例づくり、など実現に必要な事項を整理し

て、再編するよう要望する。 

生物多様性に関する評価手法の検

討の中で地球温暖化対策との関係

も含めて検討していきます。 

保 全 

・ 再

生 の

取 組 

42 頁の「県の取組 １」に、次の（６）を加える。 
「（６）県立高等学校の保護者会負担で進められている普

通教室のクーラー設置について、省エネルギー、CO２放

出削減の観点から、東京都教育委員会のように、教室の

カーテンの工夫、壁面緑化等の対策を講じます。」 

温暖化防止計画の施策として、今後

検討します。 
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箇 所 意見の概要 県の考え方 

42 頁の「県の取組 １」に、次の（７）を加える。 
「（７）「地産地消」を積極的に推進することにより、遠

隔地からの物資の輸送等によって放出される CO2 の削

減をはかる。」 

千葉県地球温暖化防止計画におけ

る取組として記載しています。 

47 頁の「県の取組 １」の（2）について、現実に谷津

田が残土不法投棄、産廃処分場建設、資材置き場の設置

で次から次へと失われている現状を打開するための方策

も含めて記述すべきである。 
 

「ウ 大都市周辺の里山環境」とい

う項目を追加し、記載しました（第

５章 1(2)ｳ）。 

47 頁の９行目以降に、以下の趣旨の文書を追加してほし

い。 
「絶滅危惧種の半数が里地里山に生息するといわれてい

るが、①県西部の都市に顕著なように、首都圏の膨張で

の無秩序な都市開発による里地里山面積の激減、②農薬

の多用、冬季乾田化、休耕地の拡大等生息環境の悪化、

③これまで、これら生息環境の悪化に対する具体的防止

策をとってこなかった結果である。」 
 

「ウ 大都市周辺の里山環境」とい

う項目を追加し、現状と課題を記載

しました（第５章 1(2)ｳ）。 

都市部と里山・里海の中間にあって、都市の拡大によ

り生物の多様性が急速に失われてきているエリアと

して緊急に戦略的に取り組む必要があることから、新

たな項目として「都市化の波が押し寄せる大都市周辺、

都市周辺の環境」を挿入し、「県民会議の提言 9 頁(３)都
市周辺と生物多様性」から「同 11 頁下から４行目」まで

の文書の趣旨を記載してほしい。 
（同様意見３件） 

「ウ 大都市周辺の里山環境」とい

う項目を追加しました（第５章1(2)

ｳ）。 

印旛沼、手賀沼等の利根川下流の湖沼群は、千葉県の自

然環境の構成要素として特筆すべきものであり、大きな

財産である。多様な生産活動が営まれ、リクリエーショ

ンの場としても重要だった。その生物多様性が、干拓や

水質汚濁などによって大きく損なわれた。こうしたこと

から、湖沼環境の保全、回復について、明記してほしい。

その際「里うみ」という言葉を使ってはどうか。 

（同様意見１件） 

印旛沼、手賀沼等を人とのかかわり

から｢里沼｣として捉えて、記載を追

加しました（第５章 1(2)ｲ）。 

保 全 

・ 再

生 の

取 組 

 

里山の循環と生き物との共生に重きをおき、里山を元気

にすることは、大いに勧めてほしい。多くの人に呼びか

け、早めに手を打つべき。 

 

戦略の着実な実行に努めていきま

す。 



5 

箇 所 意見の概要 県の考え方 

生物多様性や水源地の確保などを目指した取り組みには

公共的価値を認め、より積極的に支援する点を明記すべ

き。農林業として自然環境を維持するために水源関連の

土地をどのように確保していくのか、土砂採取跡地の復

元という公共的取組にこそ優先して施策と予算を割くべ

き。プロジェクトの選定等のプロセスを含めて公開する

など、プロセスの透明化を盛り込むべきである。（同様意

見１件） 

様々な支援策等により、生物多様性

や水源地の保全を進めていきます。

土砂採取跡地についても緑化技術

の普及を図ることとしています。ま

た、県が実施する大規模な事業につ

いては、計画段階における環境影響

評価を実施することとしています

( 第 ５ 章 1(2) ｲ 1(13)(14) ､

4(2)2(2)(3)、4(3)3(2)(7))。 

「市民農園、棚田・谷津田の保全等、県民・NPO 等の多

様な主体による農地の保全・利活用への取組を支援しま

す」について、具体的にどのような支援を行うのか、行

えるのかが重要であり、それを示す必要がある。支援だ

けでなく県自身が旗を振って推進することを期待した

い。 

今後、取組を具体化していきます。

里山活動を林業部署が所管し、ヤブを刈る、木を伐採す

る、あたかも林業振興が狙いとも見える対応だ。「人の

にぎわい」のみが華々しく宣伝され、植生や生態系は殆

どフォローされない。原点を忘れている。環境保護＋各

部局の合体組織を作って、官民一体心技一体の事業を展

開してほしい。家族単位ご近所単位で気軽に入り込める

仕組みづくりや、既に存在する事例をＰＲすることが必

要だ。 

総合的に取り組むとともに、多様な

主体との連携を進めていきます（第

２章 1(3)）。 

里山集落が限界集落化している現況で、どのように「な

りわいが成立つ里山」の保全ができるのか、特に荒れた

山林への対策、林業への対策が肝要である。県産材の流

通促進のためには間伐材の利用はその一部であり、木材

本体部分の商品性の価値向上抜きには利用が進まない。

そのため、材種別の利用法を総合的に開発すると共に、

製材、乾燥、集成加工など大規模な商品化のための加工

施設を、国、県の補助により建設する必要がある。 

県産木材の利用法を総合的に検討

していきます。 

杉、檜に偏った現状の植林計画を地域の特性にあった広

葉樹へ転換させ建築用材だけでない用途開発を行い、資

源管理林として循環できる再生を行う。 

地域の特性にあった広葉樹への転

換について検討することとしてい

ます。 

保 全 

・ 再

生 の

取 組 

千葉の森林の大半が民有林なので、再生のためには所有

者へのインセンティブと、林業以外の利用への制限を合

わせ設ける必要がある。そうした実現性の高い｢(仮称)千
葉の里山･森林づくり条例｣を目指すことを求めたい。 

(仮称)千葉の里山･森林づくり条例

の検討に当たって、参考とさせてい

ただきます。 
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箇 所 意見の概要 県の考え方 

「豊かな動植物と共に暮らし、なりわいが成り立つ・・・」

とされているが、なりわいが成り立たない活動にも光を

当ててほしい。絶滅危惧種だけでなく、生きもの同士、

人と生きものが互いの関係性を保ちつつ、里の普通の生

きものたちが安心して暮らせる場が求められている。 

多様な主体の連携・協働を促進する

ための取組を行うこととしていま

す（第５章 4(2)2）。 

密漁、盗掘、ごみの投棄防止のため、林道への一般車

両の乗り入れを制限する。 
密漁、盗掘、ごみの投棄防止につ

いては、それぞれの地域の状況を

踏まえて対応を検討していきま

す。 

二次自然環境として面的な再生保全の意思を明確にする

体系の中で里山谷津田を位置づける必要があり、多くの

指摘、記述もあるが、つまみ食い的網羅的な捕らえ方の

ため、県としての取組みにいたるとなぜそうするのかが

不明。一体的に位置づけをする骨太の理念が不足してい

る。生命、生物多様性と水が重要な関係であることを明

確にして、各論の骨を「水源域、水脈、流域等の自然の

一体的塊として生物多様性の保全再生を進める」このた

め、何をどうするという流れではないか。 

里山、里沼、里海については、人為

が加わることによって維持されて

きた自然として、その保全・再生に

取り組むこととしています。また、

ご指摘の水源域の保全や流域の視

点の重要性についても認識してお

り、今後、取組の具体化を進めてい

きます（第５章「取組の実施に当た

って」、4(3)3(7)）。 

48 頁の「(6)・・・企業の主体的な参画のもと・・先進的

な取組事業を実施します」について、モデル事業はよい

が、保全・再生すべき対象の広さを考えるとモデル事業

だけでは不十分なのは明らか。モデル事業対象地以外に

ついては一般市民を巻き込むことが必要であり、そのた

めの方策を示す必要がある。市民農園的事業、小・中・

高校・大学等を拠点とした活動などを考えるべき。 

教育機関をはじめ、多様な主体との

連携を進めていくこととしていま

す（第５章 4(2)）。 

ほ場整備や農地改良などの農業関係の事業が、生態系を

破壊することのないように、綿密な設計と計画を取り入

れられるような、仕組みが必要だ。さらに、生物多様性

に配慮した農業が、経済的に成立するような仕組みを、

消費者の問題も含めて、さらに推進していく必要がある。

生物多様性を重視した農林水産業

を推進していきます。 

保 全 

・ 再

生 の

取 組 

里山、里海の生態系保全・再生を包括的に推進する条例

づくりをすすめてほしい。「里山・森林づくり」に限ら

ず、「千葉の里山・里海再生条例」として、農林水産業

への生物多様性指標による評価を導入しながら、行動計

画を立てるよう要望する。 

里山・里海の保全・再生については、

まず地域の実態に応じた手法の開

発に取り組むこととしています。 
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箇 所 意見の概要 県の考え方 

海岸の松林に対して行われている農薬の空中散布も含め

て、ヘリコプター等による空中からの農薬散布は、廃止

する方向で実施主体を指導する必要がある。 

（同様意見６件） 

松くい虫被害の薬剤防除について

は、空中散布の全面廃止を明記して

います（第５章 1(2)ｲ 1(12)）。 

竹林の拡大は大きな問題だが、ほとんど手は打たれてい

ない。行政からの支援がないのが一つの問題だ。戦略案

では竹林の整備活用マニュアルの作成が謳われている

が、単に管理しないだけだ。直截的な対策を急ぐ必要が

ある。補助金制度をつくるべきだ。 

今後の取組の参考とさせていただ

きます。 

東京湾の残存干潟は死守する。 干潟の重要性を踏まえ、その保全を

記載しています（第５章 1(2)ｲ

2(1)）。 

49 頁の２(1)「…そしてそこに成立する藻場や造礁サンゴ

等の…」に、「カキ礁」を入れるべき。 
ここでは、干潟、藻場等、千葉県の

海を代表する環境を記載しました。

49 頁の２(3)「…大量発生により漁場を荒廃させるアオサ

の除去により…」に、アオサ発生の原因のひとつとなっ

ている「汚濁負荷の軽減」についても書き込むべき。 

汚濁負荷の軽減については、水質保

全の推進として記載しています（第

５章 2(2)1(3)）。 

三番瀬再生事業について、なぜ本戦略の大きな柱と位置

づけなかったか。県戦略も、その策定方法とされた千葉

県方式も、三番瀬再生円卓会議とその事業化の中で、掲

げた基本理念であり、方法論であった。県戦略を千葉県

が先導できるのは、三番瀬再生の経験と実績があったか

らだ。 

三番瀬は生物多様性保全の先行事

例として、大変重要なものと考えて

います。戦略の柱については、千葉

県全体に対応したものとするため、

「保全・再生の取組」「持続可能な

利用の取組」「研究・教育の取組」

「取組を支える基盤整備」としまし

た。 

三番瀬の取組（49 頁 2(5)）については、「自然環境の再

生･保全」を「自然環境の保全・再生」とすべき。 
（同様意見１件） 

千葉県三番瀬再生計画を踏まえ、

｢再生・保全｣としています。 

三番瀬の取組（49 頁 2(5)）「漁場の再生整備と海の再生

等の」を「海の再生と漁場の再生整備」と海の再生を先

にすべき。 

漁場の再生整備と海の再生につい

ては、ともに重要と考えています。

保 全 

・ 再

生 の

取 組 

三番瀬の取組（49 頁 2(5)）について、砂質、泥質など、

多様な底質環境が重要であることに触れる必要がある。

また、千葉県三番瀬再生計画そのものが、「三番瀬の多様

な環境の再生」により「多様な生物の生息環境」を目指

していることを明記すべき。（同様意見２件） 

三番瀬の取組は、千葉県三番瀬再生

計画に基づいて行われていますが、

同計画において「生物種と環境の多

様性の回復を目指す」ことが記載さ

れています。 
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箇 所 意見の概要 県の考え方 

（仮称）千葉県有機農業推進計画の策定のためには、有

機農業者の実態把握や生の声を聞くこと、有機農産品消

費者や販売・流通にかかわる人などの意見を聞くことな

どが大切。県の農政部局には、有機農業者の数・実態な

どについて、ほとんど情報がない。大至急有機農業に関

するネットワークを立ち上げることが大切だ。 

（仮称）千葉県有機農業推進計画の

策定に当たっては、平成１９年度に

県内１０か所でタウンミーティン

グを開催し、有機農業者や消費者等

の御意見をお聞きしたところです。

今後も、幅広く意見をお聞きすると

ともに、実態調査なども実施して、

計画を策定してまいります。 

「（３）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しま

す。」については、有人ヘリコプターに限定しないで、

無人ヘリコプターを含めて、空中からの農薬散布は廃止

する方向で実施主体を指導するよう、修正すべきだ。 

（同様意見９件） 

 

農薬による病害虫防除は、作物の安

定生産に欠くことができません。 

無人ヘリコプターも含めて農薬の

空中散布は、法に基づき実施されて

いますが、どのような方法で実施す

るかは、地域の農業者、関係団体、

地域住民、市町村等による情報交換

等を通して地域で解決していく問

題と考えます。 

また、県においては、農薬の空中散

布による影響を含め、農林漁業と生

物多様性との関係について調査研

究を行います。 

「（３）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します。」

を削除又は変更すべきである。高品質米の生産、食料確

保と安定生産のためには、有人ヘリコプターによる農薬

散布が必要である。また、農家の高齢化、兼業化が進み、

個人での防除は困難である。有人ヘリコプターによる散

布は、国の基準を満たした農薬を使用しており、安全性

を確保することができる。省力、低コストで実施でき、

防除効果も高い。有人ヘリコプターによる農薬散布の廃

止は、農薬使用履歴（トレーサビリティ）の把握を困難

にする。止めた後の対応策はあるのか。（同様意見 16 件）

有人ヘリコプターによる防除は、低

コストで防除効果の高い方法です

が、農村の混住化などの進展によ

り、人家などへの影響も懸念される

ことから、より飛散の少ない無人ヘ

リコプターによる散布へ移行する

よう指導しています。 

保 全 

・ 再

生 の

取 組 

有人ヘリコプターが駄目なら、無人ヘリコプターの導入

や利用に対し補助や推進に力を入れてもらいたい。  

無人ヘリコプターの導入や利用に

対する補助は県では行っておりま

せん。今後も、無人ヘリコプター等

の利用に当たっては安全な防除作

業と組織の育成を支援していく予

定です。 
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箇 所 意見の概要 県の考え方 

近は農薬散布に代わり、育苗中に強力な農薬を使用す

る箱施薬が急速に普及している。生態系への影響が危惧

されており、その実態、影響を調査する必要がある。 

今後の取組の参考とさせていただ

きます。 

 

環境保全型農業の推進について、化学物質過敏症などの

患者をこれ以上増やさないためにも、完全無農薬・無化

学肥料を目指してほしい。 

無農薬・無化学肥料については、環

境保全型農業の一つとして、農業者

の主体的な取組を支援することと

しています。 

51 頁の「農業の担い手確保や農用地の利用集約を図

り、・・・耕作放棄地の発生防止に努めます」について、

貴重な自然がかろうじて残されている場所はその多くは

耕作が難しい場所で、経済的な農業を営むことは困難で

ある。担い手を確保するには直接払いといったインセン

ティブが必要である。 

谷津田など貴重な自然が残されて

いる場所を保全する仕組みを検討

していきます（第５章 1(2)ｲ 1(2)）。

51 頁の「農地法による農地転用許可制度の適正な運用に

より」について、農地の産廃処分場等への転用は防止し

なければならないが、一方で新規就農や NPO の活動を

可能にするような農地利用促進のための仕組み（特区設

定等）が必要。 

農地利用促進の取組に当たっては、

ご意見を参考とさせていただきま

す（第５章 1(2)ｲ 3-2(1)(6)）。 

竹林のマニュアルだけが具体的に作成を宣言されてお

り、他の項目とのバランスが悪い。雑木林・斜面林の管

理方法、休耕田・放棄田の復元方法についても千葉なら

ではの手法、マニュアルが必要。 

今後の取組の参考とさせていただ

きます。 

51 頁の「中山間地等直接支払制度を推進します」につい

て、直接支払の対象を柔軟に広げるようにしないと活用

が広がらない。 

今後の取組の参考とさせていただ

きます。 

県有林を木材生産の場から、野生生物のための空間と

する方針転換。特に県南部の急傾斜地。 

森林は、野生生物の生息・生育環境

として重要と認識しています（第５

章 1(2)ｲ 1(10)）。 

51 頁の「(4)…適正な運用により…」について、従来どお

りでは、今後も農地は保全できない。もっと踏み込んだ

書き方が必要である。 

今後の取組の参考とさせていただ

きます。 

保 全 

・ 再

生 の

取 組 

 

 

 

52 頁の「(12)…食育指導の充実や…」について、「生物

多様性の保全による恩恵として食料が得られているとい

う観点からの食育指導…」とする。 

今後の取組の参考とさせていただ

きます。 
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箇 所 意見の概要 県の考え方 

52 頁の 後の行(３)のあとに、「(４)小学校等における食

育指導の充実や、県産水産物の学校給食での利用拡大な

どを進め、子供の頃から食と漁業の理解を深めます。」を

追加する。県産水産物の利用拡大も重要。 
（同様意見１件） 

水産物も含めて食育指導を行って

いきます。 

53 頁「ウ 人工的な都市環境」の「現状と課題」の第 1
パラグラフの終わりに、次の事項を追加する。 
「また、人工的都市環境では、緑に接する機会が乏しい

ため、生物の多様性を含む自然環境の重要性、必要性に

直接身をもって触れる機会が少ない。とりわけ青少年に

とっては、生の生物に接する機会が少ない事が、情操教

育の面からも指摘されている。」 

同様の趣旨については、｢第３章

生物多様性の現状と課題｣において

記載しています（第 3章 4(2)ｳ）。 

53 頁、15 行目に以下を追加する。 
「④都市部に居住する者に、生物多様性に関する現物の

見本を身近に提供する」自然教育は、直接体験なくして

は本物にならない。 

ご意見の趣旨を含めて記載してい

ます（第５章 1(2)ｴ｢現状と課題｣）。

54 頁の「２(4)…河川等の既存の自然環境を活用するとと

もに…」について、河川敷のグランドとしての占用を減

らし、河川敷の自然が成り立つスペースを広げることも

明記すべき。河川敷の自然環境が非常に減っているので、

人口減少期に思い切って河川敷グランド等の利用頻度を

再評価して、自然環境を再生させるべきである。 
 

事業展開に当たっての具体的提案

であるため、今後の参考とさせてい

ただきます。 

54 頁の「(2)…生物多様性に配慮した…」について、冒頭

部分に｢2005 年 7 月県都市計画室が策定した「都市計画

の見直し方針」のもとに、さらに生物多様性に配慮した

…｣とする。なぜなら、この都市計画の見直し方針に「コ

ンパクトなまちづくり」が謳われている。 
 

今後、生物多様性に配慮した都市計

画の見直し方針及びコンパクトな

まちづくりの推進方策の検討を行

うこととしています。 

保 全 

・ 再

生 の

取 組 

54 頁の(3)全般について、30～40 年前に計画された都市

計画道路などが見直しもなく建設されることで、都市に

残された貴重な樹林地が失われている。そこで、さらに

踏み込んで「人口減少社会に突入したことを鑑み、既存

の都市計画道路計画についても生物多様性保全の観点か

ら見直し、都市緑地の保全を優先できるよう取り組む」

とする。 
 

生物多様性に配慮した都市計画の

見直し方針の検討を行うこととし

ています。 
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54 頁の(6)全般について、高度処理水を都市河川の上流に

還元するために、さらに圧送するための管を敷設する工

事が行われ、圧送のために莫大なエネルギーを消費し、

CO2 を排出することになるので、下水道については流域

下水道計画そのものを大きく見直し、コンパクトな公共

下水道に切り替え、地域で発生した汚濁負荷は地域で処

理し、その処理水を地域に戻すという方法に切り替える

べきである。 

流域下水道は、経済性や効率性の観

点から人口集中区域について、広域

的に汚水を集水・処理する下水道と

して実施しています。また、下水高

度処理水の河川還元は、大地震時な

どの補完施設として設置した流域

下水道間を結ぶ連絡幹線や圧送設

備を利活用し、行っているもので

す。ご意見は、今後の取組の参考と

させていただきます。 

54 頁の「(7)…『透水性舗装』を推進します。」について、

「『透水性舗装』『浸透ます』『浸透トレンチ』の普及を推

進します」とする。 
 

「浸透ます」等の設置については、

地域の特性等を考慮しながら、検討

してまいります。 

54 頁の「(7)…歩道の補修・新設等…」について、「公共

施設の建設はもとより民間の建物建設、駐車場の整備、

車道・歩道の補修･新設等」とする。あらゆる機会を利用

して雨水の地下浸透を促進すべきである。 

車道においては、 近浸透性の舗装

が開発されましたが、維持管理やコ

ストの面でまだまだ解決すべき問

題があるため、一般の道路に使用す

る段階に至っておりません。ご意見

は、今後の取組の参考とさせていた

だきます。 

55 頁の「３」の中に登場する「緑化」について、「緑化」

という言葉が地域の植物の植栽を基本とし、殺虫剤を使

わず、落ち葉もできる限りその場で分解されていくよう

配慮するということを明記すべき。 
 

今後の取組の参考とさせていただ

きます。 

55 頁の「３」に、次の(8)を付け加える。 
「(8)各市町村ともに公園面積を全国並み以上にする。そ

して公園整備に際しては、地域の自然の創出に配慮す

る。」 
 

市町村による都市公園の整備を促

進することとしています（第５章

1(2)ｴ 3(2)）。 

保 全 

・ 再

生 の

取 組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビオトープはつくった後の適切な維持管理が重要であ

る。そのためには、拠点校を設定し、専門的知識を持っ

た人を配置すべきだ。また、学校ビオトープのネットワ

ークを広げ、地域の環境教育や生物多様性の保全を支援

することが必要だ。（同様意見１件） 
 

ビオトープに関する取組に、適切な

維持管理を推進する旨を記載しま

し た （ 第 ５ 章 1(2) ｴ 2(3) 、

3(2)2(4)）。 
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箇 所 意見の概要 県の考え方 

都市部の生物多様性を維持し、多様性を育む残りわずか

な樹林地等をそのまま保全することには、大きな価値が

ある。それは、都市部に住む私たちの生活環境にかかわ

ることであり、多様性の劣化や温暖化の促進に も大き

く影響しているのが、都市部だからだ。多くの人が住み、

子どもたちが育っていくので、子どもたちの環境教育の

場としても意義深い。現在、道路が一本通って生物多様

性が破壊されるか、道路計画から『関さんの森』を守っ

て多様性を維持できるか、ぎりぎりのせめぎあいをして

いる。具体的で実効性のある取組を期待する。（同様意見

２件） 

大都市周辺の里山環境については、

市街地と里山が共存する地域づく

りに取り組んでいきます（第５章

1(2)ｳ 1(1)）。 

公園や街路樹の設計や工事時期（タカの繁殖期は避ける

など）について、生物多様性に配慮する、管理に際して

も、農薬や除草剤などを極力廃し、有機園芸を取り入れ

るなど、具体的に実践してほしい。そのためには、公園

設計者や園芸従事者、造園業者などに、生物多様性の視

点を取り入れた事業展開をするよう指導するとともに、

研修制度の充実を望む。 

今後、関係分野の事業者への生物多

様性及び県戦略の周知を図るとと

もに、研修の実施についても検討し

ていきます（第５章 3(2)2(1)）。 

も脅かすものは都市計画道路につきる。国から県、市

はじめ至る場所で計画がある。歯止めがかからない仕組

み、際限なく繰り返される道路計画等の公共事業。先進

国で日本だけ公共事業が増え続けるのは、国が滅ぶ元凶

だ。生物多様性という案が机上の何とかにならぬために

は、諸悪の根源に対抗するには自然や住民等の団体が一

丸となって相対せねば先が見えないと思う。 

道路事業等の公共事業の実施に当

たっては、立地選定から供用時に至

るまで様々な段階で生物多様性へ

の配慮を行うこととし、その取組を

記載しています（第５章 1(2)ｴ、

4(3)3(2)～(5)）。 

アカウミガメの産卵が見られる海岸については、海岸構

造及び照明の改善を行い、アカウミガメが安心して産卵

できる海岸に再生していくことを、しっかりと書き込む。

事業展開に当たっての具体的提案

であるため、今後の参考とさせてい

ただきます。 

傷病鳥を治療しているのは行徳野鳥観察舎だけなので、

少なくとももうひとつくらいは早期に傷病鳥の治療可能

な施設の確保をしてほしい。 
 

事業展開に当たっての具体的提案

であるため、今後の参考とさせてい

ただきます。 

保 全 

・ 再

生 の

取 組 

 

 

 

 

 

 

 

絶滅の恐れのある野生生物にニホンイシガメを加えてほ

しい。 
ヒメコマツ等をモデルとして、多様

な主体との連携・協働により、絶滅

危惧種等の保護・回復に取り組んで

いきます（第５章 1(3)ｱ 2(2)）。 
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箇 所 意見の概要 県の考え方 

58 頁２の（２）に「ハマガニ、トビハゼ」を追加し、

浅海・干潟の生きものを入れる。 
ヒメコマツ等をモデルとして、多様

な主体との連携・協働により、絶滅

危惧種等の保護・回復に取り組んで

いきます（第５章 1(3)ｱ 2(2)）。 

人間に有用な種が絶滅しないように、有害なものはある

がままにして、有用か否か不明な場合は絶滅危惧しない

ように完全な管理下におくことを提案。 

絶滅のおそれのある野生生物の保

護に取り組むこととしています（第

５章 1(3)ｱ）。 

千葉では広く狩猟が許可されており、県外から多くの猟

師が訪れている。鉛散弾の生態系への影響は広く懸念さ

れており、生態系を見極めて禁猟区を拡大することが必

要と考えられる。 

現在県では、61 箇所 41,500 ヘクタ

ールの鳥獣保護区を指定していま

すが、本県の生物多様性を保全する

上で、鳥獣の保護が特に必要な地域

については、今後とも、鳥獣保護区

等の指定に努めます。 

外来種がペットショップで容易に手に入り、それを自然

の中に放つことが問題となっていることにも触れ、防止

に努めるべき。販売等の規制も必要。（同様意見１件） 

ペットの野生化防止の重要性を踏

まえ、対策を講じていきます（第５

章 1(3)ｳ 2(2)）。 

外来種の防除については自然保護課が主導的な立場とな

って、関連部署を動かせるような体制が必要。 

関連部局への情報提供、意見交換、

指導等を行いながら、外来種の防除

を進めていきます。 

63 頁の 14 行目「各地で様々な外来種」の後に、「と在来

種との交雑個体」を挿入してほしい。 

外来種との交雑については、ニホン

ザルとアカゲザルの事例を記載し

ています（第５章 1(3)ｳ「現状と課

題」）。 

16 行目「カミツキガメ」の後に「アカミミガメ・ハナガ

メ・ミナミイシガメ」を挿入してほしい。 
ここは外来種の代表例を記載しま

した。 

65 頁の「３ 外来種の防除」の項目の中に、「捕獲した

ウシガエルを解剖授業などに活用する」などの利用の項

目を追加してほしい。 

今後の取組の参考とさせていただ

きます。 

遺伝子組換え生物の野生化については、「カルタヘナ法」

に基づく国の評価が行われ、影響がないことが確認され

たもののみが使用できることとなっており、これにより

野生化の防止が図られる仕組みのはずです。それ以外に、

野生化を防止するとは、何をするつもりなのか。 

国立環境研究所が遺伝子組換えナ

タネの調査を実施していることを

踏まえ、県も同様に対応するもので

す。 

遺伝子組換え生物による交雑については周知の事実なの

で、きちんと表記してほしい。 
交雑による生物多様性への影響の

可能性について記載しています。

（第５章 1(3)ｳ｢現状と課題｣） 

保 全 

・ 再

生 の

取 組 

県内で遺伝子組換えナタネのこぼれ種が発芽し、野生化

していることを明記してほしい。（同様意見１件） 
記載を追加しました（第５章 1(3)ｳ

｢現状と課題｣）。 
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箇 所 意見の概要 県の考え方 

「生態系への影響がある」ことは自明であり、それがど

んな影響を与えるのかが不明だ。遺伝子組換え生物に関

する科学的なデータはまだ不十分である。 

情報の収集と提供に努めます。 

65 頁 4(2)について、野生化防止と実態把握の順序が逆で

ある。   
国立環境研究所が遺伝子組換えナ

タネの調査を実施していることを

踏まえ、県も同様に対応するもので

す。 

遺伝子組み換え技術による、懸念されているポイント、

アレルギーや健康被害の報告についても書き添えてほし

い。 

懸念されるポイント及びそれに対

する国内措置については、「現状と

課題」及び用語解説において記載し

ました。なお、食品や飼料としての

安全性については、「食品安全基本

法」、「食品衛生法」、「飼料安全法」

に基づき、国の評価が行われ、安全

であることが確認されたもののみ

が、流通・販売される仕組みとなっ

ています。 

保 全 

・ 再

生 の

取 組 

遺伝子組み換え生物に関する情報収集と公開について

は、推進する人、懸念する人、風評被害により影響を受

ける有機農家、食の安全に関して活動する団体、双方の

研究者、生命倫理の研究者などによる、バランスのよい

多角的な人材が参画した「勉強会」のようなものを設置

して進めてほしい。 

事業展開に当たっての具体的提案

であるため、今後の参考とさせてい

ただきます。 

66 頁の「(１)農林漁業による・・・・」取り組みの基本

的な方向  大いに賛同する。 

ご意見ありがとうございます。 

67 頁の「県の取組」（４）未利用木質資源の活用策とし

て、木質ペレットの生産、需要拡大に努める項目を加え

る。 

事業展開に当たっての具体的提案

であるため、今後の参考とさせてい

ただきます。 

68 頁の「県の取組」「（3）冬期湛水水田の実証試験」に

ついて、データ収集を行い、現代の農法のひとつに加え

る。 

冬期湛水水田については、今後、デ

ータ収集を行うなど、課題として受

け止めていきます。 

持 続

可 能

な 利

用 の

取 組 

安全な食料の供給に関しても、検査技術としての DNA
テクノロジーの活用なども持続可能な社会の実現に向け

て、欠かせない配慮となると思う。  

今後の取組の参考とさせていただ

きます。 
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箇 所 意見の概要 県の考え方 

持 続

可 能

な 利

用 の

取 組 

流域視点からの里海環境保全再生のモデル区域設定など

は評価できるが、河川、水対策について戦略が乏しい。

都市部以外の下水道普及は困難なことから、合併浄化槽

設置で補うのはやむをえないが、普及率、運用の適正化

は不十分。戦略の中にもその認識にたって、設置補助率

のアップや、大口利用者への点検制度の遵守を盛り込ん

でもらいたい。 

今後の取組の参考とさせていただ

きます。 

74 頁の「3 研究･教育の取組」について、全般に具体性

もありよく書き込まれている。ポイントは、部門間の連

携，独善的存在とならない事に配慮できるシステムとす

る事。 

戦略の推進に当たっては､連携を取

りながら進めていきます（第６章）。

75 頁の「県の取組」に、「各学校への専門員の常駐配置」

を加筆してほしい。 
生物多様性に関する環境学習指導

者や環境学習コーディネーターの

育成をし、人材バンクなどの仕組み

をつくることとしています（第５章

3(2)1(1)）。 

75 頁の下から５行目に、「３ 千葉県生涯大学に生物

多様性学科をつくり、生涯教育に取り組む。」を追加

する。増加する高齢者層にも理解と持続可能な利用を

期待したい。 

事業展開に当たっての具体的提案

であるため、今後の参考とさせてい

ただきます。 

県民の成人が、１年に１か月位、生物の多様性が支え

る第１次産業のなりわいを支援する有給制度を検討

する。 

事業展開に当たっての具体的提案

であるため、今後の参考とさせてい

ただきます。 

76 頁の「２（５）」について、「漁業者」のみでなく、農

林業も加筆してほしい。 
農林業については、農山漁村におけ

るふるさと生活体験推進校の活動

に取り組むこととしています（第５

章 3(2)2(3)）。 

身近な自然を体験しないで大人になる子どもたちをなく

すためにも、身近な自然を体験する場の提供が必要であ

る。学校教育現場で、地域における自然や歴史、人々の

くらしについて学ぶ機会や、フィールドに出ての自然観

察など積極的に取り組む必要がある。 

今後、着実に取組を進めていきます

（第５章 3（2）1(6)）。 

研 究 

・ 教

育 の

取 組 

環境学習を実施できるフィールドの確保として、各市町

村単位での、学校教育林の設置など、身近な自然に触れ

あえるフィールドの確保が必要。 

学校ビオトープの整備をはじめと

して、取組を進めていきます（第５

章 3(2)2(4)）。 



16 

箇 所 意見の概要 県の考え方 

環境学習を通じて親や教師、地域の人が逆に be 
educated という側面を明確にし、ESD（持続可能な開発

のための教育）の理念を明記するべき。地域毎の生物多

様性を確保する活動に子供の参加と視点を入れていくこ

とを奨励し、指導支援の体系を明示する。地域の課題解

決型のテーマに取り組めるような条件を作ることではな

いか。生物多様性の根幹は身近なところから体験的理解

をすることが前提で書かれているが実際の学校や地域の

生活の中では体験記会は非常に乏しい。参加者は場所と

テーマが具体的になって初めて関心が生まれることも踏

まえて支援策を講じる必要がある。 

事業展開に当たっての具体的提案

であるため、今後の参考とさせてい

ただきます。 

県の取組として、生物多様性を育む環境教育が自然体験

を通して実施できる体制を確保する旨の取組を追加して

ほしい。 

生物多様性に関する環境学習の推

進体制の整備及び機会の確保を行

います（第５章 3(2)1～2）。 

地域の根付いた身近な自然を体験する機会をもうけ、環

境学習を小学校教育の中で位置づける。 
テキストを作成し、生物多様性に関

する学校教育を推進します（第５章

3(2)2(2)）。 

子供と自然との距離を近づけることに力を注いでほし

い。 
生物多様性に関する教育・学習の推

進の中で取り組むこととしていま

す（第５章 3(2)）。 

市民、県職員各部局、議員など生物多様性を学び理解す

る研修についても掲げて下さい。特に現場で森林や河川

の工事に当たる職員、事業者に対する研修の場を確保す

る項目をもうけてほしい。施行などの段階で、理解ある

生物の扱いをしてほしい。（同様意見１件） 

研修など様々な機会を利用して、普

及啓発を実施します（第５章

3(1)2(5)、3(2)2(10)）。 

生物の多様な復活の仕掛けは水辺の豊かさにより、生命

の賑わいは、地球温暖化削減にも繋がることへの理解の

普及と環境教育への重点課題としてほしい。 

同様の趣旨で取組を記載していま

す（第５章 3(2)1(3)）。 

これからは、企業も教育・学習を推進しなければならな

い時代となってくる。県主催の教育・学習会への参加者

に参加証明を発行する事でＩＳＯ14000 など管理に役立

つと考えられるので検討してほしい。 

 

事業展開に当たっての具体的提案

であるため、今後の参考とさせてい

ただきます。 

研 究 

・ 教

育 の

取 組 

加曽利貝塚と貝塚群を世界遺産候補に登録し、かって

千葉の豊かな生物多様性に支えられた縄文人の１万

年に及ぶ持続可能な社会のありかたを、現在の子孫と

未来と世界に伝える。 

生物多様性について、人間活動・社

会とのかかわりやその歴史的変遷

を調査研究し、普及啓発を進めてい

きます（第５章 3(1)2(2)）。 
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箇 所 意見の概要 県の考え方 

生物多様性や温暖化を含めた環境教育の必要性を痛感し

ている。教科として「環境」を必修とし、小学生から高

校生まで、系統的に学ぶ機会を設ける必要性がある。こ

れを支える制度等も重要。教育予算の削減により、教員

数は減らされ、持ち時間は増え、教材研究の時間は減り、

生徒指導等に忙殺される。教育予算を増やし、教員がゆ

とりを持って「環境」を教え、研修をおこない、教材研

究ができるようにしてほしい。 

学校ビオトープの整備、生物多様性

に関する内容も盛り込んだ「ちば・

ふるさとの学び」テキスト（仮称）

の作成を行うなど、生物多様性に関

する環境学習の機会を確保するこ

ととしています（第５章 3(2)2）。 

研 究 

・ 教

育 の

取 組 

刑務所、少年院、ホームレス、アルコールや麻薬中毒軽

症患者、障害者施設の軽症者、老人病院・福祉施設にお

ける軽労働可能な高齢者を優先して雇用し、協力しても

らい、また小学校・中学校・高校・専門学校・大学の生

徒たちに、自発的な必修科目として森林整備事業に参加

体験し専門家の講義も聞いて参加者に単位を与える。 

生物多様性に関する環境学習の機

会を確保することとしており､今後

の取組の参考とさせていただきま

す。 

生物多様性に及ぼす私たちの暮らしの影響を明確に記し

て、生物多様性を保全するために、私たち県民は暮らし

の中で何をすべきか、どういう暮らし方をすればよいか

を書いてほしい。 

今後、個人としてできる生物多様性

保全に関するメニューや考え方を

示していきます（第５章4(2)2(1)）。

学校ビオトープが生物多様性センターの地域ステーショ

ンにもなりうることを考えると、長期研修制度でスペシ

ャリストを育てるくらいの制度が必要。 

高い専門性を有する人材の育成に

ついて、記載しています（第５章

4(3)3(8)）。 

未確認の生物種の発見調査を県民に呼びかけ、情報を

精査する。 
県民の方々にモニターとなってい

ただき、生物多様性に関する様々な

情報を寄せていただくこととして

います（第５章 4(2)2(4)）。 

温暖化対策としての CO2 吸収林認証制度を導入するこ

とで、財政的な裏付けを確保し、「儲かる林業」に転換す

るための投資費用に充当するなど、施策の範囲を部局横

断的に講ずることを取り入れてもらいたい。 

認証制度を検討するとともに、すべ

ての施策に生物多様性の観点を入

れて取り組んでいきます(第５章

4(2)2(10))。 

取 組

を 支

え る

基 盤

整 備 

（仮称）生物多様性研究・情報センター及び地域ステー

ションの設置は、研究者集団に偏らない組織編成がこの

新組織を活かす道である。現状の各部門の再編成が併走

して初めて実効性が担保される。 

生物多様性センター等の運営・検討

に当たって、参考とさせていただき

ます。 
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箇 所 意見の概要 県の考え方 

（仮称）生物多様性研究・情報センターでは、高度な学

術研究の経験者を多数起用し、責任者は部長職とする。

生物多様性に関しては他部局に指揮権を持ち、どんな小

さな公共事業でもここで環境評価を行う。県民会議との

協調性を明記する。行政職員だけでなく、民間人を入れ

ることにより、これまでの行政的行政を超えた生物多様

性・自然保護行政が行うことを明記する。 

生物多様性センターの運営に当た

って、参考とさせていただきます。

地域ステーション、サテライトとセンターの仕組みにつ

いて、検討の道筋を示して欲しい。中央博物館とセンタ

ーとは、戦略推進の機関として車の両輪の関係や渡り廊

下でつながっているような関係が望ましい。センターは、

情報を収集し、分析し、県民とそれらを共有しながらの

未来を考えるシンクタンクやプランナーとしての機能が

重要。相互にチェック機能が働いたほうが、戦略を推進

する上で得策。また、まちづくりを推進するのに必要な

機能についても検討する必要がある。 

生物多様性センターの運営に当た

って、参考とさせていただきます。

戦略策定後は速やかに生物多様性保全条例を制定してほ

しい。希少種の採取禁止に賛成である。（同様意見３件）

条例の制定については、平成 20 年

度から内容の検討に着手します。 

法律がどうであれ、県民の命の水、栽培の水を守ること

が優先されないことには2050年には何が残るだろうか？

水を保証するのは、見逃してきた一般生物を含めた生物

多様性を指標として捕らえ、あらゆる関係所管施策がこ

の生物多様性条例により評価され、修正され、開発者に

は応分の負担が発生することを明記すべき。少なくとも

基本精神は出すべき。条例を検討する際に、何を柱に、

何を確保するために行うか具体的に書くべき。 

条例の制定については、平成 20 年

度から内容の検討に着手します。 

水源、水系の保全について、きちんと位置づけてほしい。 水源地の保全に関する仕組みづく

りに取り組むこととしています（第

５章 4(3)3(7)）。 

戦略や取組についての評価が重要であり、新しい章を設

けて、評価システムを示して欲しい。県民参加で行って

ほしい。 
（同様意見１件） 

評価手法を検討することとしてお

り､県民､NPO と連携・協働していく

こ と と し て い ま す （ 第 ５ 章

4(3)2(1)）。 

取 組

を 支

え る

基 盤

整 備 

市町村の役割が重要であり、戦略を理解してもらう必要

がある。また、そのためには研修を行う必要がある。 

（同様意見５件） 

市町村の役割は大変重要であるこ

とから、生物多様性に関する行動計

画の策定をはじめとして、様々な連

携・協働を推進していきます（第５

章 4(2)2(2)）。 
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箇 所 意見の概要 県の考え方 

これまでの県政では、今次の戦略つくりに限らず、農林

業者が、市民・都市住民との共通の議論の場に参画させ

ることには殆ど成功していない。この理由を探り、しっ

かりした意見の醸成、発表できる方法を考えるべき時で

ある。 

今後の取組の参考とさせていただ

きます。 

住民運動については、環境活動団体だけでなく、まちづ

くり団体など、さまざまな住民団体をとりこんで、生物

多様性保全を訴えてほしい。 

多様な主体の連携・協働を促進する

こととしています（第５章 4(2)）。

開発を生物多様性の視点から検討し、生物多様性保全が

確保できるよう、実効性及び強制力のある仕組みを作る。

開発決定済みの事業はもちろん、開発場所の決定前に、

生物多様性の視点から、ダメージが 小限になる場所は

どこかを吟味する仕組みを作る必要がある。 

県が実施する大規模な事業につい

ては、計画段階における環境影響評

価等の仕組みを導入します。また、

生物多様性地理情報システムの活

用等により、保全の仕組みをつくっ

ていきます(第５章 4(3)3(2)(3)）。

取 組

を 支

え る

基 盤

整 備 

環境税や民間資金の導入など、戦略を推進するための資

金的な裏づけを記載する必要がある。（同様意見５件） 

生物多様性保全のためのコスト負

担について記載しており､今後、検

討を進めていきます（第５章

4(3)3(10)）。 

 


