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現案中の場所 指摘内容 

全般的事項 

表題について ●表題を工夫し、区民に親しみのある表現にしてください。 

現案では「千代田区 生物多様性地域戦略」となっていますが、より前向きで親しみの

ある名称が良いと思います。本文中の内容は“戦略”的な要素が多くないことから、戦略

という名称にこだわらず「生物多様性千代田区行動計画」や「ちよだ生物多様性推進プラ

ン」、「・・・・推進計画」、「・・・生物多様性保全行動計画」などの表現も良いかもしれ

ません。 

副題について ●副題の挿入を検討してください。 

策定済みの地方自治体の生物多様性地域戦略を見ると、約半数のもので副題を設定し、

それぞれの自治体が目指す未来像を端的に表現しています。例えば、「いきものと人々がに

ぎわう「ながさきの未来環境」を目指して」（長崎県）、「オオタカがすむ森のまちを子供た

ちの未来へ」（流山市）、「水辺や人里の生きもの多様性を育み、伝えるまち 柏」（柏市）

などです。千代田区の戦略策定にあっても、その内容が冊子の表紙に記載されていること

で、目指す目標を効果的に伝えることができます。 

地域性・独自性 ●千代田区の自然的・社会的特徴を踏まえ、より地域性を活かした内容にしてください。 

地域戦略全体を通じて、千代田区の独自性があまり強調されていないように感じられま

す。個々の指摘については、以下の項で指摘し改善案も併せて記載しました。 

項目のバランス ●生物多様性の主流化に関する項目を増やし、全体のバランスを調整してください。 

区内の生物の状況については大変よく整理されていると感じました。しかし、生物多様

性地域戦略は、生物多様性の保全と持続可能な利用について、地域の自然的社会的特徴を

活かした取り組みを策定することに意味があります。千代田区の生物多様性上の最大の特

徴は、千代田区外からの生態系サービスにほとんど完全に依存しているということであり、

その視点から生まれる行動計画や施策の分量が少なくなっています。区内の生物多様性の

保全活動だけで終わることなく、区内に存在する様々な主体者が環境負荷低減などを通じ

て、持続可能な社会づくりを目指すという、千代田らしさを前面に出した構成にしてくだ

さい。 

行動計画や施策に

ついて 

●選択と集中がなされていて好ましい。 

戦略とは、限られた資金・人材・技術などを、どこに配分して長期目標を達成するかと

いう実践的な計画です。できることはやり、できないことはあきらめるという勇気ある選

択が必要な事もあります。多くの自治体が、生物多様性に関する施策を実現可能性が不確

かな物まで含めて多数列挙している中で、千代田区の戦略は実施の見込みがありそうなも

のを中心に構成されているので、良いと思います。 

戦略としての体裁 ●戦略としての体裁として十分な構成になっていないので修正してください。 

 戦略として位置付けるには、「長期目標」→「短期目標」→「行動計画」のそれぞれが、

目的と手段の関係になっている必要があります。短期目標Ⅰ～Ⅲとこれに対応する行動計

画 1～8についてはそのような構造になっています。ところが、短期目標Ⅳ～Ⅴとこれに対

応する行動目標 9～10は、短期目標を達成するために必要な、より具体的な要素・施策が

行動計画の中に十分に含まれていません。このままでは行動計画の積み重ねにより、目標

を達成するという戦略的な体裁になっているとはいえません。生物多様性国家戦略や他の
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自治体が策定した戦略、国外の優良事例も参考にしながら、戦略にふさわしい体裁に修正

してください。 

種名 ●種名についての表記を統一してください。 

ブラックバスとオオクチバス、アカミミガメとミシシッピアカミミガメ、ドバトとハト、

ハシブトガラスとカラスなど、同一の生物に対して異なる種名の表記が散見されますので、

表現を統一するようにしてください。 

第 1章 地域戦略策定の背景 

1 ページ 

1.1 の 2段 

●表現を確認してください。 

第 2 文に「生物多様性は、～私たちの命を守ります」の部分ですが、日本語として違和

感があります。「気候の安定、災害抑制などの機能を通じて」としてはどうでしょうか。 

同 ●“生物多様性”という文言の一部を“生態系”に置き換えてください。 

“生物多様性”、“生態系”、“生態系サービス”という言葉について、基本的な解釈に混

乱があるように感じられます。たとえば、本文には「生物多様性から生み出される自然の

恵み（生態系サービス）」と記載されていますが、生態系サービスの定義として引用される、

『ミレニアム生態系評価』（Millennium Ecosystem Assessment：以下、MA2005）や『生

態系と生物多様性の生態学』（The Economics of Ecosystems and Biodiversity ：以下、

TEEB）には、「人間に対する、生態系からの直接的・間接的な貢献」とあり、生態系サー

ビスをもたらすのは「生物多様性」ではなく「生態系」と定義されています。 

生態系と生物多様性は、専門家でも混乱して用いる時がありますが、これらは同じもの

ではありません。生態系は Ecosystem を日本語にしたことから分かるように“システム”

であり、空間的なまとまりを持った物質やエネルギーの動的な平衡状態のことですから、

物質生産や気候調整などの機能を生み出すこともあります。一方、生物多様性は多様であ

るという性質そのもので、いわば「高い/低い」・「明るい/暗い」という環境の状態を図る指

標の一種ですから、これ自体が「自然の恵み」を生み出すという表現は正しくなく、改め

るべきです。 

現案全体を通じて、「生物多様性」を「生態系」と変更すべき箇所が複数あります。 

同 ●生態系サービスについて、過不足のない解説をしてください。 

この段落は生態系サービスについて解説している部分ですが、内容的に不足しています。

MA2005 と TEEBでは若干の違いはありますが、生態系サービスには 4種類（供給・調整・

基盤（ハビタットということもあります）・文化の各サービス）あると説明しています。 

本段落の中では、供給サービスの例として食物・薬・衣服・物資の材料を挙げています。

また、調整サービスとして気候の安定、災害抑制を、さらに文化サービスとして地域ごと

の伝統的な風習、文化や芸術を挙げています。しかし、基盤（ハビタット）サービスの例

は、酸素以外に見あたりません（酸素については次項を参照してください）。基盤（ハビタ

ット）サービスは理解が難しい項目ではありますが、生物多様性が継続する基盤である生

息・生育地の提供や種の遺伝的多様性をプールするという重要な機能を提供していますの

で、説明を省略するのは不適切と思います。 

同 ●生態系サービスについては、公表資料などを基に正確に記載してください 

「生物多様性は（中略）酸素・水・食物を供給」とありますが、水は地球上に生物が生

まれる前から供給され続けており、生物多様性が無くても供給されるものです。つまり単
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なる水は生態系サービスではありません。従って清浄な淡水や飲み水などの表現が良いと

思います。TEEBなどでも、「水」ではなく、「淡水」や「清浄な水」と表現されています。

また、この記載は供給サービスの例を提示していると思いますが、MA2005 及び TEEB は、

酸素については基盤サービスに分類しています。 

前項と併せて、生態系サービスの種類とその具体例については、一般的に説明されてい

る公的な書物（例えば環境省の公表資料）の分類に沿って記載をし直すべきと考えます。 

1 ページ 

1.2 の１段落 

●生物多様性条約の三つの目的を、正確に引用してください。 

生物多様性条約の三つの目的が記載されていますが、引用が正しくなく、誤解を与える

可能性があるので修正してください。 

生物多様性条約の三つの目的は、原文によれば、 

the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the 

fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic 

resources, 

また、日本政府の公式文書（生物の多様性に関する条約 平成五・一二・二一  条約九）

にも、このように記載されています。 

「 第一条 目的  

 この条約は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利

用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分をこの条約の関係規定に従って実現することを目

的とする。」 

 

パブコメの案 修正案 

生物の多様性の保全 そのままでも良いが、公文書に

従って「生物の多様性の保全」

が良いのではないか 

その持続可能な利用 その構成要素の持続可能な利用 

遺伝資源から得られる利益の公

正かつ衡平な配分 

遺伝資源の利用から生ずる利益

の公正かつ衡平な配分 

 

（理由） 

・現案では「その」は「生物多様性」を指しています。しかし、実際には、生物多様性

を利用するのではなく（生物多様性自体は実在する物でないので利用することができな

い）、生物多様性を構成する遺伝子や種や生態系の多様性からもたらされるサービスを利用

するから。 

・下段は、通常 ABS（Access and Benefit-Sharing）問題と呼ばれ、2010年に名古屋市

で行われた生物多様性条約第 10 回締約国会議（以下 CBD-COP10）での主要な成果であ

る名古屋議定書に該当する重要な部分ですので慎重な扱いが必要です。本文の修正点は遺

伝資源そのものを利用しない場合（派生物や伝統的知識）が含まれるかどうかです。この

点は途上国と先進国との間で最後まで論点になった部分であり、千代田区に拠点を置き、

海外の遺伝子資源を様々な形で利用する製薬会社や商事会社にとっても、極めて関心の高

い問題です。ですから、それらの企業と関連の深い千代田区の生物多様性地域戦略が不正
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確な引用をしてはいけません。 

1 ページ 

1.2 国内外の動

向 

(1)生物多様性条約

と国家戦略 

●国外の動向について、より詳細に記載をしてください。 

「国内外の動向」という章立てにも関わらず、国外の話題は 20年前の 1992年の地球サ

ミットのこと以外には触れておらず、なぜ我が国や地方自治体が生物多様性戦略を策定し

ようとしているのかについての、世界的な動向に関する部分が内容的に薄くなっています

（ほとんど書かれていません）。 

例えば、CBD-COP10 の最大の成果の一つである愛知ターゲットの戦略目標 E 目標 17

に記載さている、締約国が 2015 年までに国家戦略を改定することを示した部分や、戦略

目標 A目標１にある、社会において生物多様性を主流化することが国際社会の一員として

重要であるというメッセージは、生物多様性戦略を世界中で策定しようとする国際動向の

基盤になっており、外すことができない内容のはずです。 

その他、今年 6 月にブラジルのリオデジャネイロで開催されたﾘｵ+20 で議論された持続

可能な開発目標（SGDs）や、「持続可能性を目指す自治体協議会（ICLEI）」などの国際機

関の動向など、この部分で本来記載されるべき内容が未記載のままです。 

また、これら生物多様性条約と関連する国際的な動向を受けて、我が国の国家戦略が作

られていることを説明すべきです。我が国の国家戦略はこれまでに 4 回（数え方にもより

ますが）の改訂作業を行っており、生物多様性条約の締約国で最多の改訂数を誇っていま

す。このように我が国は国際社会の中で先進的な努力をしている中心的な存在であるとい

うことを、もっとアピールしても良いと思います。 

2 ページ 

(2)生物多様性基本

法と生物多様性戦

略 

●最新の生物多様性国家戦略についても言及してください。 

この部分は生物多様性基本法策定以降の国家戦略策定状況と地方自治体の生物多様性地

域戦略の策定の根拠や策定状況について記載する部分だと理解しました。 

本文の中では「生物多様性戦略 2010」を最新の国家戦略として位置づけていますが、現

在、環境省は新しい国家戦略「生物多様性国家戦略(案)」をパブリックコメントにかけ終

わった段階です。この新しい国家戦略では、東日本大震災の経験を踏まえ、人と自然との

関係についてのとらえ方・自然の脅威に対する考え方が、既存の「生物多様性戦略 2010」

と大きく異なっているほか、地球温暖化が生物多様性にもたらす影響についても記載方法

が変わっていることから、この新しい国家戦略についても何らかの記載を行うべきです。 

同 ●国内の動向について、より詳細に記載をしてください。 

生物多様性地域戦略の策定に関連する国内の現状について触れる必要性があります。こ

の中で、千代田区が生物多様性地域戦略を策定することが、単に一つの自治体としての役

割を果たすだけでなく、他の自治体への働きかけにもつながることや、市町村レベルの自

治体が策定する地域戦略へ一石を投じる効果があることを記載すべきです。 

例えば、以下のような事項について記載することを検討してください。また、実際に戦

略文書の中に記載することが無くとも、こうした状況を策定に関わる方々に周知されるこ

とを望みます。 

・「生物多様性戦略 2010」には 2012年までにすべての都道府県が策定に着手すること

を求めている 

・しかし、実際には 27都道府県が策定済みまたは策定中であるにとどまっている 



5 

現案中の場所 指摘内容 

 

・全国 20の制令指定都市のうち、策定済みの地自体は 13である 

・1900を超える市町村のうち、策定しているのは 20程度と非常に少ない 

・東京特別区 23区は、まだ策定しておらず葛飾区と並んで最初である 

・市町村レベルの自治体では、どのような取組を行えばよいか手探りの状態で、千代

田区の策定内容が今後大きな注目を集める可能性が高い 

3 ページ 

1.3 千代田区で

生物多様性の保全

に取り組む意義 

●千代田区が生物多様性の保全に取り組む意義について、地域性を踏まえて再考してくだ

さい。 

本文には、千代田区が生物多様性の保全に取り組む意義を「身近な地域の生物多様性を

保全することで、私たちは様々な恩恵を享受することができます」とあり、恩恵を享受す

るために地域の生物多様性を保全すると明記されています。確かにそういった面もありま

すが、より重要な視点が欠落しています。 

環境省が作成した『生物多様性地域戦略策定の手引き』の前文には、自治体が策定する

地域戦略は「各地域の自然的社会的条件に応じた生物多様性の保全と持続可能な利用を推

進することを目的としています。」と明記されています。つまり、農村・漁村地域にあって

は里地里山里海などの持続可能な第一次産業の構築を、郊外の住宅都市であれば無秩序な

開発から重要な緑地や水辺環境を保全するとともに住民に自然環境保全の重要性を普及啓

発する取組を、重工業が盛んな工業都市であれば有害物質を減らし空き地や事業用地で緑

化を行うことで野生生物を増やす取組を行うなど、それぞれの自然的・社会的状況を反映

した戦略の内容とするべきです。 

パブリックコメントにかけられた今回の案全体をみると、「千代田区に残されたわずかな

自然をどうやって守り伝えていくか」というメッセージが地域戦略の根幹になっています。

しかし、それではいかにも弱々しい地域戦略になってしまいます。 

私たちが住み、愛する千代田区は、世界で 3 番目の経済規模を誇る日本国の首都・東京

にあって、行政機関や大企業の本社が集中する東京の中心・日本の中心・世界の中心の一

つです。その千代田区が発信する生物多様性戦略のメッセージが「残った自然を一生懸命

守ります」では、あまりにも寂しいのです。 

皇居を中心とした自然環境を保全していくことはもちろん重要ですが、現実には残存す

る自然的な環境はほとんどが何らかの保護の規制を受けている場所であり、今後、大幅に

減少する危険性には当面、さらされていません。逆に言えば、保護の対象になっていない

自然的な環境は既に残っていないのです。これは住宅地や事業用地として森林やため池な

どが失われつつある郊外の多くの自治体とはかなり違った状況です。地方の自治体の多く

は、地域戦略を一次産業の振興や観光誘致と関連づけていますが、千代田区の場合はこれ

も当てはまりません。地域性を反映した取り組みが重要であるにも関わらず、どの自治体

でも見られるような、いわばありきたりの行動計画が列挙され、千代田区の地域性を反映

した内容が現在の案に含まれていないことが最大の課題です。 

同 ●区内にある各種団体に対して、生物多様性の保全に関わる取り組みを行うように働きか

けることが、千代田らしい取り組みです。 

では、どうすれば千代田区の地域性を反映した戦略とすることができるでしょうか。そ

してそれこそが、この節で論じられる「千代田区が生物多様性の保全に取り組む意義」に

なります。それは本来、地域戦略の案を検討された「千代田区生物多様性推進会議」の中
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で議論されるべきことで、既に検討されたのかもしれませんが、少なくとも現案からそれ

を読みとることはできません。 

千代田区は、住民人口は 4.4 万人と東京特別区の中で最小ですが、日中の人口は 100 万

人近くになる大都市です。そこには国の行政機関の中枢や日本を代表する大企業の本社や

拠点が集中しています。また、経済団体や財団法人などの本部機能も集まっています。こ

うしてみれば、千代田区そのものは小さな自治体ですが、そこに本社・本部機能を持つ組

織を通して、日本全国や世界各国の広大な範囲に影響を及ぼすと考えられます（例えば、

住友林業（本社・大手町）は日本随一の山林を保有する会社で、同社の社有林だけで日本

国土の 0.1％を占めています）。このような社会的特徴を有する自治体は、日本国内には千

代田区をおいて他にありませんし、世界的に見ても影響力が集中する特異な自治体といえ

ます。 

ですから、こうした区内の団体に対して生物多様性の保全上、重要な措置を効果的に働

きかけることで、実質的に日本中、世界中の生物多様性の保全につながるのです。それこ

そ、千代田区にしかできない千代田区らしい取組のはずです。 

同 ●もう一度、「千代田区生物多様性推進会議」の中で、策定の意義について議論してくださ

い。 

私は一区民としてこれだけはどうしても申し上げたいのですが、地域戦略の案を検討さ

れた「千代田区生物多様性推進会議」の皆様に、もう一度、なぜ千代田区が生物多様性戦

略を策定するのか、千代田区は生物多様性の保全に対して何ができるのか、その意義につ

いて議論していただきたいと強く願っています。 

3 ページ 

1.3 

●マテリアルフローを通じて生物多様性保全に寄与する働きかけをすべきです。 

千代田区は生態系サービスの消費地であることを認めて、千代田区らしさに結びつけて

いくべきだと思います。 

もちろん、皇居や弁慶濠など貴重な野生生物の生息・生育の場所が存在しています。し

かしほとんどの場所は、開発によって失われる可能性が危惧される状況にはありません。

外来種による在来種との競合の問題はありますが、自然的な環境のほとんどが立ち入り禁

止の区域であり、区民や通勤者にとっては、実質的に影響はほとんどありません（外来種

が増えても生態系サービスは減少しない）。 

このように千代田区が生物多様性の保全に取り組む意義は、「残存する生物多様性を保全

することで生態系サービスをより多く享受すること」よりも、「千代田区に拠点を置く各種

団体に働きかけることで、区外で生産される材料などの自然の恩恵が生産される日本中世

界中の場所で、生物多様性の損失を食い止め、改善に寄与すること」の方が、より重要な

意味合いを持つと考えられます。 

3 ページ 

1.3 

●なぜ、千代田区が取り組まなくてはいけないかについて、自然の恵みの視点から、理由

を示してください。 

この章の中では、身近な自然を守ることで様々な恩恵を享受することができると書かれ

ていますが、約 100万人の活動者が享受できる膨大な生態系サービスを千代田区内の身近

な自然が提供しているとはとても思えません。 

千代田区内の生物多様性を保全することで、どんな生態系サービスが得られるのかにつ

いて、保全活動の動機付けとなる例や、公費を投入して実施すべき事項であることを区民
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現案中の場所 指摘内容 

が納得できる具体的な例を記載してください。特に千代田区が実施すべき根拠を示す必要

があります。 

4 ページ ●なぜ、千代田区が取り組まなくてはいけないかについて、社会的状況の視点から、理由

を示してください。 

この地域戦略は、千代田区民だけでなく、千代田に事務所等を置く企業等に勤める通勤

者にも関係するものです。千代田区は在住者が少なく、昼間の人口のほとんどは区外から

の通勤者です。これらの人々の多くは住居のある地元に戻れば千代田区よりも自然に恵ま

れた、豊かな生物多様性に囲まれて生活をしています。つまり千代田区内で活動するほと

んどの人にとって、千代田区は日中の職場であり、休日などに余暇を過ごす潤いのある安

らかな生活の場を求めてはいないのです。 

見方を変えれば、地価の高い場所で生物多様性を守る施策は止めて、同じ金額を郊外の

自然的環境の保全に使えば実質的に何倍もの面積の自然環境を保全することができるでし

ょう。その郊外で保全した地域で千代田区民が週末を過ごした方が、区民は生態系サービ

スをより大きく享受できるかもしれません。 

現在の案では、なぜ、地価が高く、自然もあまり残っていない千代田区内でわざわざ生

物多様性を保全しなくてはいけないか、という疑問に対する答えがないように思われます。 

第 2章 千代田区の生物多様性の現状と課題 

6 ページ 

2.1(2)千代田区の

植生と土地利用 

●土地利用規制や保護区の設定状況を示す図面を掲載してください。 

千代田区内の土地利用の状況の中に、保護区や土地の改変を実施的に規制している範囲

を示す図面がありませんので、追加してください。 

保護の体制がなく、今後、開発されるリスクが高く、区内の生物多様性の損失や劣化が

起こりやすい場所を視覚的に示す必要があります。 

9～24ページ 

2.2 千代田区の

生物多様性の現状 

●アクセス・利用の可能性についても示してください。 

生物調査の結果報告がよく整理されており、区内の生物多様性ホットスポットを理解す

るのに役立つ資料で良いと思います。 

しかし、区民や一般の人がアクセスしたり利用できる場所と、そうでない場所とが同じ

ように書かれているので、その違いについては記載してください。この資料を見て興味を

もった人がその場にいくことができるのか、許可が必要なのか、アクセスできない場所な

のか、は重要な情報です。 

9～24ページ 

2.2 千代田区の

生物多様性の現状 

●千代田区の活動が生物多様性に与えている影響の大きさを示してください。 

2.2 は、生物多様性の状況といっても、記載されているのは区内の生物の生息・生育情報

に終始しています。これは生物多様性戦略を策定する上で必要な情報の一部でしかありま

せん。愛知ターゲットの戦略目標Ａには、自治体を含むあらゆる主体が、生物多様性の主

流化により損失の根本原因に対処すると記載されています。さらに、目標 4には、「遅くと

も 2020 年までに、政府、ビジネス及びあらゆるレベルの関係者が、持続可能な生産及び

消費のための計画を達成するための行動を行い、又はそのための計画を実施しており、ま

た自然資源の利用の影響を生態学的限界の十分安全な範囲内に抑える。」とあります。区外

からもたらされる生態系サービスにほとんど完全に依存し、巨大な消費地になっている千

代田区にとっては、持続不可能な生産と消費からの根本的な脱却を図るために、企業等に

対して働きかけを行うことが、実質的にもっとも効果的な保全対策と考えられます。 
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現案中の場所 指摘内容 

こうした状況を踏まえれば、千代田区が（あるいは、区内にあるすべての主体者が）生

物多様性に対して、現在どれだけ負荷を与えているかを示す情報も、本地域戦略に必要な

情報であることが分かります。そして、戦略の後段では、その数値を基に負荷を低減する

ための戦略目標を策定していかなければ、地域戦略としては不完全なものとなってしまい

ます。 

現時点では示すべき情報が無ければ、今後、そのような取り組みをしていくことを表明

することでもかまいません。 

企業等の団体が生物多様性に与えている負荷を測定する手法には、「持続可能な発展のた

めの世界経済人会議（WBCSD）」が提案した『企業のための生態系サービス評価（ESR）』

や『企業のための生態系評価（CEV）』などが有名ですが、これらの他にも生物多様性フ

ットプリントやエコリュックサックなど、比較的平易な負荷測定指標も存在します。 

同 

 

●バランスの良い事例の抽出をしてください。 

生物多様性の状況そのものや生態系サービスの大きさを測定することも重要です。現案

でも紹介されている JBIB の土地利用通信簿は、日本国内の先進的な企業が中心となって

策定した指標の一つですが、類似の指標類は他にも多数あります。また、都市部の自治体

の生物多様性評価の指標として TEEBの取組（TEEB Manual for Cities）や国家生物多様

性指標 (City Biodiversity Index)といった国際的認知度の高い指標類、国内にあっては川

崎インデックス等の先例もあるので、こうした取組についても、SEGESや JBIBと併せて

紹介するのがバランス的に良いように思われます。 

23 ページ 

2.3 課題 

 

●「課題」をシャープに抽出し直してください。 

一般的に「課題」とは、現状と目的との乖離であり、そのために克服すべき障害です。

従って、「現状は○○であるが、将来的には△△にしていくために、□□という課題を乗り

越えなくてはいけない」というメッセージが含まれている必要があります。しかし、提示

された課題類には、「△△にしていくために」という目的の部分が欠落したまま、「□□し

ていかなくてはならない」という表現になっており、提示された一つ一つの課題に対して、

どうしてそれが課題なのか？と言いたくなってしまいます。 

その意味では、2.3「課題」が第 3章で示される生物多様性上の基本方針よりも前の部分

にあるのは、据わりが良くない様にも感じられますが、目的を千代田区内の生物多様性の

保全と持続可能な利用と考えれば、前項までの現状との乖離として捉えることも可能です。 

23 ページ 

2.3 課題 

(1)① 

●そもそもなぜ千代田区の自然を将来に残す必要があるのか説明してください。 

皇居をはじめとする場所に豊かな自然が存在することが、実データを基に明らかにした

ことは素晴らしいことです。しかし、その自然をなぜ将来の世代に受け継いでいく必要が

あるのかについては、理由が書かれていません。豊かな自然の開発を全面的に否定するこ

とは、東京湾の干潟を埋め立てて成立した千代田区自身の存在を否定することにもつなが

ってしまいます。 

どうして将来の世代に自然を受け継ぐ必要があるのでしょうか。供給サービスを得るた

めでしょうか、文化的サービスを得るためでしょうか、調整サービスを得るためでしょう

か。それとも自然そのものに存在の価値があるからでしょうか。 

経済的な発展や都市機能の拡充を重視するのであれば、濠や公園を商業施設にした方が

効果的です。豊かな自然をなぜ未来に残していく必要があるのか、という基本的な命題に
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現案中の場所 指摘内容 

対する答えは、生物多様性に対して千代田区がどう考えているかを示す基本的な部分であ

るが故に、何らかの言及が必要です。 

私個人としては、江戸時代から続く歴史的な価値があること、貴重なまとまった緑地が

存在することがヒートアイランド現象の緩和などの調整機能を発揮すること、憩いの場と

しての価値があること、さらに人間の福利には関係なくとも自然そのものが存在すること

に意味があることが、千代田区の生物多様性を後世に伝える理由として重要だと考えてい

ます。 

23 ページ 

2.3 課題 

(1)② 

●生きものの生息の場が市街地に少ないことは、必ずしも課題ではありません。 

私個人としては賛成しますが、私の家族や近隣の住民の方々の自然に対する考え方は、

必ずしも同じではないようです。単純な例で言えば、街路樹にガ類の幼虫が大量に発生し

た際に住民はどう感じるでしょうか。生物多様性を豊かにすることを第一義に置けば、駆

除は行わないのが一番良いはずです。そうすれば、その幼虫を食べる他の生物や野鳥が増

えるからです。しかし当然ながら住民は別の反応を示します。窓の外の街路樹の毛虫を喜

んで受け入れる区民は少数派でしょう。他の自治体や団体が行ったアンケートによると、

住民は生活空間から少し離れた場所にまとまった自然的環境があることを望む場合が多い

ようです。飲食店や食品・衣料品の製造工場は、近くに生物の生息環境があることを一般

に望みません。生きものの生息の場が少ない市街地を望む人々もいるのですから、必ずし

も課題とはいえないのです。 

むしろそのような住民もいる中で、どうやって折り合いをつけていくか、そのことが課

題なのです。 

23 ページ 

2.3 課題 

(1)② 

●緑地の孤立は、課題ではありません。 

公園緑地をつなげることで、生物は移動しやすくなるというのが一般的な理解ですが、

それは人間の福利にとって有害な生物の移動経路を確保することにもなります。「生きもの

の生息環境を連結させること」＝生物多様性の保全とその持続的な利用にとって良いこと、

とは必ずしもならない場合もあるのではないでしょうか。千代田区に限っては、個々の緑

地が孤立していることは生物多様性上の課題ではないと私は理解しています。 

23 ページ 

2.3 課題 

(1)③ 

●なぜ外来生物対策が必要なのかについて、区民が理解できる理由を示してください。 

千代田区で活動する人のほとんどは、区内の生物多様性を保全する上で重要な水辺にア

クセスし利用することができません。ですから、オオクチバスやアカミミガメが多くても

少なくても、生活や福利には実はほとんど何の影響もありません。具体的に指摘すれば、

本文中には「水辺の生物多様性に影響を及ぼす」とありますが、そのことがどうして課題

になるのかが示されていません。 

なぜ、区民生活に実質的に影響がない事項を課題として設定し、税金等を投入してまで

施策を実施する必要があるのか、この部分についての理由付けが欠落していますので説明

が必要です。 

23 ページ 

2.3 課題 

(1)③ 

●外来生物等に対する考え方を表明してください。 

千代田区内に生息・生育している生物のほとんどすべては、厳密にいえば外来の生物で

す。なぜならば、もともと海浜部だった場所を埋め立てて成立した人工的な環境だからで

す。その中には皇居のように長い年月をかけて特徴ある生態系を形成した場所もあります

が、それでも人工的な環境であることには違いありません。いわば私たち千代田区で活動
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現案中の場所 指摘内容 

する我々は、その根本的な矛盾に対して割り切り、折り合いを付けて生物多様性の保全に

取り組もうとしているわけです。こうした苦渋の選択をしていることや人間の福利に偏重

した対策を割り切って行っていることを表明した上で、課題を定義すべきです。 

同 ●外来生物等に対する考え方を整理してください。 

例えば、クサガメは最近の研究で国内移入種である可能性が高いことが分かりましたが、

アカミミガメ同様に駆除の対象になるのでしょうか。コブハクチョウやカワラバト、コイ、

アメリカザリガニや国内移入されたホタルなども対象になるのでしょうか。在来種か外来

種かどうかの判別すら難しい状況の中で、どの種を除去し、どの種を残すのかという基準

は誰が、どうやって決めるのでしょうか。 

100 年前の状態を目指すのか、400 年前の状態を目指すのか、それより前なのか。その

時間軸によって、「在来の生きものを」脅かす「外来生物など」の立場がまったく違ったも

のになります。 

同 ●外来種に対する個人的な意見 

個人的には、人工的な町を作り上げた後、200 年以上経過し自然との調和の形が形成さ

れていたと考えられる江戸時代の末期、または大量生産・大量消費・大量破棄の現代的な

社会システムが本格的になった、昭和 40年頃の姿を目標にすべきではないかと思います。 

23 ページ 

2.3 課題 

(1)④ 

●水辺環境に水生生物が少ないことが課題となる理由を示してください。 

なぜ水生生物が少ない水辺環境が課題になるのか、その理由が示されていません。効率

的な排水、悪臭の抑制、害虫の発生抑制等による人間福利厚生の向上を優先するのであれ

ば生物が豊かな水辺環境は不要でしょう。なぜ、生物が豊かな水辺環境が千代田区にとっ
．．．．．．．

て
．
必要なのか、今のままではなぜいけないのか、その理由を示す必要があります。 

23 ページ 

2.3 課題 

(2) 

●主流化に向けて、生物多様性に関する情報の見える化を進めることが課題です。 

①として挙げられている理解や関心の不足はその通りの指摘と思いますが、より本質的

な課題は、関心を持つに至る材料の不足、すなわち「生物多様性に関わる情報の見える化」

が十分に行われていないことです。そのために第 2章に記載されているような情報に加え、

現在の私たちの暮らしが生物多様性の側面から持続可能な状態でないことを示し、すべて

の主体が持続可能な社会達成のために必要な事項を認識・理解し、行動に移すことが重要

です。 

ですから、(2)の中には、生物多様性に関する課題の見える化を進める作業に該当する要

件が記載されるべきです。理解や関心の不足を解消するための材料が十分に示されていな

いことがより大きな課題であると考えます。 

24 ページ 

2.3 課題 

(2)② 

●子どもだけでなく親（特に父親）も自然にふれあうことができる機会が必要です。 

子供を持つ区民として強く実感する重要な視点です。是非、お願いします。そして子ど

もたちだけでなく、子供を持つ親も含めて自然にふれあう機会が増えるようにすべきです。

現在の子供世代は、その親の世代も自然とのふれあいが少ないまま大きくなった世代です。 

24 ページ 

2.3 課題 

(2)② 

●現状と目的を踏まえて、課題を設定してください。 

課題として提案しているのですから、現在の状態は子どもたちが自然にふれあう機会や

教育啓発が必ずしも充実した状態ではないことを示しておく必要があります（現状の提

示）。第 2章には野生生物の生息・生育環境についての状態は詳細に記されていますが、千

代田区で活動する人間とその生物との関係については情報がほとんど示されていません。
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現案中の場所 指摘内容 

学校教育の場で生きものとのふれあいがどの程度不足しているのか、その不足がどのよう

な問題を引き起こしているのか、自然的体験の充実がどのような効果をもたらすと考えら

れるのか、そういった論理的な根拠となるような文言を入れてください。 

24 ページ 

2.3 課題 

(2)③ 

●通勤・通学者、企業など、生物多様性に甚大な影響を与える主体者と連携することの意

義を踏まえて、課題を抽出してください。 

生物多様性地域戦略の策定に当たって、千代田区らしさを引き出すために重要な視点で

すので、是非、もう一歩、深い視点から考察して課題の抽出を行ってください。 

なぜ、通勤・通学者の役割が大きいのか、単に昼間の人口が多いというだけでは説明が

不十分ですし、事業者や学校等と連携が必要な理由も現案では釈然としません。さらに、

主体者間での協力・連携の場や機会が不足している根拠についても説明がありません。 

住民よりも圧倒的に多数の通勤・通学者が、千代田区内で生態系サービスの提供を享受

しており、しかもその生態系サービスのほとんどは区外から持ち込まれているという、特

殊な環境であるという点に注目しなければいけません。これこそが千代田区らしさであり、

地域戦略を策定する上で認識しておくべき最重要の視点です。 

個人的な意見としては、以下の二つを課題として提起します。 

①「千代田区内では膨大な生態系サービスが消費されている」→「通勤・通学者による

消費が圧倒的に多い」→「区民が自らの役割を実施しただけでは限界があり、通勤・通学

者にも生物多様性の保全と持続可能な利用に関わってもらう必要がある」→「どのしたら

通勤・通学者を生物多様性の保全と持続可能な利用に関する活動の仕組みに組み込むこと

ができるか」という事が課題。 

②「千代田区内に拠点をおく団体は、全国・全世界で森林伐採・農業生産・遺伝子資源

の利用・鉱物資源の採掘など、膨大な影響を生物多様性に与えている」→「千代田区に拠

点を置く団体の意思決定が、生物多様性の保全に極めて大きな影響を与える」→「千代田

区内には保全すべき自然的環境は限られているが、千代田区の取組は潜在的に広大な自然

的環境範囲に影響を与える」→「どうしたら千代田区内の各種団体を生物多様性の保全と

持続可能な利用に関する活動の仕組みに組み込むことができるか」という事が課題。 

24 ページ 

2.3 課題 

(2)④ 

●区民が利用可能なセミナー等の情報提供を充実をしてください。 

千代田区内には、環境省本省をはじめ、行政機関・民間企業・NGO/NPO など各種の環

境関連団体があります。また、世界銀行や JBIC のように環境活動を本業としていなくと

も、活動の一部に環境と関連の深い事項が含まれる団体が多くあります。これらの団体が

開催する生物多様性に関する一般大衆向けのセミナーや啓発活動は、毎日膨大な量になっ

ています。こうした活動内容の多くは、千代田区民も利用できるにも関わらず、その内容

が、区から区民に広報されることはほとんどありません。こうした団体と連携して情報発

信や共有に必要な要件と思いますので、課題として加えてください。 

第 3章 基本的な考え方と目標 

25 ページ 

3.2 対象地区 

●隣接する他の自治体との協働についての検討や検討の意思表示をしてください。 

生物多様性国家戦略 2010では、複数の自治体が協働して地域戦略を策定することを推奨

しています。私が調べた範囲では、2012 年 7 月現在、全国で 64 の地方自治体（うち 29

自治体が策定済み）が地域戦略を策定していますが、この中で複数の自治体が協働して策

定した事例はありません。千代田区は面積的には小さな自治体であるので、生物多様性の
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現案中の場所 指摘内容 

保全を効果的に行うためには、周辺の自治体と協働して戦略を策定することが効果的です。

特に、現案でも強調されているように、港区とは都心部に残された貴重なまとまった緑地

を介してつながっており、両者をつながりとしてとらえることは重要です。 

また、国内の主要な大企業や各種団体の拠点が集中する、千代田区・港区・中央区の 3

区が協働して働きかけを行うことは、極めて重要かつ効果的な取組となります。 

このように隣接する他の自治体との協働についても検討してください。 

同 ●トップランナーらしく、勇気を持って周辺の自治体と連携を検討してください。 

第２回千代田区生物多様性推進会議の席上、亀山座長がこう発言しています。「私が始め

に言いたかったのは、生きものの生息場所に対して、地域戦略の範囲を千代田区だけに区

切るというのは狭すぎるのではないかということであった。」 

これに対して事務局は、「まずは千代田区の中を整理して地域戦略の中できちんとした計

画をたて、東京のトップランナーとしてやっていくのがいいと思う。まずは千代田区全域

を対象とはするが、千代田区内だけで施策が完結するという話ではなく、区内はすべて対

象にしましょうということで区域を設定した。」と回答しています。 

区域内をすべて対象にするのは当然です。どんなに大きく広い自治体であっても、特定

の範囲を除外するようなことはしません。生物多様性基本法に示された対象範囲とは、自

治区域外のどこまで範囲を広く設定するかという意味です。言い換えれば、生物多様性基

本法・生物多様性国家戦略の精神とは、他の自治体と縦割り行政の壁を越えて連携し、生

物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を策定し、実践する勇気と知恵と行動力の

ある自治体が出てきて欲しい、ということではないでしょうか。 

亀山座長への返信に当たる部分は、3.2や 3.4の中に、「周辺の区と連携して・・」、とい

う部分に反映されているように見えます。しかし、実際には、4.1(6)東京都の役割の中に、

「特別区（東京都 23 区）同士の連絡調整、生物多様性に配慮した行動のルールづくりを

行うことが求められます」と書かれているように、上位組織である東京都がその役割を担

うべきであるとし、4.3具体的な行動の中には、周辺区との連携について、区が自主的に進

める施策については触れられていません。 

生物多様性地域戦略策定に際して国が示した連携の姿勢は、自治体同士の自主的な連携

にあり、上位組織の指示の下に行うものではありません。生物の生息・生育環境のネット

ワーク化は、戦略自体の長期目標に描かれた重要なポイントですので、東京都任せにする

のではなく、千代田区が主体的に取り組む姿勢を、より強く示すべきです。 

例えば、4.3具体的な行動 の中に、区が主体的に周辺区に連携を呼びかけるなどと記載

するのも良いでしょう。一方で、こうした生物多様性のホットスポットは、千代田区の管

理下にない場所が多いので、緑のネットワーク化といっても、実態のあるものにできるの

かという不安もあります。 

26 ページ 

3.3 地域戦略の目

標年次 

●100年計画についての言及をしてください。 

長期目標を 2050年、短期目標を 2020年と設定したのは、国内外の上位の戦略的目標と

の整合性の上から妥当であると思います。ただし、現在、パブリックコメントを終え、策

定中の環境省が発表した生物多様性国家戦略には、2050 年、2020 年目標とともに基本的

な計画としての 100年計画やグランドデザインについても言及されていますので、何らか

の言及を行ってください。 
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現案中の場所 指摘内容 

26 ページ 

3.3 地域戦略の目

標年次 

●目標年とした方が良いと思います。 

「目標年」ではなく「目標年次」とした理由はなんでしょうか。他の自治体の例では、

あまり見かけない表現に思えます。また年次というと、2049 年でも 2051年でもなく、厳

密に 2050 年というようなニュアンスを受けますが、長期目標なのですからもう少し漠然

としたイメージのある目標年としてはどうでしょうか。 

26 ページ 

長期目標 

●どれが長期目標なのか分かりにくいので、分かりやすく記載してください。 

戦略には通常、「理念（長期目標）」と「目標（短期目標）」と「方針」が描かれます。理

念は、長期的な将来像と考えられます。 

「“生きもの”が広がる」という文言は、イメージが抽象的過ぎて分かりにくいように感

じました。またその後ろにある「皇居を中心とする豊かな生きもののネットワークが、周

辺地域に広がるとともに、誰もが生物多様性の重要性を理解し、行動している社会」とあ

る文章はどういう位置付けなのでしょうか。これが長期的目標なのでしょうか、それとも

単なる解説文なのでしょうか。他の自治体と横並びにする必要はありませんが、「“生きも

の”が広がる」の文言からは、千代田らしさを感じることができません。私はこちらを長

期目標にした方が良いと感じました。 

参考に他の自治体の理念（長期目標）を示します。 

 

理念の例 自治体名称 

すべてのいのちが共生する兵庫を私たちの手で未来へ 兵庫県 

生物多様性を保全し、そのめぐみを将来にわたって享受すること

ができる、自然と共生するまち「ひだたかやま」 

高山市 

多様な生物と生態系に支えられた豊かな暮らしが持続していく

都市なごや 

名古屋市 

オオタカがすむ森のまちを子どもたちの未来へ 流山市 

豊かな生物多様性を守り育て、その恵みを次の世代に引き継ぐ

「人と自然が共生するとちぎ」の実現 

栃木県 

都市と自然との共生～都市のなかの自然・自然のなかの都市～ 北九州市 

人と自然がつながり、多様ないのちを育む自然共生都市”こうべ” 神戸市 

いのちあふれ トキが舞う 里山里海を未来の世代へ 石川県 

水辺や人里の生きもの多様性を育み、伝えるまち 柏 柏市 

自然と人が育む、生物多様性豊かな”ほっとする、ふくしま” 福島県 

自然と人が共生するまち“あかし”を未来の子どもたちに 明石市 

身近に自然や生き物を感じ、楽しむことができる豊かな暮らし 横浜市 

伝えていこう！生きものの恵みと愛媛の暮らし 愛媛県 

多様な自然と豊かな暮らしが次世代へと引き継がれる環境共生

都市・岡崎 

岡崎市 

生命（いのち）のにぎわいと恵みを未来へ 長野県 

みんなで生物多様性の保全と持続可能な利用が進められている

地域社会 

三重県 
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現案中の場所 指摘内容 

（出所）筆者作成 

26 ページ 

長期目標 

●千代田区の自然的社会的地域性を踏まえた千代田区らしい長期目標に修正してくださ

い。 

本文の中に「千代田区全体の生物多様性を向上させ」ることが長期的な目標に位置づけ

られていますが、本当にそれでいいのでしょうか。私にはそれでは不十分であるように思

えます。 

千代田区は、都市の中の都市、中心地の中の中心地であり、地域内の生態系から提供さ

れる生態系サービスは微々たる物です。これを大きくする活動ももちろん重要ですが、よ

り重要なのは、都市を介して周辺地域に与えている生物多様性上の負荷を、2020年、205

年までに如何にして低減させるかということのはずです。 

皇居を中心に千代田区内の生物多様性を保全するという取組は残しつつ、千代田区にし

かできない、より高く広い視点からの目標を追加して設定すべきと思います。 

あえて苦言を申し上げれば、現在の案では小さく縮こまったどこにでもあるような地域

戦略であり、千代田区という名称を他の自治体に置き換えてもほとんど通用してしまいそ

うな内容です。千代田区を愛し、生物多様性の保全に関わる一区民としては、それはとて

も寂しいことです。 

また、東京特別区を含む、全国の他の市町村への波及効果も大きいのですから、誇りあ

るトップランナーにふさわしい、野心的な目標を掲げるべきです。 

28～29ページ 

エリア別の将来像 

●エリア分けの根拠を示してください。 

「区内を 4 エリアに分けて将来像を設定するのは良い試みと思います。エリアの分け方

で、何点か質問があります。 

①皇居～内堀エリアの範囲には、緑地のつながりの観点からみて、靖国神社・日比谷公

園を含むべきと考えますが、行政界以外の理由でこれらの場所を分離した理由はあるので

しょうか。 

②住宅街・外濠エリアと商業地域エリアの境界が専大通り（水道橋西通り）になってい

るのは何か意味があるのでしょうか。生物の生息環境の観点からも、行政界としても、そ

の西側にある水路（日本橋川）を境界にするのが自然に思えます。 

28～29ページ 

エリア別の将来像 

●生態系サービスとの関わりの観点から各エリアの特徴を捉え直してください。 

各エリアを生態系サービスの観点から見ると、それぞれのエリアの特徴が際立ちます。

つまり、皇居～内堀エリアには自然的環境がまとまりをもって存在し、千代田区内にあっ

て数少ない生態系サービスを提供する場所になっています。商業地エリアは、中小企業や

飲食店が多く、区外から提供される生態系サービス、その中でも特に供給サービスを消費

する場所になっています。住宅街・外濠エリアは、調整サービスや文化サービスの恩恵を

享受しながら豊かで安心な暮らしを実感することができるエリアになっています。官公

庁・大手企業エリアは、全国のあらゆる自治体の中でも非常に特殊な場所で、このエリア

にある企業や団体の意思決定を通じて、日本中・世界中の生物多様性の保全上重要な場所

や生態系サービスの供給者、供給場所に大きな影響を与えている、いわば生態系サービス

を管理する場所になっています。 

このように生態系サービスとの関わりの観点から各エリアの特徴を捉え直し、将来像を

考えれば、具体的な取組のイメージが、より実態に沿った実感のあるものになります。 
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現案中の場所 指摘内容 

30 ページ 

3.5 短期目標 

●目標らしく「～していきます」と前向きで能動的な表現がふさわしいと思います。 

戦略には通常、「理念（長期目標）」と「目標（短期目標）」と「方針」が描かれます。本

項は目標（短期目標）に該当する部分で、次項で示される行動計画につながる部分です。 

前項の理念が将来像なのに対して、本項はこの 10年間に区が主体となって進める具体的

なアクションを示す必要があります。ところが、「“まち”が変わる」「“ひと”がつながる」

あるいは、各短期目標の末尾は「～されています」「～となっています」など、あたかも自

然にそのような状態になると感じさせる書きぶりです。行動目標なのですから、「～してい

きます」という能動的な表現がふさわしいと思います。 

30 ページ 

3.5 短期目標 

●短期目標Ⅰは適切な目標です。 

短期目標Ⅰは、皇居や弁慶濠など生物多様性の保全上、基幹となる場所の保全の重要性

を指摘したもので妥当なものと思います。 

30 ページ 

3.5 短期目標 

●短期目標Ⅱは部分的に賛成できません。修正をしてください。 

短期目標Ⅱは、一部賛成、一部反対します。千代田区には皇居を中心に特徴ある自然的

環境が残存しています。この中には、都心部にあって長い間孤立した環境であったが故に

隔離個体群としての価値を有しているものもあるように思います。いわばネットワークが

無かったが故に残された自然もあるのです。 

27 ページに示されたような生きもののネットワークが達成された場合、周辺基域から遺

伝的に異なった集団が流入するリスクや、外来生物が移入するリスクも高くなります。千

代田区の自然は、現在と近い状態で長い間維持されており、新たな生きもののネットワー

クを安易に拡張することには反対します。また、高度に土地の利用が進んだ千代田区にあ

って、生物集団の個体群維持に貢献するほど大規模な緑の回廊などのネットワークの形成

が可能とは思えません。さらに、住民は必ずしも身近な場所に緑豊かな生物の生息環境が

できることを望んでいません。実現が難しいことを具体的な目標とすることについては、

納税者として反対の立場を取らざるを得ません。 

現在ある、弁慶濠から赤坂御用地にかけての生物の移動経路の確保、靖国神社から皇居、

日比谷公園にかけての移動経路の確保など、実効性が高く、保全の効果も見込めるネット

ワーク形成には賛成します。 

限られた資金と労力の中で選択と集中を行うこと、一律な施策でなく効果のあるもの、

逆効果になっていないかの検証などを神酒分けることが大切です。 

30 ページ 

3.5 短期目標 

●愛知ターゲットとの関連を示してください。 

短期目標として掲げた 5項目が、日本政府が推進する愛知目標 20項目と、どのような関

連にあるのかについても示してください。 

30 ページ 

3.5 短期目標 

●戦略の見直し計画についても記載してください。 

通常、自治体が作成する生物多様性地域戦略には、目標年と共に、戦略や計画の見直し

期間も明記します。短期目標とする 2020 年までは見直しを行わないのか、5年程度で再度

の見直しを行う可能性があるのかについても記載してください。 

第 4章 行動計画 

31 ページ 

4.1 各主体の主な

役割 

●千代田区在住者と通勤・通学者は分けて記載してください。 

千代田区在住の者としては、4万人余りの千代田区在住者と、約 90万人の在勤・在学者

を含めて、同じ“区民”と表現されることに違和感があります。在住者と通勤者は、同じ
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現案中の場所 指摘内容 

(1)区民（千代田区

在住・在勤・在学

者）の役割 

千代田区でも活動エリアがかなり違いますし、夜間や週末を区外で過ごす人々と地域に住

居を構えて生活する人々が同じ役割を持っているとは思えません。また、通勤・通学者が

生物多様性の保全と持続可能な利用にどのように取り組むことができるかどうかは、千代

田区の地域性を反映する注目すべき取組なので、別項目として配置し、特色ある役割を提

示するべきです。 

同 ●「生態系からの恵みの認識」に修正してください。 

黄色ハッチの中の◆の一つめに「生物多様性からの恵みの認識」とありますが、生物多

様性そのものが恵みをもたらすのではなく、豊かな生物多様性に支えられた生態系が恵み

を生み出すので、「生態系からの恵みの認識」と修正してください。 

同 ●「自然の豊かさの伝承」とは何を指しているのか明示してください。 

黄色ハッチの中の◆の四つめに「子どもたちへの自然の豊かさの伝承」とありますが、

下の説明文を読んでも意味がよく分かりません。「千代田区に残された豊かな自然を次世代

に残す」ことなのか「千代田区外の自然の豊かさを次世代に残すこと」なのか、「千代田区

外の豊かな自然の恩恵によって、私たちの生活が成り立っているという理解を伝承する」

ことなのか、単に「一般的な自然の大切さを伝えよう」としているのか、いずれにしても

何を子どもたちに伝承しようとしているのかメッセージが不明確なので、再度検討し、明

確にして提示してください。 

同 ●千代田区の生活は区外から提供される生態系サービスに大きく依存していることを明示

してください。 

【説明】の中に、生態系サービスに関する記載がありますが、千代田区内に存在する生

態系には、供給サービス等の生態系サービスを生み出す能力は限定的で、大部分のサービ

スは区外から持ち込まれているものであること、そしてその区外から持ち込まれた生態系

サービスに支えられて私たちは生活していることを強調して示してください。 

同 ●千代田区民の役割の中に、環境負荷が少ない商品の選択等が含まれている理由を示して

ください。 

千代田区で消費される材料のほとんどは千代田区外から持ち込まれた物です。千代田区

民が、旬の食材の選択や環境負荷の少ない商品を選択することが、なぜ千代田区の生物多

様性を保全するために役立つのかが示されていません。 

31 ページ 

4.1 各主体の主な

役割 

(2)環境保全団体の

役割 

●千代田区外の団体とも連携を行うべきです。 

千代田区には様々な環境関連団体があり、地域に根ざした活動をしている団体もあれば、

日本全体、さらに世界各地に活動拠点を置き国際的に活動する団体もあります。【説明】に

よれば、環境保全団体とは千代田区内で活動する団体だけを指しているように見えますが、

範囲を区内に限定する必要はありません。区外にも活動範囲が及ぶ団体と連携することも

重要です。地元である千代田区の自然の重要性を理解しつつ、新宿御苑や東京湾、さらに

郊外の自然環境をフィールドにしている団体と協働することで、千代田区内の生物多様性

の保全に寄与するはずです。 

例えば、生物多様性の連携の上から重要な連携対象の候補である港区では、みなとエコ

プラザを活動拠点にした NGO 等の地域連携・パートナーシップの活動が活発に行われて

います。弁慶濠の保全などについて、区外の団体と連携をすることも効果があります。 

32 ページ ●事業者との連携について、より充実した内容を記載してください。 
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現案中の場所 指摘内容 

4.1 各主体の主な

役割 

(3)事業者の役割 

千代田区の地域性の特徴を考えると、事業者の役割の果たす意味は極めて重要です。現

案では記載はわずか 9 行だけであり、その内容もごく一般的でありふれた内容になってい

ます。この部分だけを取り出すと、千代田区が行うべき取組であるかどうかさえ分からな

い内容になっており、これではあまりに弱く、薄い内容になっていますので、この部分に

ついては、より充実した内容を記載してください。 

同 ●事業者の役割には、生物多様性の保全と持続可能な利用に寄与する、より野心的な文言

を記載してください。 

事業者が行政や区民などと連携して、地域の生物多様性の保全に寄与するという文言は、

多くの生物多様性地域戦略に見られる、いわば常套句です。製造業者の工場等に代表され

るように、淡水や清浄な空気、原材料の一部など、地域の生態系サービスに依存している

事業者であれば、その地域の行政や住民と連携して、共に地域の生物多様性を保全する取

組を行っていくことに意義があると理解できます。 

しかし、千代田区の場合は事業者の多くは本社機能を有する大企業であり、千代田区内

の生物多様性の恩恵を受けて操業している訳ではありません。また、地域住民とのつなが

りも、地理的にも雇用含めた利害関係者としても希薄な関係にあります。なぜ、そのよう

な事業者がわざわざ行政や区民と連携して、千代田区の生物多様性の向上や普及啓発に貢

献しなくてはいけないのでしょうか。 

千代田区内の生物多様性さえ豊かになればいいという小さな視点ではなく、千代田区で

の活動するすべての主体者は、千代田区外の生物多様性に由来する恩恵に浴しており、そ

うした場所からの恵みに感謝し、操業や生活のスタイルを見直すべきだという視点を、地

域戦略の中に組み込むことです。ですから、事業者の役割については、より具体的で、よ

り強いメッセージを盛り込むべきです。 

32 ページ 

4.1 各主体の主な

役割 

(4)大学・教育機関

等の役割 

●大学等の特色を活かした取り組みがしやすくなるような記載に修正してください。 

事業者等の役割とも重複しますが、千代田区内に拠点を置く大学等の多くは、郊外や地

方に広大なキャンパスを有しています。その中には、優れた自然的環境に立地している例

もあります（例えば、上智大学秦野キャンパスや、東京理科大学久喜キャンパス、日本大

学湘南キャンパスなど）。こうした大学等の施設に、区内の小中学生などを招聘し、環境教

育の学習を行うなどの取組を行うなど、特色のある取組も可能です。 

同 ●大学等の特色を活かした取り組みがしやすくなるような記載に修正してください。 

一部の大学を除けば、千代田区内の生物多様性に関する専門家を有していたり、環境保

全活動に関わっていたりする大学はむしろ例外的です。現案に書かれた役割は、画一的で

表面的な内容になっており実質的には大学等は何もできない項目になっています。ですか

ら各大学・教育機関等が創意工夫をして、これならば私たちも協力できると言ってもらえ

るような提案や働きかけを、大学と区が総合に提案できるような内容とすべきです。 

同 ●大学等には実効性のある役割を提示すべきです。 

各大学は、地元の区民とはほとんど接点がないというのが実情です。私も自宅の周りに

も日本大学や専修大学、明治大学、大手の専門学校などが複数ありますが、日常的な関わ

り合いはほとんどありません。そのような状況の中で、なぜ、唐突にこれらの大学等が区

民に対して千代田区の生物多様性の保全について普及啓発しなくてはいけないのか、非常

に違和感があります。 
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現案中の場所 指摘内容 

他の地方自治体の多くは、地元の大学等の研究機関と協力して生物多様性保全の取組を

行うことが地域戦略の中に盛り込んでいるので、一見違和感がないようにも思えますが、

その多くは都道府県や横浜市など、研究対象となるような良好で広大な自然的環境が地域

内にあり、かつ、地元の大学研究者が長年研究活動を行っている場合や、自治体自らが独

自の研究機関を持っている場合に限られます。 

千代田区の場合、地元の自然環境を対象に研究を行っている地元の大学
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

等はほとんど無

いので、これら他の自治体とは状況がかなり異なります。 

実行不可能なこと、実効性が低い役割を掲げてもあまり意味がないので、どうすれば大

学等が、千代田区内外の生物多様性の保全と持続可能な利用に寄与することができるかを

考える機会を作ることでも良いのではないでしょうか。 

32 ページ 

4.1 各主体の主な

役割 

(5)千代田区の役割 

●生きもののネットワークづくりは慎重に行ってください。 

◆生きもののネットワークを念頭に置いた街づくりは大切な視点ですが、外来生物の移

入の問題や、住民は居住空間に隣接した場所に緑豊かな場所を望んでいない場合もあるの

で、十分に配慮してください。 

同 ●他の自治体と連携する意思表示をしてください。 

港区など隣接する自治体と連携していくという姿勢を前面に出した方が良いと思いま

す。 

33 ページ 

4.1 各主体の主な

役割 

(6)東京都の役割 

●東京都任せにせず、千代田区が自ら行動を起こしましょう。 

生物多様性国家戦略や生物多様性地域戦略の手引きによれば、特別区（東京 23区）同士

の連携調整は、本来、東京都が調整するものではなく、特別区同士が独自に行うべきもの

です。都の調整を否定するものではありませんが、上位組織の調整を待たず、自らの意思

で協働の姿勢を示すべきです。 

4.2 行動計画と

その体系 

●主流化やマテリアルフローに働きかける施策に重点を置いた内容に修正してください。 

行動計画の内容が、千代田区内にある生物の生息・生育環境の保全に偏っています。千

代田区は日本国内の行政の中心であり、大企業や各種団体の拠点がある場所です。土地は

既に高度に利用され、新たな開発によって生物の重大な生息地・生育地が失われる危険性

はほとんどありません。残された自然的環境を保全することは大切ですが、実質的に保護

区になっていること、地価が高く新たな自然的な環境を大規模に造成することは不可能で

あること、行政や企業等の各種団体が全国、全世界の土地利用や生物多様性の保全に大き

な影響を与えていること、千代田区が所管する優れた自然的環境は非常に少ないことを考

えれば、他の多くの自治体が行っているような域内の自然的環境を保全する取組ではなく、

千代田区らしい、千代田区にしかできない、各種団体の意思決定の過程に働きかけた、主

流化や流通経路そのもの・生産消費経路（マテリアルフロー）の上流側に働きかける取組

に、より注力すべきです。 

同 ●「“まち”が変わる」「“人”がつながる」についての解説をしてください。 

黄色いハッチで記された二つの範囲は何を意味しているのか解説が必要と思います。短

期目標Ｉ～Ⅴとは別に示されている「“まち”が変わる」「“人”がつながる」の二項目は、

それぞれ何を示しているのでしょうか。 

35 ページ 

4.3 具体的な行動 

●生物多様性の中核地を緑の基本計画で保全することで得られる効果について説明してく

ださい。 
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現案中の場所 指摘内容 

行動計画１ 生物多様性の中核的な場所は、公園や宮内庁等国の所轄地であり、実質的に既に保護区

になっています。また、有害な廃液等が流入する可能性のある施設もほとんどありません。

このような状況の中で、千代田区が独自に緑地の指定を行うことがどのような意味がある

のでしょうか。 

同 ●大学等も加えてください。 

大学等も樹林や大径木を所有・管理している事があると思いますので、主体の中に追加

してください。 

36 ページ 

行動計画 2 

●千代田区の事業の中に、有害な奨励措置の検証と段階的改善という項目を入れてくださ

い。 

生物多様性の保全や持続可能な利用にとって有害な奨励措置（助成金等）が存在しない

かどうかを検証し、存在する場合には段階的に改善していくという、愛知ターゲット目標

3 に該当する施策もこの場に記載してください。 

同 ●区内で行われる区民が参加可能なイベント等について、集約的に紹介してください。 

区民の視点からは、区内の生物多様性が保全されている場所での保全活動に参加するこ

とは実行可能な生活レベルの行動であり、大変意味があります。このような場所の多くが

国や都の所轄になっていることを考えれば、区の用地ではないが区民が参加可能な保全に

関するイベント等を区民に紹介することが区の役割に含まれるべきです。 

37 ページ 

行動計画 3 

⑤ 

●すべての公園で緑化を行うのではなく、選択と集中を行うべきです。 

外濠公園や千鳥ヶ淵公園など一部の例外を除くと、区内にある 22 カ所の区立公園と 25

カ所の児童遊園、11カ所のこども広場等の極めて零細な空間が、生物多様性の保全に実質

的に役立つとはとても思えません。そもそもこれらの公園では緑化など生物多様性に配慮

した公園作りをすれば、蚊や毛虫などの発生が予想され、自然派志向の一部の利用者を除

けば多くの利用者にとっては衛生面から利用価値が下がることになるかもしれません。ま

た、治安上の問題も危惧されます。 

私個人としては、生物多様性の取組には割り切りが必要であると考えますので、すべて

の公園で生物多様性に配慮した緑化を行う必要は無く、その費用や労力は選択と集中を行

って投入すべきと考えます。 

38 ページ 

行動計画 4 

事業者 

●事業者に求められる役割には、生物多様性に与える負荷を測定し、保全と持続可能な利

用にむけての取り組みを行うことを加えてください。 

事業者は、事業方針に生物多様性への取組姿勢を示すとともに、土地の生物多様性評価

だけでなく、操業全体で与える生物多様性への影響大きさを計測することが重要であるこ

とを記載してください。特に、事業者が千代田区外で生物多様性に与えている負荷をどの

ように低減することができるかが、千代田区の生物多様性に対する取組の独自性を発揮す

る場所です。事業者に求められる取組には、区外の事業用地やマテリアルフロー全体を通

じて生物多様性に与える負荷を低減に努める等の事項を示してください。 

同 ●バランスの良い事例の記載としてください。 

現案で紹介されている JBIB の土地利用通信簿は、日本国内の先進的な企業が中心とな

って策定した指標の一つですが、類似の指標類は他にも多数ありますのでバランスの良い

記載を求めます。 

また企業等の団体が生物多様性に与えている負荷を測定する手法には、「持続可能な発展
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現案中の場所 指摘内容 

のための世界経済人会議（WBCSD）」が提案した『企業のための生態系サービス評価

（ESR）』や『企業のための生態系評価（CEV）』などが有名ですが、これらの他にも生物

多様性フットプリントやエコリュックサックなど、比較的平易な負荷測定指標も存在しま

す。 

41 ページ 

行動計画 6 

 

●特定外来生物の駆除やペットの放逐禁止が、生態系サービスの享受とどのような関係に

あるのかを説明してください。 

特定外来生物の対策は生物多様性の保全上、大切な取り組みだとは思いますが、その一

方で、一般の区民や区内活動者にとっては、それらの生物が生息する場所はほとんどアク

セス不可能な場所です。生態系サービスの享受を実感できない場所に外来生物がいてもい

なくても実質的には、区民の福利にはほとんど関係ありません。地域戦略策定の意義を記

した現案の 3 ページには「身近な地域の生物多様性を保全することで、私たちは様々な恩

恵を享受することができます」とあるように、特定外来生物の駆除やペットの放逐禁止が、

生態系サービスの享受とどのように結びつくのかを説明する必要があります。区民の福利

向上に貢献しない施策を実施することはできないので理由が必要です。 

個人的には、皇居や外濠等に残存する在来の生物には、隔離個体群として残存してきた

など文化的な価値があるので、それらの生物の生息基盤を脅かす外来生物の除去等の対策

は、千代田区の有する公共的な価値を守ることに資すると理解しています。 

同 ●特定外来生物等の除去に際しては、専門家のアドバイスを受けながら順応的な管理を行

ってください。 

大学院で外来生物除去の手法に関する研究に関わっていた経験から言って、外来生物を

除去する順番は重要です。例えば、アメリカザリガニとウシガエル・ブラックバスが生息

する閉鎖水系で、ウシガエルとブラックバスだけを最初に除去すると、アメリカザリガニ

の個体数が急増し、在来の水草類が絶滅するという悲劇が起こることがあります。同様に

ブラックバスとブルーギルが共存する水域でブラックバスのみを除去すると、在来の小型

魚類や水生昆虫類が大きなダメージを受ける、というような事例があります。特定外来種

対策を実施する際には、群集生態学に精通した研究者等から適切なアドバイスを受けなが

ら実施するよう配慮する旨を明示してください。また、モニタリングを併用しつつ、順応

的な対応を行う必要があります。 

42 ページ 

行動計画 8 

●野生化した生物のうち、動物についてのみ個体数を抑制することとした理由を教えてく

ださい。 

在来の生物に影響を与えるのは、野生化した動物だけでなく、植物も同様の影響を耐え

る場合があると思いますが、ここでは動物に限定した取り組みを行う理由を示してくださ

い。 

同 ●駆除等の対象となる生物種の選定、その考え方について根拠を示してください。 

在来種と外来種はどのように考えるのでしょうかう。例えば、クサガメは最近の研究で

国内移入種である可能性が高いことが分かりましたが、アカミミガメ同様に駆除の対象に

なるのでしょうか。コブハクチョウやカワラバト、コイ、アメリカザリガニや国内移入さ

れたホタル、カワウなど対象となるかどうか議論の余地のある生物種があります。在来種

か外来種かどうかの判別すら難しい状況の中では、同じ種が考え方一つで保護の対象にも

駆除の対象にもなります。人間の都合で多数の生物を殺すわけですから、子どもたちを含
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現案中の場所 指摘内容 

め区民に説明できる根拠を示す必要があります。どの種を除去し、どの種を残すのかとい

う基準を、千代田区としてはどのように決めているのか、決めるつもりなのかを説明して

ください。 

44 ページ 

コラム 

●ハトには、キジバトは含まれますか。 

ハトの写真はカワラバト（ドバト）ですが、千代田区内には在来種のキジバトも多く生

息しています。記載の内容はカワラバトについてのものか、キジバトを含めたハト類 2 種

について示したものなのかを示してください。 

46～48ページ 

短期目標Ⅳ、Ⅴ 

●短期目標及び行動計画の中に、生物多様性の主流化に関する要素を追加し、具体的な取

組についても追加の記載をしてください。 

短期目標Ⅳは生物多様性の持続可能な利用に関する目標、Ⅴは生物多様性を支える基盤

づくりに関する目標となっています。これらはともに生物多様性の主流化に関する非常に

重要な部分で、各自治体とも力を入れて作成している部分です。生物多様性条約の愛知目

標の戦略目標も主流化に関する項目から始まっており、主流化を生物多様性政策の中心に

据えることが国内外のトレンドになっています。現案では、5 つの短期目標のうち 2 つ

（40%）、10 の行動計画のうち、4,9,10 の 3 つ（30%）が主流化に関する項目になってい

るに過ぎません。これらは他の自治体の地域戦略と比較すると際だって低い割合になって

います。具体例を提示します。 

千代田区の短期目標に相当する項目の中で主流化に関する項目の割合は、千代田区 40％

（2/5）、流山市 75％（3/4：千代田区の短期目標に相当）、明石市 50%（2/4）、名古屋市 75％

（3/4）、さいたま市 80％（4/5）。行動計画に相当する項目については、千代田区 30％（3/10

項目）、愛知県では 50％（24項目中 12項目）、福島県 70％（7/10項目）、神戸市 43％（3/7

項目）、岡崎市 63%（5/8 項目）、北九州市 65%（15/23 項目）、柏市 62%(13/21 項目)など

となっています。 

このように、千代田区の地域戦略では、他の自治体と比較すると主流化に関する取組姿

勢が手薄になっています。必ずしも他の自治体と同調する必要はありませんが、千代田区

にはそもそも自然的環境は多くなく、行政や大企業・大学等が集中しているという自然的

社会的特徴を踏まえれば、むしろ他の自治体よりも生物多様性の主流化に関する行動計画

の比重が大きくなるのが妥当であり、同時に千代田区の果たすべき使命です。 

短期目標及び行動計画の中に、生物多様性の主流化に関する要素を追加し、具体的な取

組についても追加の記載をしてください。全国の自治体が策定する地域戦略の手本、トッ

プランナーとなることを望みます。 
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現案中の場所 指摘内容 

 

（出所）筆者作成 

 

48 ページ 

短期目標Ⅴ 

行動計画 10 

●あらゆる主体が連携、協働できる仕組みづくりに必要な、その他の行動計画を追記して

ください。 

短期目標と行動計画は、目的と手段の関係になっている必要があります。短期目標であ

る「あらゆる主体が連携、協働できる仕組み」を作るための手段が、「情報や技術の収集・

発信・共有」だけというのは、戦略としては不十分です。あらゆる主体ですから、国をは

じめとする行政機関、大企業から中小企業、区民、通勤・通学者、大学等、環境団体など

ですが、これらの多様な主体が連携し協働できる仕組みは、情報や技術の収集・発信・共

有ができれば達成できるほど簡単なことではありません。先例も多くありますので、それ

らの参考にしながら、仕組みづくりのために必要なその他の行動計画を追加する必要があ

ります。 

同 ●主流化を進めるための基盤づくりに関する記載をより手厚くしてください。 

生物多様性の主流化は、社会全体のシステムを変革しようとする大きな動きです。企業

にあっては CSR活動や企業イメージ向上の枠を超え、持続可能な生産と操業の仕組みを作

っていくことであり、教育機関にあっては未来の世代を担う世代にこれまでの世代が作り

上げてきた持続不可能な社会を反省し転換するための、変革の戦士を育成することであり、

行政にあっては単に地元の自然環境を守るということではなく、持続可能な社会を作るた

めに必要な根本的な変革点をえぐり出し、苦しいかもしれないけれども変革の道筋を示す

ことです。 

国家が新しい生物多様性国家戦略を作り、すべての自治体に地域戦略の策定を進めてい

るのは、生物多様性の主流化の実現のためであってこれまで行ってきた自然保護活動の延

長ではないことを深く理解する必要があります。 

現案では、そうした大きな視野に立った生物多様性の保全の目的と、目的を達成するた

めの手段としての行動計画という位置付けが弱く、地元に残存する生物多様性を如何にし

て保全するかという視点に偏重しています。これは生物多様性地域戦略の策定を行う本義
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現案中の場所 指摘内容 

を考えると、不十分な内容で、項目のバランスもよくありません。 

是非、短期目標である多様な主体が協働できる仕組み、すなわち生物多様性の主流化を

進めるための基盤づくりの部分は、より手厚く、内容の濃いものに修正してください。 

同 ●区外の大学等との連携も検討すべきです。 

生き物情報の収集管理を大学・教育機関と連携して行うとありますが、多様な主体者の

中に区内の大学・教育機関等が含まれていることから推察すれば、これらは区内の大学・

教育機関等を指していると思えます。しかし、千代田区内にある大学等の研究機関で、地

元千代田区の生物多様性について研究を行っている施設は非常に少ないと思います。むし

ろ、区外の大学や宮内庁、山科鳥類研究所をはじめとする区外の研究機関の方が、千代田

区内の生物情報についての積み上げが多いのですから、適切なパートナーとしては区内外

の大学等の研究機関とすべきです。 

35~48 ページ ●各短期目標または行動計画について、MRV（測定・報告・検証）可能な目標を設定して

ください 

生物多様性地域戦略は、生物多様性の保全や持続可能な利用のために効果的な施策を戦

略的に実施するための行動計画です。戦略の中の具体的な施策は公費を投じて行われるも

のであり、施策の実効性や対費用効果を検証できる手法で実施する必要があります。これ

に関し環境省では、数値目標を含む検証可能な目標の提示を推奨しています。これには、

アウトプット的な目標とアウトカム的な目標が含まれます。現案では、こうした検証可能

な目標が設定されておらず、いわば努力目標を提示している状態にありますので、各短期

目標または行動計画について、MRV（測定・報告・検証）可能な目標を設定してください。 

35~48 ページ ●既存の施策と新規の施策を区別して記載してください。 

各行動計画中に示された千代田区の事業の内容が、既に実施済みで今後も継続していく

施策なのか、本戦略の策定に当たって新規に実施しようとする内容であるのかを区別でき

るように記載してください。 

 

 


