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はじめに
石川県は、高山帯を頂く白山から変化に富んだ長い海岸線を有する能登半島まで多様な自然環境
を有しており、概して生物多様性が豊かといえます。中でも県土の約６割を占める里山は、そこで
暮らす人々が手を入れ様々な形で活用することにより豊かな自然が維持されてきた地域であり、多
くの生きものの生息地となってきました。古くから人々の生活と深くかかわってきた里海も、本県
のいたるところに存在します。
しかしここ５０年ほどの間に、都市部への産業や人口の集中と里山里海地域の過疎・高齢化が進
み、里山の森林は放置され、水田では耕作が行われなくなるなど、里山里海は荒廃し、生物多様性
の低下が見られるようになっています。
一方、私たちは、里山里海から食料や衣服の原料など様々な恵みを得ています。輪島塗や九谷焼
など本県が誇る伝統工芸や文化も、このような里山里海の恵みによって育まれてきたものであり、
本県の生物多様性の保全や地域経済、文化の発展にとって、里山里海の利用保全は極めて重要な課
題です。
本県ではこれまでも、県民の皆さんにご理解をいただき、平成１９年度に導入させていただいた
「いしかわ森林環境税」による手入れ不足人工林の公益的機能の確保や、生物多様性に配慮した農
地整備などに取り組んできました。また、企業や団体が行う里山里海の保全活動を県が認証する「い
しかわ版里山づくりＩＳＯ」制度を創設し、多様な主体の取組を促進する仕組みづくりなどにも取
り組んでいるところです。
そしてさらに今後、里山里海に人の手を戻し活用することで、新たな魅力を創造し、その魅力が
さらに人を呼び戻すという良い循環を形成する新しい里山づくりを進め、地域の振興を図ることが
何よりも大切と考え、このたび里山里海の利用保全を中心に据えた「石川県生物多様性戦略ビジョ
ン」を策定いたしました。
このビジョンでは、従来の自然保護の枠組にとらわれることなく、人々の生活や生業に関わる幅
広い分野での取組を進めることとしており、また、県民の皆様に里山里海や生物多様性を分かりや
すく知っていただくため、本県にゆかりの深い「トキ」をシンボルとし、トキが舞う里山里海を未
来の世代へつなげることを目標としています。
今後、このビジョンを拠り所に、県民の皆様方や企業、団体など様々な方々と連携し、里山里海
を持続可能な形で利用保全する取組を積極的に推進してまいりたいと考えており、このビジョンが
これから各地域で繰り広げられる様々な活動の羅針盤となることを期待いたします。
終わりに、本ビジョンの策定に貴重なご意見、ご提言を賜りました石川県生物多様性戦略ビジョ
ン策定委員会の委員の方々をはじめとする関係各位に対し、心よりお礼を申し上げます。
平成２３年３月
石川県知事
谷本 正憲
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第１章 戦略ビジョン策定の背景
１．生物多様性とは何か
石川県は、大きく加賀と能登の２つの地方に分けられます。加賀地方には、本県を象徴する山
岳である白山がそびえ、日本有数の規模を誇るブナ林等があり、県鳥イヌワシをはじめとした多
くの動植物が見られます。本県の水源地としてもきわめて重要であり、白山を水源とする手取川
は本県で最大の河川であり、豊富な水資源は農業用水や生活用水ばかりでなく工業用水として多
くの工場立地を支えています。また、金沢平野の広い水田地帯や河北潟等の潟湖、加賀市から金
沢市、かほく市にかけ、奥山と平野部、市街地の間に里山が広がっています。
一方、能登地方には長い海岸線が様々な景観を作り出しています。荒々しい海崖が続き、冬に
は「波の花」が舞う外浦、波穏やかな七尾湾、ゆるいカーブを描いて砂浜が続く千里浜や増穂浦、
周りを森に囲まれて青い水がまるで湖のような景観を作り出すリアス海岸の九十九湾など、変化
に富んだ自然環境が見られます。地域一帯には、自然林を伐採した後に成長したコナラやアカマ
ツ等からなる二次林と水田、そして県木であるアテ（ヒノキアスナロ）の人工林が織りなす里山
が広がっています。
このように、本県の自然環境は多様で変化に富んでおり、さまざまな地域に固有の自然があり
ますが、そうした環境に適応した様々な生きものがいること、そして、それらが網の目のように
からむ生態系の中でつながりを持ちながら生きていることを「生物多様性」と呼んでいます。私
たちの暮らしは、このような生物多様性から得られる恵みによって成り立っています。
生物多様性を守り、同時に賢く利用するための国際的な枠組である「生物多様性条約」では、
生物多様性を「すべての生物の間に違いがあること」と定義して、①生態系の多様性、②種の多
様性、③遺伝子の多様性という３つのレベルの多様性があるとし、それぞれの保全が必要である
としています。

（１）生態系の多様性
本県の様々な自然環境には、そこに適応した多様な生きものが見られます。例えば森林では、
平地の社叢に残る常緑広葉樹林や里山に広がるコナラ等の落葉広葉樹林、スギやアテなどの針葉
樹の人工林、白山のブナやミズナラ等の広葉樹林の天然林など、多様なタイプの植生が見られま
す。そこには、植物だけではなく、大きなものではツキノワグマやイヌワシから、小さなもので
は昆虫、ダニやカビ等、多様な生きものが暮らしています。海を見ると、能登の岩礁海岸では、
ホンダワラ類等の海藻が「海中林」と呼ばれる森林のような環境を作り、そこにはたくさんの魚
類やエビ、カニのほか、海藻を食べるサザエやウニ、小魚の食物となるプランクトン等、多様な
生きものの姿を見ることができます。そして、生きものたちは個々バラバラに生きているのでは
なく、捕食関係にある、互いに競争する、または互いに助け合う等、複雑な関係を持っており、
１つの環境の中でいろいろなネットワークを形成しています。このように、多様な生きものが暮
らすことのできる多様な環境があることを「生態系の多様性」と呼びます。
（２）種の多様性
本県には、実に多様な生きものが暮らしています。例えば鳥類は、稀に渡ってくるものを含め
て約 430 種が確認されていますが、これは全国で確認された鳥類の約７割に相当します（2000 年
時点で日本産鳥類は 542 種とされています）
。これらの鳥類は、森林、開けた草原、高山、河川、
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海岸、外洋等、本県の多様な自然環境に生息しています。さらに、１つの環境、例えば白山のブ
ナ林だけを見ても、高木の梢にいるオオルリ、幹で食物を捕るアカゲラ、地上で暮らすヤマドリ、
渓流沿いで活動するカワガラス、上空を飛びまわって昆虫を捕えるイワツバメ等、数十種の鳥類
が確認されています。
本県では、研究者によって名前が付けられている生きものが１万種以上も見られます。日本全
体では約９万種、地球上をすべて合わせると約 175 万種、未知のものも含めると 3,000 万種と言
われる生きものが暮らしています。
互いに交配して子孫を残すことが可能な生きものの集団を「種」と呼び、このようにいろいろ
な生きものが見られることを「種の多様性」と呼びます。
（３）遺伝子の多様性
様々な環境の変化に対応するためには、１つの種の中にも大きなもの、小さなもの、乾燥に強
いもの、弱いもの、病気に強いもの等、様々な個性を持つ個体が存在することが有利です。
農業においては、多様な遺伝子を持った野生種の中から、これまで長い時間をかけて交配を繰
り返し、優れた性質を持った遺伝子を受け継いだ農作物や家畜の品種を育ててきました。
だいこん、にんじん、稲等、それぞれの種の中にも様々な性質のものがあり、異なる「品種」
として栽培されています。この中には地方独特のものが多く、その土地に適した性質を持ち、そ
の土地ならではの方法で栽培され、利用されています。本県の加賀野菜も１つの例です。
アサリの貝殻の模様が違うように、１つの種の中にも少しずつ違いがあり、同じ種の動物の１
匹ごとに、または樹木や草の１本ごとに、大きさや色、形、性質が異なっていることを「遺伝子
の多様性」と呼びます。
これら３つのレベルの多様性と生物種の関係をまとめると、
「遺伝子の多様性」は環境への適応や
種の分化など生物の進化のもとであり、これが低下すれば種の遺伝的劣化が進み、絶滅の危険性が
高くなると言われています。また「生態系の多様性」は、多様な種が棲み分けることで様々な自然
条件に適応した結果であり、これが低下すれば環境変化などによる種の絶滅リスクが高まることと
なります。そして、
「種の多様性」は、これらの双方のもととなり、生物多様性の要であると言われ
ています。
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■トピックス■ 加賀野菜と
加賀野菜と食文化、
食文化、生物多様性
野菜や穀物、家畜・家禽等の飼育・栽培動植物には、元来、地
域ごとに様々な品種がありました。これらの品種は、人が作り出
し、人が利用することで維持されてきました。ところが、社会情
勢の変化に伴い、食料の増産と規格化（大きさや見た目が揃った
ものを生産すること）が進められる中で、多収量で病害虫への抵
抗性が高く、同じ品質のものが収穫できる一代交配種と呼ばれる
品種が主流となってきました。そして、大部分の品種は消え去っ
てしまい、飼育・栽培動植物の多様性は、世界的に見ても急速に
失われています。
「加賀野菜」とは、城下町である金沢市周辺で主に江戸時代か
ら受け継がれてきた伝統野菜のことです。これらは、金沢の気候、
土壌、食生活、地域行事等に適応・対応するように選抜され、品
種の固定が繰り返されて、作られ、守られてきたものです。
高度経済成長とともに野菜も、大量生産・大量供給・単品が求
められるようになり、加賀野菜等の生産も衰退しました。しかし
近年は、地域の風土に合った地方独特の野菜・品種が見直される
ようになってきました。伝統があり個性的な加賀野菜もその１つ

加賀野菜

で、ブランド認定も行われています。
加賀野菜は、源助だいこん、あんかけ料理等に用いられる加賀太きゅうり、亜熱帯原産で江戸時代から栽培されて
いる金時草（きんじそう）
、打木赤皮甘栗かぼちゃ等、多くの作目が知られています。
このような多様な品種は、生物多様性のうちの「遺伝子の多様性」にあたります。加賀野菜のような古くからの品
種が持つ多様な遺伝子を守っていくことは、気候変動や環境の変化、需要の変化に合わせて、将来の世代が作物を品
種改良する時に利用可能な遺伝資源を守ることにもつながります。
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２．生態系サービスと生物多様性の重要性
これまで、
「生物多様性」という言葉は、あまり馴染みのない、聞きなれないもので、普段の生活
の中で意識することはほとんどありませんでした。しかし、私たちの普段の生活を振り返ってみる
と、衣・食・住は生物多様性の恵みによって支えられていることが分かります。このように生きも
のや生態系に由来し、特に人間がその恩恵によっているものを総称して「生態系サービス」と呼び
ます。
（１）生態系サービス
生態系サービスの
サービスの種類
国際連合の提唱によって、世界 95 カ国から約 1,300 人の専門家が参加し、地球規模の生態系に
関する環境アセスメント「ミレニアム生態系評価（Millennium Ecosystem Assessment, MA）
」と
いう報告書が 2005 年に発表されました。この中では、生態系サービスを、次の４つに分類してい
ます（表１）
。
①供給サービス
供給サービスとは、食料、木材、燃料、繊維、医薬品、水等、私たちの暮らしに必要なものを
供給してくれる機能のことです。私たちの衣食住に必要な多くのものは、生きものに由来してい
ます。水道の蛇口をひねると出てくる水は、森や林、農地等に降り注ぐ雨や雪が、落葉などに浸
透し蓄えられ、川や地下水となって私たちのもとに届くものです。本県の特産物であるいしりや
かぶら寿司、地酒等の発酵食品に必要な、米や野菜などの材料や発酵を進める目に見えない微生
物も、私たちの暮らしにとって大切な生物多様性の恵みです。
②調整サービス
調整サービスとは、気候を穏やかにしたり、洪水を抑えたり、水を浄化したりといった私たち
を取り巻く環境を暮らしやすいように調節してくれる機能のことです。
特に、
森林が雨水を蓄え、
土壌の流出を防ぎ、気候を穏やかにすることは、近年ますます注目されるようになっています。
河川や湖沼の微生物や、陸上のカビ、キノコの仲間（菌類）等は、汚れた水に含まれる有機物を
分解して水を浄化する働きをしています。これらの働きは、私たちの生活にとって極めて重要な
ものであり、それがなければ私たちの暮らしは成り立ちません。
③文化的サービス
文化的サービスとは、様々な生きものやそれが織りなす自然によってもたらされる心身の安ら
ぎや充足、刺激など、私たちの精神面における生活を豊かにしてくれる機能のことです。
花見や紅葉狩り、登山、海水浴、森林浴、釣り、バードウォッチング等のレクリエーションや
エコツーリズム、グリーン・ツーリズムなどの観光は、本県の豊かな自然や風景に負うところが
大変大きい活動です。
漆器、九谷焼、加賀友禅等の本県の伝統工芸のデザインにも、石川の様々な生きものや自然の
風景が取り入れられています。
また、本県で盛んな俳句をはじめ、絵画や写真などの数多い文化的・芸術的な活動、あるいは
各地で行われる独特の祭りも、自然に対する畏敬や収穫物への感謝が基底にあるなど、生物多様
性に深く関わっています。さらに、子どもにとって自然や生きものと触れあうことは、好奇心や
健全な精神を養ううえで、極めて重要であるといわれています。
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④基盤サービス
基盤サービスとは、森林で枯木や落ち葉などの分解を通じて土壌が作り出されたり、植物が光
合成で酸素や有機物を生産するなどの前述の３つのサービスを支えるうえで基本となる機能です。
供給サービスや調整サービスと同じく、基盤サービスの働きは私たちの生活にとって不可欠なも
のであり、それがなければ私たちは生存することができません。また、生物多様性の劣化に伴う
基盤サービスへの悪影響は、様々な形で非常に長い期間にわたって現れます。

表１ 生態系サービスの種類

サービスの種類
サービスの種類

内容

供給サービス
供給サービス

食料、木材、燃料、繊維、医薬品、淡水等、生態系から得られる
私たちの暮らしに必要なものを供給するはたらき。野生動植物から
のものと、飼育・栽培動植物からのものを含む。

調整サービス
調整サービス

気候緩和、洪水防止、水質浄化、病害虫の発生の緩和等、人間生活
に対する自然の脅威を生態系が緩和するはたらき。

文化的サービス
文化的サービス

レクリエーションの機会の提供、美的な楽しみ、芸術のモチーフ、
精神的な充足等、生態系がもたらす文化や精神の面での生活の豊か
さを与えるはたらき。

基盤サービス
基盤サービス

酸素を作る光合成、水の循環、土壌の形成等、人間を含む全ての動
植物が生存するために不可欠な環境を作るはたらき。

（２）生態系サービスの
生態系サービスの低下
サービスの低下
ところが近年、この生態系サービスが低下しつつあることが分かってきました。
ミレニアム生態系評価報告書では、地球上の生態系サービス 24 項目のうち、15 項目ものサー
ビスが低下、または持続できない形で利用されていると結論付けられました（表２）
。
過去 50 年間にわたって、主に食糧、水、木材、繊維、燃料の急速な需要増大に対応するために、
人はかつてない速さで大規模に生態系を改変してきました。その結果、人間の福利と経済発展に
多くの利益がもたらされてきましたが、これらの利益は多くの生態系サービスの劣化ももたらし
ました。一方で、里山のように人が手を加えることによって高い生物多様性が維持されてきたと
ころは、ライフスタイルの変化や経済的価値が低下し、その利用が行われなくなることで、本来
の環境が失われつつあり、生態系サービスの劣化が懸念されています。このままでは 21 世紀前半
に生態系サービスはさらに低下していくと予想されており、
これを防ぐには、
政策や社会の制度、
私たちの暮らし方を大幅に変革していく必要があると警告されています。

7

表２ 世界の生態系サービス 24 項目の現状

サービス
供給サービス
供給サービス
食糧

サブカテゴリ

状態

サービス

サブカテゴリ

状態

農作物（穀物）
家畜

▲
▲

調整サービス
調整サービス
大気の調節
気候調節

漁獲
水産養殖

▲
▼

水の調節

▼
+/-

野生動植物産品
木材

▼
+/-

土壌浸食の抑制
水浄化と廃棄物の処理

▼
▼

綿・麻・絹
木質燃料（薪）

+/▼

疾病の制御
病害虫の抑制

+/▼

遺伝資源
生化学物質、自然薬品、医療品

▼
▼

花粉媒介
自然災害の抑制

▼
▼

淡水

▼

文化的サービス
文化的サービス
精神的/宗教的価値
審美的価値

▼
▼

繊維

▼
▲

地球規模
地域、地方レベル

Millennium Ecosystem Assessment (2005) Ecosystems
and Human Well-Being: Synthesis. Island Press.160p
p. より改変

レクリエーション・エコツーリズム
▲：向上

▼：低下

+/-

+/-：変化なし

以上のように、私たちの暮らしは生物多様性に全面的に依存しており、今の豊かな暮らしや文化
を未来の世代へ持続可能な形で引き継いでいくためには、生物多様性を保全していくことが不可欠
です。
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３．生物多様性の危機
前述のとおり、近年世界中で生態系サービスが低下してきており、生物多様性に危機が迫ってい
ます。
資源量の限られた地球上で人口が増加し、食料危機、貧困問題、地域間の紛争等が深刻化し、森
林の過剰伐採や、多くの水産資源を含む野生動植物の過剰採取、海洋汚染、水不足等が生じていま
す。
一方、里山のような二次的自然環境において人間活動の減少が生物多様性の劣化を招いているケ
ースも、我が国ばかりでなく様々な国々で見られています。
世界経済の発展に伴い、人と物の国際的な動きが活発化し、多くの生きものが本来の分布域を超
えて世界各地に持ち運ばれ、元来その地域にいる生きものの存在を脅かす等、生態系への悪影響を
生じています。さらに、地球温暖化の進行による気候の大幅な変動が生じており、人の暮らしを含
めた世界中の生物多様性に、広く深刻な影響を与えています。
日本においては、2007 年 11 月に国が策定した「第３次生物多様性国家戦略」の中で、初めて生
物多様性に４つの危機があることが示されました。
（１）第１の危機
１の危機：
危機：開発行為や
開発行為や人間活動による
人間活動による生息環境
による生息環境の
生息環境の破壊・
破壊・喪失等
第１の危機は「人間活動や開発等、人が引き起こす負の影響要因による生物多様性の影響」で
す。乱獲や土地利用の変化等のために生きものの生息・生育地が減少したほか、生態系の分断・
破壊等によって、絶滅してしまった生きものもありました。我が国では、高度経済成長期やバブ
ル期以後、以前より乱獲や土地利用の変化等は少なくなり安定化に向かっているものの、生態系
に与えた影響は現在も続いています。
（２）第２の危機
２の危機：
危機：人間活動の
人間活動の縮小による
縮小による生息環境
による生息環境の
生息環境の喪失等
第２の危機は、第１の危機とは逆に「自然に対する人間の働きかけが縮小撤退することによる
影響」です。例えば、里山を構成する広葉樹二次林の多くは、薪や炭を生産するために樹木が周
期的に伐採され、伐採後の切株から芽生えた再生株を育てることにより、森林の更新を繰り返し
図ってきました。こうして常に明るい林床環境が維持され、豊かな生物が生息・生育していまし
た。また水田は、畦塗や水入れ、代かき、田植え、稲刈り、田起こしといった毎年の手入れによ
って維持され、そこには多くの水生生物や水草が見られました。
このように、かつては人手が加わることによって維持され、高い生物多様性が保たれていた二
次林や棚田、谷間の水田、ため池等は、過疎高齢化等に伴い放置され、生物多様性の劣化が進ん
でいます。
（３）第３の危機
３の危機：
危機：人間により
人間により持
により持ち込まれたものによる生息環境
まれたものによる生息環境の
生息環境の破壊等
第３の危機は「人間により持ち込まれたものによる危機」です。未知の化学物質やオオクチバ
ス、アメリカザリガニ等の侵略的な外来生物のように、それまで生態系の中になかったものが入
り込み、生態系の変質や劣化を引き起こしています。日本の野外に生息する外国起源の生きもの
の数は、
分かっているだけでも約 2000 種になります。
明治以降、
人間の移動や物流が活発になり、
多くの生きものがペットや展示用、食用、研究等の目的で輸入されています。一方、荷物や乗り
物等に紛れ込んだり、
付着して持ち込まれたものも多くあります。
現在でも外来生物は全国で徐々
に影響を拡大しつつあり、このままでは近い将来、さらに深刻な影響が生じると予想されていま
す。
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（４）地球温暖化による
地球温暖化による危機
による危機
ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）第４次評価報告書によると、全球平均気温の上昇
の程度に応じて、種の絶滅リスクが高まると予測されています。温暖化に伴う干ばつや森林火災
の増加により、食料生産や生態系が脅かされる状況にあり、また逆に森林の減少といった生物多
様性の劣化が、地球温暖化を加速させる面もあります。
このように、生物多様性の危機といっても、いろいろな側面があることから、それぞれの生物多
様性の現状、危機の状況を把握し、対策をとる必要があります。
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４．国内外の動き
前述のような世界的な生物多様性の危機の状況を踏まえ、1992 年にブラジルのリオデジャネイロ
で国際連合環境開発会議（リオ・サミット）が開かれ、その後の世界の環境保全にとって大変重要
な２つの条約が採択されました。その１つが、
「気候変動に関する国際連合枠組条約（気候変動枠組
条約）
」
、そしてもう１つが「生物の多様性に関する条約（生物多様性条約）
」です。日本は地球サミ
ットの翌年に生物多様性条約を批准し、18 番目の締約国となりました。2011 年３月現在、193 の国
と地域がこの条約を締結しています。
生物多様性条約が採択されてから、国内外で様々な生物多様性に関する動きがあり、生物多様性
の保全に向けた取組が進められています。
（１）世界の
世界の動き
①生物多様性条約と
生物多様性条約とＣＯＰ１０
ＣＯＰ１０
生物多様性条約の目的は、①生物多様性の保全、②その持続可能な利用、③遺伝資源から得ら
れる利益の公正かつ衡平な配分の３つです。また、条約の加盟国は、生物多様性の保全と持続可
能な利用を目的とした「生物多様性国家戦略」を策定することが求められています。
生物多様性条約では、条約の締約国が概ね２年ごとに集ま
り 、 各 種 の 国 際 的 な 枠 組 を 策 定 す る 締 約 国 会 議 COP

生物多様性条約第 10 回締約国会議

（Conference of the Parties）が開かれることになって
います。2010 年 10 月には、愛知県名古屋市で 10 回目の締約
国会議（COP10：コップテン）が開催されました。
COP10 の主要な論点は２つありました。１つは、
「2010 年ま
でに生物多様性の損失速度を顕著に減少させる」という 2010
年目標の達成度を検証し、次の目標（ポスト 2010 年目標）を
定めること、もう１つは、微生物や動植物から得られる利益

いのちの共生
いのちの共生を
共生を、未来へ
未来へ
Life in harmony, into the future

をどのように配分するかという国際ルールを定めることで、
今後の大きな節目の会議となりました。
②ＣＯＰ１０
「新戦略計画・
、「名古屋議定書」
ＣＯＰ１０の
１０の成果（
成果（
新戦略計画・愛知目標」
愛知目標」
名古屋議定書」など）
など）
COP10 では、生物多様性の保全に向け 2011 年以降に世界全体で取り組む努力目標を定めた「愛
知目標」が全会一致で採択されました。
「愛知目標」は、
「自然と共生する（生物多様性が評価され、保全され、回復され、そして賢明
に利用され、それによって生態系サービスが保持され、健全な地球が維持され、全ての人々に不
可欠な恩恵が与えられる）世界」を 2050 年までのビジョン（展望）としました。そして「2020
年までに、生物多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急な行動を実施する」と定め、その下
に 20 の個別目標を定めました。
また、もう１つの主要な論点であった遺伝資源の利益の公平な配分についても、国際ルールが
「名古屋議定書」として採択されました。薬の開発に役立つ植物や微生物といった遺伝資源がも
たらす利益を原産国と分け合う国際ルールであり、日本は 2011 年秋以降に批准する見通しです。
そして、日本が提案していた、2011 年から 2020 年までの 10 年間を国際社会が協力して生態系
保全に取り組む期間とする「生物多様性の 10 年」についても、国際連合総会での採択を目指すこ
とが決定し、同年 12 月 20 日に採択されました。
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③生物多様性と
」の
生物多様性と「持続可能な
持続可能な開発のための
開発のための教育
のための教育（
教育（ＥＳＤ）
ＥＳＤ）
」の推進
ESD（Education for Sustainable Development）とは、社会の課題と身近な暮らしを結びつけ、
新たな価値観や行動を生み出すことを目指す学習や活動のことです。
1992 年のリオ・サミットにおいて、持続可能な社会の実現を目指す教育の役割が注目されるよ
うになり、2002 年のヨハネスブルグ・サミットで、日本は「持続可能な開発のための教育の 10
年」を国際連合が宣言するよう日本の NGO とともに提案しました。そして 2005 年から「国連ＥＳ
Ｄの 10 年」が始まりました。
ESD は、単なる知識習得ではなく、学習者自らが価値観を見つめ直し、よりよい社会づくりに
参画するための力を育むことを目指した教育であり、学校、企業、特定非営利活動法人など様々
な人たちが ESD の担い手であり、学び手となります。
また、地球規模の諸問題に対処できるような新しい教育内容や手法の開発を目指すユネスコス
クールは、ESD の推進拠点と位置づけられ、国は加盟校の増加に取り組んでいます。本県では、
2010 年 8 月現在、27 校が加盟校となっています。
（２）国内の
国内の動き
①生物多様性基本法の
生物多様性基本法の制定
2008 年６月、生物多様性保全が重要な政策に位置づけられるようになったことを受けて、我が
国で初めての生物多様性に関する法「生物多様性基本法」が成立しました。この法律では、生物
多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則や、国、地方公共団体、事業者、国民、民
間の団体の責務を定めています。その責務の１つとして、国は生物多様性国家戦略を定める義務
を負い（第 11 条）
、都道府県および市町村は、生物多様性地域戦略を定める努力義務がある（第
13 条）こととされました。
②生物多様性国家戦略の
生物多様性国家戦略の策定
生物多様性国家戦略は、生物多様性条約に基づき、生物多様性の保全と持続可能な利用に関す
る政府の施策を体系的に取りまとめ、その目標と取組の方向を示したものです。1995 年に最初の
国家戦略が決定されて以降、３回の改定が行われ、2010 年３月には「生物多様性国家戦略 2010」
が策定されています。
「生物多様性国家戦略 2010」は、2008 年６月に生物多様性基本法が施行され、同法第 11 条に
生物多様性国家戦略の策定が規定されたことを受けて策定されたものです。
第１部では生物多様性の意味と生態系サービスの重要性についてのほか、次の４つの基本戦略
が掲げられています。
①生物多様性を社会に浸透させること
②地域における人と自然の関係を再構築すること
③森・里・川・海のつながりを確保すること
④地球規模の視野を持って行動すること
第２部は「基本戦略」を踏まえた実践的な行動計画として、国の生物多様性関連施策が約 720
にわたり示されており、新たに「循環型社会、低炭素社会の形成に向けた取組」に関する施策が
追加されました。
この戦略は、自然の恵みを将来にわたって享受できる「自然共生社会」を構築することにより、
地球温暖化問題に対応した「低炭素社会」や資源の採取や廃棄に伴う環境への負荷を最小にする
「循環型社会」の構築とあいまって、
「持続可能な社会」を創り上げるための基本的な計画と位置
づけられています。
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③生物多様性総合評価の
生物多様性総合評価の実施
生物多様性総合評価は、
環境省生物多様性総合評価検討委員会によって 2008 年度から２カ年に
わたり実施されたもので、1950 年代から現在までの日本全国の生物多様性の状況や変化に関わる
既存の科学的、客観的な情報等を総合的に分析し、損失の状況を評価しています。検討の結果は
2010 年５月に報告書として公表され、次のことが指摘されています。
①生物多様性の損失は全生態系に及び、現在も続いている。
②特に陸水生態系、沿岸生態系、島しょ生態系における生物多様性の損失は大きく、現在も続
いている。
③過去には第１の危機、現在は第２の危機が増大し、将来的には第３の危機や地球温暖化の危
機も懸念される。
④こうした損失の対応には地域レベルでの合意が必要である。
⑤一部の生態系の損失は、今後不可逆的な変化に発展するおそれがある。
④ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ
ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブの
イニシアティブの推進
生物多様性の保全にとっては、原生的な自然の保護だけではなく、農林水産業等を通して形成・
維持されている二次的自然地域の保全も重要です。しかし、これら二次的自然環境は、都市化、
産業化等の進展により世界の多くの地域で危機に瀕しています。
環境省と国際連合大学が協働で進める SATOYAMA イニシアティブは、このような課題を共有し、
生物多様性の保全と人間の福利向上のために、地域の特異性に配慮しながら、二次的自然地域に
おける人間と自然の持続可能な関係の維持・再構築を進め、自然共生社会の実現を目指すもので
す。
COP10 期間中には、
「SATOYAMA イニシアティブ国際パートナーシップ」が、本県や金沢大学、能
美の里山ファン倶楽部等を含めた国内外 51 団体により設立され、COP10 においてその推進などを
含む決定が採択されました。
⑤日本の
日本の里山・
里山・里海評価の
里海評価の実施
2001 年、国際連合の呼びかけで「ミレニアム生態系評価（MA）
」というプロジェクトが発足し
ました。これは、世界の森林、河川、湖沼、農地、海洋等の生態系に関して、水資源、土壌、食
料、洪水制御等の生態系機能が、社会・経済にもたらす恵みの現状と将来の可能性を、科学的、
総合的に評価したものです。この中では、人間活動による生態系の劣化進行や、生物種の絶滅加
速等が警告されています。また、ミレニアム生態系評価を受けて、世界各地で「サブ・グローバ
ル評価」も実施されました。この枠組を適用し、日本で里山・里海を対象に実施されたのが「日
本の里山・里海評価」です。
この評価では、過去 50 年間における日本の里山・里海の変化に焦点をあて、里山・里海の生態
系サービスを科学的側面から調査し、その現状分析を行っています。また、2050 年の日本の里山・
里海の将来像について４つのシナリオを検討しており、こうした将来予測を行うことで、里山・
里海の持続可能な管理の方法を探っています。目標として、国や地方自治体の政策の強化、生態
系管理の向上等が挙げられており、COP10 でその成果が発信されました。
（３）県内の
県内の動き
生物多様性条約第
締約国会議（
ＣＯＰ９
への参加
①生物多様性条約
第９回締約国会議
（ＣＯＰ
９）への
参加
2008 年５月にドイツのボンで生物多様性条約第９回締約国会議（COP9）が開催されました。
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本県は、国際連合大学の要請を受け、谷本正憲知事がサイドイベントに参加し、本県の里山保
全の取組について講演を行いました。
この会議参加を契機として、県では 2008 年７月に関係部局からなる「里山利用・保全プロジェ
クトチーム」を発足させ、部局横断のモデル事業や調査の実施をはじめ、多様な里山里海振興策
に取り組むとともに、生物多様性の確保に向けた取組の拠り所となる「生物多様性戦略ビジョン」
の策定に取り組むことを決定しました。
②生物多様性条約第
生物多様性条約第１０回
１０回締約国会議（
締約国会議（ＣＯＰ１０
ＣＯＰ１０）
１０）への参加
への参加
2010 年 10 月に愛知県名古屋市で開催された COP10（10 月 11 日～29 日）において、本県は「里
山知事サミット」や「生物多様性国際自治体会議」など６つのサイドイベント等に参加し、谷本
正憲知事のプレゼンテーションをはじめ、関係者が本県の里山里海の利用保全を中心とした生物
多様性保全の取組を世界に発信しました。また期間中、世界の里山的地域で活動する団体が連携
し、それぞれの取組の一層の推進を目指す「SATOYAMA イニシアティブ国際パートナーシップ」の
創設にも加わりました。
また、COP10 会場周辺で開催された「生物多様性交流フェア」では、本県の取組を紹介するブ
ースを出展し、延べ 7,000 人にものぼる人々に来場いただくとともに、COP10 参加者等を対象と
したエクスカーションを実施し、17 カ国 46 人の海外の方に本県の里山里海を視察していただき、
本県の取組について理解していただきました。
③国際生物多様性年クロージング・イベントの
国際生物多様性年クロージング・イベントの開催
クロージング・イベントの開催
国際連合が定めた「国際生物多様性年」であった 2010 年は、COP10 をはじめ世界中で生物多様
性を保全する取組や記念行事が行われましたが、その１年を総括するクロージング・イベント（閉
年行事）が同年 12 月に金沢市で開催されました。
式典には 29 カ国から 400 名が参加し、
国際生物多様性年における国連機関及び世界各国の取組
紹介、COP10 及びカルタヘナ議定書第 5 回締約国会議（MOP5）の成果報告等が行われたほか、2011
年の「国際森林年」への橋渡しも行われました。
また、生物多様性や里山里海に対する県民の理解を深め、保全活動への参加を促すため開催し
た記念シンポジウムでは、谷本正憲知事がプレゼンテーションを行い、人の手が入ることで維持
されてきた本県の里山里海の魅力や保全の取組を世界に向け発信しました。また、学識経験者や
著名人によるスピーチ及びパネルディスカッションのほか、COP10 名誉大使でアーティストの
MISIA さんによるメッセージソングの披露も行われました。あわせて、2011 年度から県内で生物
多様性の確保に向けた森づくりなどを行う「MISIA の森プロジェクト」の実施も表明されました。
④世界農業遺産（
世界農業遺産（ＧＩＡＨＳ）
ＧＩＡＨＳ）の登録
国際連合食糧農業機関（FAO）は、世界的に重要な農業に関する地域資源を未来に継承すること
を目的に 2002 年から「世界農業遺産（GIAHS：Globally Important Agriculutural Heritage
System）
」の登録を開始し、2010 年 11 月末現在、世界で８カ所が登録されています。世界農業遺
産では、生態系や土地景観、慣習、伝統農業など、農業を営むうえで関連する文化的諸要素を含
めて地域資源と捉えるとともに、現在営まれている農業生産活動及び基盤となる生物資源や生物
多様性を重視し、次世代への継承を目指しています。
2010 年 12 月には、羽咋市以北の４市４町が協議会を設立し、本県と国際連合大学の推薦を受
け、
「能登の里山里海」を登録申請しました。登録が実現すれば、国内第１号となります。
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■トピックス■ 生態系と
生態系と生物多様性の
生物多様性の経済学
これまで十分認識されてこなかった生物多様性の「経済価値」を地球規模で推計し、その重要性や生物多様性と生
態 系 サ ー ビ ス の 損 失 の 影 響を 分 か り や す く 表 現 す る こと を 目 的 に 、「 TEEB(The Economics of Ecosystems &
Biodiversity)」
（生態系と生物多様性の経済学）という世界的なプロジェクトが行われました。これは、生物多様性
の重要な価値や損失を「可視化」することにより、世界の人々にその大切さを実感してもらおうとするもので、例え
ば、二酸化炭素を吸収する森林や水産資源を育むサンゴ礁などについて、その役割や回復にかかるコストなどを試算
しています。
2010 年 10 月に愛知県名古屋市で開催された COP10 において、TEEB の最終報告書が発表され、生態系の破壊による
世界の経済損失は、何も対策が取られなかった場合、年間最大 4.5 兆ドルにも達すると結論づけられました。一方で、
世界全体で年間 450 億ドルの保全対策が実施されれば、逆に年間 5 兆ドル相当の利益が生態系からもたらされるとも
試算されています。
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第２章 石川県における
石川県における生物多様性
における生物多様性の
生物多様性の現状と
現状と課題
１．自然環境の概要
本県には、高山帯から里山、河川、湖沼、長く変化に富んだ海岸線と、実に様々な環境があり、
そこに様々な生きものが生息・生育しています。そして、私たちはこのような本県の生物多様性か
ら様々な恵みを得ています。
（１）位置・
位置・気象・
気象・地形
本県は日本列島のほぼ中央に位置し、日本
海に面して南北に細長い形をしています。県
の北部は、日本海側で最大の半島（能登半島）
です。南部の岐阜県、福井県との県境には、
白山（最高峰は御前峰：標高 2,702m）から連
なる標高の高い山地が広がっています。県南
部の砂浜の海岸線は、弧を描きながら北東に
伸び、能登半島外浦の岩礁海岸を経て、リア
ス式海岸を含む内湾性の内浦に続いています。
このように本県は、高山から海岸に至るまで
変化に富んだ自然環境を有しています
（図３）
。
本県の気象は日本海側気候型で、冬期の積
雪が多いことが特徴です。南北に細長く、標
高の高い山岳もあるため、気候の地域差が大
きく、
最大積雪深は海岸近くでは 50cm 未満で
すが、白山山頂付近では 400cm を超えます。
また、全国有数の多降水量地域で、主な都市
の年間平均降水量（1971～2000 年）は、金沢

図３ 石川県の標高区分図

市は 2,470.2mm で全国８位となっています。県土の３方向を海に囲まれ、その沖合を対馬暖流が
流れているため、同程度の緯度の他地域と比べ、比較的温暖です。
能登地方の地形は、低い山と丘陵地によって特徴づけられます。一方、加賀地方の地形は能登
地方に比べて複雑で、海岸から高山に至る多くの地形的要素を含んでいます。
（２）植生
県内には、日本を代表する４つの植生帯である照葉樹林帯（主に南西日本に分布）
、夏緑広葉樹
林帯（主に東日本から北日本に分布）
、亜高山帯（主に亜高山や北海道の山地に分布）
、高山帯の
全てがあり、植生の多様性が高いことが特徴です。加賀地方では、海岸から標高 400ｍ程度まで
が照葉樹林帯、
それより高い所が夏緑広葉樹林帯となります。
平野部や低地は水田などの農地に、
丘陵から低山にかけてはコナラやアカマツなどの二次林となっています。ブナ自然林は、そのほ
とんどが標高 800ｍ以上に分布しており、特に白山周辺には大面積の自然林が見られます。能登
地方には、宝立山、高洲山、石動山、宝達山の山頂部にブナ林がわずかに見られます。また邑知
潟周辺などには、ヤブツバキ林などの自然林が残るものの、多くは農地や二次林、人工林からな
ります。本県の植生全体では、二次林の占める割合が多くなっています。
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（３）植物相
本県には 177 科 2,188 種の維管束植物（種子植物及びシ
ダ植物）が確認されています。この種数は、全国の 31％に
相当します。
植物相は、夏緑広葉樹林帯の植物が多く、これに照葉樹
林帯の植物が混在します。日本海側の多雪地に適応したユ
キツバキやタヌキラン、キヌガサソウなどが見られます。
南北に細長い県土の形状と海岸から高山帯までの垂直的
な広がりなどにより、分布の北限または南限となる種が多

白山を代表するクロユリ

数見られます。例えば、舳倉島では暖地性のハマウド（北

（石川県の郷土の花）

限）と寒地性のアカネムグラ（南限）がともに生育してい
ます。白山は、高山帯を持つ山岳としては日本で最も西に位置することから、クロユリ（ミヤマ
クロユリ）やハクサンコザクラなど、100 種を超える高山植物が分布の西限となっています。
（４）動物相
本県には、高山帯、森林、河川、海岸、農地などの様々な環境に適応した多様な動物が生息し
ています。
哺乳類は 55 種が記録されており、加賀地方には山地帯の森林から白山高山帯にかけて、カモシ
カ、ツキノワグマなどの大型哺乳類やオコジョなどの高山性の小哺乳類など、多様な種が生息し
ています。また近年、能登地方では、これまで見られなかったツキノワグマやイノシシなどの大
型哺乳類の生息が確認されるようになりました。
鳥類は 430 種が記録されており、本県は全国的にも鳥類の記録種の最も多い県の１つとなって
います。これは南北に細長く、高山から原始性の高いブナ林、湖沼、海岸まで多様な環境を含み、
北方系、南方系の種や陸鳥と水鳥が両方見られることに加えて、舳倉島で、大陸系の稀な種が多
く記録されていることによります。特に白山地域は、県鳥であるイヌワシが生息し、ラムサール
条約登録湿地である片野鴨池には、
マガンやヒシクイなどの希少な鳥類が冬鳥として飛来します。
爬虫類・両生類は、それぞれ 21 種ずつが記録されています。本州で記録のある爬虫類のほとん
どは本県でも見られ、内灘海岸や珠洲市折戸海岸では、北限記
録となるアカウミガメの産卵が確認されています。両生類につ
いては、本州で見られる種の約 65％が生息しています。里山で
は、全国的にみて希少なアベサンショウウオ、ホクリクサンシ
ョウウオが生息し、山地に多いクロサンショウウオ、モリアオ
ガエルなどが低地にもかなり広く分布しているのが特徴です。
淡水魚類は 90 種が記録されています。
県内の水系で最も広く
見られる種は、ドジョウ、次いでギンブナです。海と河川を行

イヌワシ

き来するサケ、シロウオ（いさざ）
、ヨシノボリ類などの回遊魚
も見られます。里山の水辺には、希少な魚類であるホトケドジョウなどが生息しています。
昆虫類は 8,400 種あまりが記録されており、甲虫目・チョウ目の比率が高くなっています。本
県の里山では、全国でも珍しいシャープゲンゴロウモドキ、マルコガタノゲンゴロウなどの水生
生物が見られます。
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■トピックス■ 里山の
里山の希少種
本県のかほく市以北と富山県の一部の里山に生息するホクリクサンショウウオは、本県を代表する動物の１つです。
ホクリクサンショウウオは、カエルやイモリと同じ両生類の仲間で、卵と幼生は水中で、その後は陸上で生活します。
真冬から春先にかけてまだ雪のある時期に、水田脇の流れのない水路や湿地などに集まり、水中の落葉の下などに袋（卵
嚢）に包まれた卵を産み出します。孵化した幼生は大きなエラを持ち、ミジンコや水生昆虫などを食べて育ちます。初夏
にはエラがなくなり、陸によじ登って、森林の落葉の下などの湿った場所で生活します。約３年で成熟し、大人になった
サンショウウオは、再び水辺を訪れ産卵します。
ホクリクサンショウウオが暮らすためには、水路などの水域と森林に覆われた
陸域がセットになっている必要があります。また、運動能力が低くジャンプでき
ないサンショウウオにとって、水域と陸域の往復ができるような自然状態の岸辺
が保たれていることも必要です。森林や水田がモザイクのように組み合わさった
能登の里山は、ホクリクサンショウウオが生息するのに適した環境が今なお残っ

ホクリクサンショウウオ

ており、その生息地として世界に誇るべき地域といえます。

（５）希少種
本県では、絶滅のおそれのある野生生物を記載した「いしかわレッドデータブック」を 2000
年度に作成しましたが、改めて調査を行い、2008 年度に動物編、2009 年度に植物編を改訂しま
した。新たな対象種群の追加や調査の進展もあり、改訂版の動物編では、絶滅危惧Ⅰ・Ⅱ類が 87
種から 147 種に、植物編では 373 種が 424 種に増加しています（表４）
。
「いしかわレッドデータブック」に掲載されている種の６割以上は、里山や海岸などの身近な
環境に生息・生育しているという特徴があります。
本県では「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」
（以下「ふるさと環境条例」という。
）に基
づき、
「近い将来において野生での絶滅の危険性が極めて高いもの」と判断される動物８種、植物
７種の計 15 種を「石川県指定希少野生動植物種」に指定し、捕獲・採取の規制などを行っていま
す（いずれも 2011 年 3 月現在）
。また、国指定の希少野生動植物種のうち、動物５種、植物１種
が県内に生息・生育しています（表５）
。これらの種は、低地の湧水や丘陵のため池、ヨシ草原、
二次草地や河岸の草地などの身近な環境に生息・生育するものが多いのが特徴です。
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【表４ 「いしかわレッドデータブック」掲載種の概況 】
１．動物編
旧版（2000 年）
：哺乳類、鳥類、両生爬虫類、淡水魚類、昆虫類、浅海域の生物、その他の動物
改訂版（2010 年）
：哺乳類、鳥類、両生爬虫類、淡水魚類、昆虫類、陸産貝類、淡水産貝類、その他の動物
ｶﾃｺﾞﾘｰ区分
ｶﾃｺﾞﾘｰ区分
旧版
改訂版
代表的な
代表的な種
改訂版で
改訂版で新規追加された
新規追加された
主な種
絶
滅
4
6 ﾆﾎﾝｵｵｶﾐ､ｶﾜｳｿ､ﾄｷ､ﾗｲﾁｮｳ
ﾉﾚﾝｺｳﾓﾘ､ﾍﾗｼｷﾞ､ｱﾍﾞｻﾝｼｮｳｳｵ
絶 滅 危 惧Ⅰ 類
44
71 ｲﾇﾜｼ､ｶﾝﾑﾘｳﾐｽｽﾞﾒ､ﾎｸﾘｸｻﾝｼｮｳｳｵ､ﾄﾐﾖ
絶 滅 危 惧Ⅱ 類
43
76 ｱｽﾞﾐﾄｶﾞﾘﾈｽﾞﾐ､ﾊﾔﾌﾞｻ､ﾎﾄｹﾄﾞｼﾞｮｳ､ﾙﾘｲﾄﾄﾝﾎﾞ ｶﾘｶﾞﾈ､ｲﾄﾖ､ﾋﾒｹｼｹﾞﾝｺﾞﾛｳ
ｶﾜﾈｽﾞﾐ､ｶﾝﾑﾘｶｲﾂﾌﾞﾘ､ﾜｽﾚﾅｸﾞﾓ
準絶滅危惧
104
147 ｵｺｼﾞｮ､ｼﾛﾁﾄﾞﾘ､ｷﾞﾌﾁｮｳ､ﾑﾂｻﾝｺﾞ
ﾏﾀﾞﾗｳﾐｽｽﾞﾒ､ﾑｽｼﾞｲﾄﾄﾝﾎﾞ
その他
※
31
78 ｸﾋﾞﾜｺｳﾓﾘ､ﾉｽﾘ､ﾅｶﾞﾚﾀｺﾞｶﾞｴﾙ､ﾅﾒｸｼﾞｳｵ
合 計
226
378
※情報不足および地域個体群
２．植物編
旧版（2000 年）
・改訂版（2010 年）
ｶﾃｺﾞﾘｰ区分
旧版
改訂版
ｶﾃｺﾞﾘｰ区分
絶
滅
絶 滅 危 惧Ⅰ 類
絶 滅 危 惧Ⅱ 類
準絶滅危惧
情 報 不 足
合 計

9
139
234
235
35
652

10
202
222
169
44
647

代表的な
代表的な種

ﾏﾂﾊﾞﾗﾝ
ｴﾁｾﾞﾝﾀﾞｲﾓﾝｼﾞｿｳ､ｵｷﾅｸﾞｻ､ｳﾐﾐﾄﾞﾘ､ﾄｷｿｳ
ｷｷｮｳ､ﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ､ｴﾋﾞﾈ
ｲﾁﾘﾝｿｳ､ﾊﾏﾅｽ､ｶﾞﾝﾋﾟ
ｲﾇﾏｷ､ｸｻﾎﾞｹ

改訂版で
改訂版で新規追加された
新規追加された
主な種
ｷﾊﾞﾅｼｬｸﾅｹﾞ
ﾄｷﾜﾄﾗﾉｵ､ｽｽﾔｱｶﾊﾞﾅ､ｳｽｹﾞﾁｮｳｼﾞﾀﾃﾞ
ﾘﾝﾄﾞｳ､ｻﾜｷﾞｷｮｳ､ｵｵｳｼﾉｹｸﾞｻ
ｷｬﾗﾎﾞｸ､ｴｿﾞｳﾒﾊﾞﾁｿｳ､ｾﾝﾌﾞﾘ､ｲﾇﾀﾇｷﾓ
ﾅｶﾞﾊﾞﾉｳﾅｷﾞﾂｶﾐ､ｱｲﾅｴ､ﾋﾒﾎﾀﾙｲ

【 表５ 本県における国指定及び県指定希少野生動植物種一覧 】
分類群
鳥類

国指定（
国指定（※１）
※１）

県指定（
県指定（※２）
※２）

イヌワシ、クマタカ、 チュウヒ（ヨシ
ヨシ草原
海岸、
ヨシ草原）
草原 、コアジサシ（海岸
海岸、河口域の
河口域の砂礫地）
砂礫地
オオタカ、ハヤブサ

両生類

アベサンショウウオ

淡水魚類

トミヨ（里山
里山の
小河川、
里山の湧水池）
湧水池 、ホトケドジョウ（小河川
小河川、湧水地）
湧水地

昆虫類

イカリモンハンミョウ（砂浜海岸
砂浜海岸）
ため池
、マル
砂浜海岸 、シャープゲンゴロウモドキ（ため
ため池）
コガタノゲンゴロウ（ため
ため池
ため池）

クモ類
植物

イソコモリグモ（砂浜海岸
砂浜海岸）
砂浜海岸
ホテイアツモリ

ウミミドリ（砂浜海岸
砂浜海岸）
河川敷）
河川
砂浜海岸 、オキナグサ（河川敷
河川敷 、エチゼンダイモンジソウ（河川
敷）
、サドクルマユリ（二次草原
二次草原）
湿性草原）
湿性草原）
二次草原 、トキソウ（湿性草原
湿性草原 、サギソウ（湿性草原
湿性草原 、
イソスミレ（砂浜海岸
砂浜海岸）
砂浜海岸
カッコ内の青字
青字は主な生息環境
青字

※１「絶滅のおそれのある野生動植物種の保全に関する法律」に基づき、国が 81 種の国内希少動植物種を指定
※２「ふるさと環境条例」に基づき、県が 15 種の県指定希少野生動植物種を指定

チュウヒ

ホトケドジョウ

シャープゲンゴロウモドキ
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サドクルマユリ

（６）外来生物
国は 2005 年に、
「特定外来生物による生態系に係る被害の
防止に関する法律」を制定し、生態系、人の生命・身体、農
林水産業へ被害を及ぼす外来生物を、
「特定外来生物」に指定
しました。県内ではこれまで、特定外来生物のうち、アライ
グマ、ウシガエル、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、
カダヤシ、アレチウリ、オオキンケイギク、オオハンゴンソ
ウの生息・生育が確認されています。また、環境省が公表し
て注意を呼び掛けている要注意外来生物として、ミシシッピ
アカミミガメ、アメリカザリガニなどが生息しています。

■トピックス■

コクチバス

外来生物の
外来生物の影響

外来生物の定着は、特に淡水魚類で顕著で、このうちオオクチバス、コクチバスは、生態系へ多大な影響をもたらして
います。オオクチバスは、県内に侵入してから約 30 年の間に県内全域に分布が広がりました。1995 年には、県内水面漁
業調整規則により移植が禁じられたものの、2000～2006 年には奥能登のため池でも確認されており、引き続き混入や違
法放流などによる分布域の拡大が懸念されます。
水域では他に、アメリカザリガニ、ウシガエル、ミシシッピアカミミガメなどが在来生物へ影響を与えており、河北潟では
外来の水生植物であるチクゴスズメノヒエの繁茂が問題になっています。近年は特にその繁茂が著しく、水面をぎっしりと
覆い水路を塞いでしまうため、毎年駆除活動が行われています。
特定外来生物(植物)のオオキンケイギクは、かつてワイルドフラワー緑
化の材料として全国的に広く用いられ、今なお人家周辺や道路沿いなどで
広く見られます。鮮やかな黄色の花が美しく、身近な環境に生育しているこ
とから、特定外来生物と知らずに栽培されていることもあるなど、人の手に
より分布拡大する懸念があります。
そのほか、輪島市の北に位置する七ツ島では、カイウサギによる裸地化
と海鳥繁殖地への影響が、白山ではオオバコなどの低地性植物の高山帯
オオキンケイギク

への侵入が問題となっています。
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２．社会経済環境の概要
私たちは、生態系サービスという恩恵を享受する一方、逆に人間活動によって自然環境を変えて
しまうなど、社会経済環境と生物多様性は互いに密接に関係しあっています。生物多様性を保全し
ていくには、社会経済環境についても十分に考慮していくことが必要です。
（１）人口動態
人口動態
本県の人口は、1,163,968 人（平成 22(2010)年４月１日現在）で、平成 12(2000)年の約 118 万
人をピークに減少し続けています。
15 歳から 65 歳までの生産年齢人口は、平成７(1995)年の 799 千人をピークに減少に転じてい
ます（図６）
。
なお、能登北部では既に 40 年以上前から人口減少が続いており、平成 17(2005)年の生産年齢
人口についても、昭和 55(1980)年に比べ１割以上減少するなど、過疎高齢化が進んでいます（図
７）
。
(千人)
1,400
年少人口(0～14歳)
生産年齢人口(15～64歳)

1,200

老年人口(65歳以上)
合計（年齢不詳を含む）

1,000
800
600

実績値

推計値

400
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0
9
大正

14

5
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35

40

45
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55

60

2

7

平成

昭和

図６ 年齢別人口の推移
「人口統計資料集（2009）
」
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南加賀
100%

県央
100%

10.7 （23,817人）

9.0 （55,118人）

21.1 （50,078人）

75%

※各圏域の構成市町
南 加 賀：小松市、加賀市、能美市、

75%

川北町

66.8 （406,819人）

64.9 （144,882人）
50%

63.8 （151,139人）

25%

50%

67.5 （479,108人）

県

央：金沢市、白山市、野々市町、
内灘町、かほく市、津幡町

25%
24.4 （54,472人）

0%

17.8 （126,400人）

0.0

（2人）
昭和55年

15.0 （35,547人）
0.1 （186人）
平成17年

0%

24.1 （146,804人）
14.6 （103,319人）
0.1 （648人）
0.1 （662人）
昭和55年
平成17年

能登中部：七尾市、羽咋市、志賀町、
宝達志水町、中能登町
能登北部：輪島市、珠洲市、穴水町、

能登中部
100%

能登北部

12.6 （21,359人）

14.7 （17,286人）

27.4 （39,523人）

75%

50%

能登町

100%
35.7 （29,738人）
75%

64.0 （108,123人）

63.9 （75,274人）

50%
59.7 （86,261人）

53.8 （44,749人）
65歳以上

25%

25%
15～64歳
23.4 （39,465人）

0%

0.0 （8人）
昭和55年

12.9 （18,582人）
0.0 （7人）

21.4 （25,227人）
0.0 （0人）

0%

平成17年

昭和55年

10.5 （8,727人）
0.0 （0人）
平成17年

15歳未満
年齢不詳

図７ 年齢人口割合の推移（圏域別） 「平成 17 年国勢調査」

（２）産業動態
産業構造別人口の
①産業構造別人口
の動態
第一次産業は、自然環境と向き合い、生態系の供給サービスを直接引き出す産業であり、産業
構造の変化は、社会と自然の関係に大きな影響をもたらします。
1960 年代にエネルギーが薪炭からガスや石油に替わる以前には、産業構造別の労働人口比率は、
第一次産業が 52.6%（昭和 25(1950)年）と過半数を占めていました。その後、第一次産業の比率
は急速に低下しました。里山里海の管理の主な担い手であった第一次産業の労働人口比率は、平
成 17(2005)年には 3.9%にまで減少しています（図８）
。
昭和25年
昭和 年

昭和55年
昭和 年

平成17年
平成 年
第1次産業

第1次産業

6.4%

3.9%

第3次産業

26.6%

第2次産業

第3次産業

35.0%

第1次産業
第2次産業

29.9%

第2次産業

58.4%

第3次産業

66.1%

52.6%

20.8%

図８ 石川県の産業構造別労働人口比率
「人口統計資料集（2008）」
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圏域別にみると、南加賀や県央では、昭和 55(1980)年、平成 17(2005)年ともに、第三次産業就業
者数が最も多くなっています。一方、能登中部や北部では、昭和 55(1980)年には２万人前後だった
第一次産業就業者数が、平成 17(2005)年には約３分の１にまで減少しています（図９）
。

南加賀

（人）
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（人）
300,000

250,000

250,000

200,000

200,000
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0

0
昭和55年

能登中部

（人）
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昭和55年

平成17年

平成17年

能登北部

（人）
300,000

250,000

250,000

200,000

200,000

第一次

150,000

150,000

第二次

100,000

100,000

第三次

50,000

50,000

0

分類不能

0
昭和55年

平成17年

昭和55年

平成17年

図９ 部門別総就業者数（圏域別） 「平成 17 年国勢調査」

②農業の
農業の動態
本県の農業の歴史を見ると、稲作技術の改良と農薬や化学肥料の利用、ほ場整備などにより、水
稲の単位面積あたりの収量は飛躍的に上昇を遂げてきました。一方、1960 年代からは米が供給過剰
となり、1970(昭和 45)年から開始された国主
導の生産調整などもあり、農地面積、農業従

（ ha）
）
80,000

事者は減少が続いています。

70,000
60,000

合計
田
畑

50,000

○農地面積

40,000

農地面積は減少し続け、平成 18(2006)年
には 44,300ha（水田率 84％）と、昭和

30,000
20,000
10,000

40(1965)年の 68,600ha（水田率 82％）の約
６割に減少しています（図 10）
。

0

図 10 農地面積の推移 「農林水産省 HP」
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飼肥料作物
905ha 3%

果樹
1,130ha 3%
麦類
1,320ha 4%
豆類
1,970ha 5%

○作付面積割合と農業生産額の推移
作物別の作付面積割合は、平成 20(2008)年で
は水稲が 73％を占め、次いで野菜９％、豆類
５％、麦類４％、果樹３％となっています（図

野菜
3,370ha
9%

11）
。本県で水稲栽培が多い背景として、積雪が
多く豊富な水資源に恵まれていることが挙げら

その他
1,182ha 3%

作付延べ面積
36,300ha

れます。農業生産額は、昭和 60(1985)年代以降
は全般的に減少傾向にあり、平成 17(2005)年は

稲
26,400ha
73%

606 億円となり、昭和 60(1985)年の 1,088 億円
に比べ６割以下に減少しています（図 12）
。
図 11 農作物作付(栽培）延べ面積割合
「平成 20 年農作物作付(栽培)延べ面積」
および耕地利用率」

億円
1100

その他
工芸農
作物
花き

900

いも類

700
果実

500

野菜

300

畜産
米

100

図 12 農業生産額の構成 「生産農業所得統計」

○農家・農業従事者の推移
農家戸数は減少傾向にあります。平成 17(2005)年の農家戸数は 31,652 戸と、昭和 60(1985)年
の 54,547 戸に比べ、42％減となっています（図 13）
。農業を主たる仕事とする者（基幹的農業従
事者）は 16,758 人と、昭和 60(1985)年より 25％減少しています。60 歳未満の農業従事者が大き
く減少しており、基幹的農業従事者の２割に満たない状況にまで減少しています（図 14）
。
（人）

（戸）
60,000

25,000

50,000

20,000

40,000

15,000

40歳未満

30,000

40～59歳
60歳以上
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0

0
昭和60年

平成2年

平成7年

平成12年

昭和60年 平成2年

平成17年

平成7年 平成12年 平成17年

図 14 基幹的農業従事者の年齢構成の推移

図 13 農家の推移

「農林業センサス累年統計書」

「農林業センサス累年統計書」
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○耕作放棄地
平成 17(2005)年の耕作放棄地面積は 3,131ha であり、
昭和 60(1985)年の 1,167ha の約 3 倍に増
えています（図 15）
。能登地区でその割合が高くなっています（図 16）
。また、平成 17(2005)年
の耕作放棄地率は、8.7％となっていますが、これは全国の 5.8％、北陸の 4.1％と比べても高い
数字となっています。
面積 （ ha）
）
3,500

南加賀
7%

3,000
2,500
2,000

能登
北部
35%

1,500
1,000

県央
25%

500
能登
中部
33%

0

図 16 耕作放棄地面積の状況（平成 17 年）

図 15 耕作放棄地面積（総農家）の推移

「2005 年農林業センサス」

「農林業センサス累年統計書」

③林業の
林業の動態
1960 年代のエネルギー革命以降、薪炭の需要は急減し、それに伴い薪炭林は放置されるようにな
りました。また近年では、人工林の多くが成熟し、資源として本格的に利用できる段階を迎えてい
ますが、林業採算性の悪化や森林所有者の高齢化等により、手入れの行き届かない森林も目立って
います。
○森林の概要
本県の森林面積は 286 千 ha で、県土の約 68％を占めています（図 17）
。このうち私有林は 231
千 ha で、森林面積の約 81％を占めています（図 18）
。人工林は民有林面積の約 40％を占め、そ
の主な樹種は、スギ、アテ、マツとなっています（図 19）
。アテ（ヒノキアスナロ）は、全国的
にも本県独特の造林樹種で、能登地域に多く植えられています。

その他
89千ha
21.2%
畑
7千ha
1.7%
田
37千ha
8.7%

国有林
34千ha
12.1% 公有林
21千ha
7.2%

私有林
231千ha
80.7%

竹林
2千ha
0.8%

県 総 計
286千ha

県 総 計
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天然林
141千ha
56.2%

森林
286千ha
68.4%

無立木地
9千ha
人工林
3.5%
100千ha
39.5%

県 総 計
252千ha

民有林
252千ha
87.9%

図 17 石川県の土地利用

図 18 森林の所有区分

図 19 民有林の林種別面積
「石川県森林・林業要覧」
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○木材（用材）生産量の推移
県内の木材（用材）生産量は、安価な外国産材の輸入量の増加などにより、昭和 40(1965)年の
421 千㎥から大幅に減少してきました。しかし、数十年前に植栽された人工林が本格的に利用可
能な段階を迎えており、ベニヤ等に利用される間伐材の生産量も増大していることから、平成
21(2009)年の木材生産量は 130 千㎥と、増加傾向にあります。
（図 20）
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図 20 木材（用材）生産量の推移（石川県森林管理課調べ）

○林業就業者の推移
平成 21(2009)年の林業就業者数は、全県で 437 人となり、昭和 59(1984)年の 2,198 人に比べ、
20％にまで減少しました。60 歳以上の高齢者の占める比率は約４割と高く、40 歳未満の若年就業
者の比率は、近年は 25％程度と横ばい傾向にあります（図 21）
。
（人）
2,500
40歳未満
40～59歳

2,000

60歳以上
1,500

1,000

500

0

図 21 林業就業者の年齢構成の推移（石川県森林管理課調べ）

④ 水産業の
水産業の動態
本県の水産業は、本州日本海側の 12 府県において生産量で２位、生産金額で１位（平成 20 年現
在）を占めており、大変水産業の盛んな地域です。しかし、水産資源量の減少に伴う漁獲量、漁獲
金額の減少や、消費者動向の変化による魚価の低迷など厳しいものがあります。また、漁業者の減
少と高齢化により、漁村の活力も低下しています。
26

○漁獲量の推移
平成 18(2006)年の漁獲量は 8.1 万トンですが、これはピーク時の平成２(1990)年の 23.1 万
トンに比べると 64.9％の減となっています（図 22）
。漁獲量は年々減少傾向にありますが、沿
岸漁業の総漁獲量に占める比率は、平成４(1992)年以降 30％前後で安定し、さらに平成
17(2005)年以降は 40％前後に達しており、沿岸漁業の重要度は増しています。
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沖合漁業
遠洋・沖合漁業
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図 22 漁獲量の推移 「海面漁業生産統計」
（経営体）
4,000
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○漁業経営体・漁業就業者の推移
漁業経営体数は減少しており、平成 20(2008)年には 2,189

3,419
3,237

3,500

2,733

3,000

2,442

体と、昭和 58(1983)年に比べて、39.4％減となっています(図

2,500

23)。漁業就業者数は、昭和 53(1978)年の 8,458 人から減少

2,000

し続けており、平成 20(2008)年は 4,020 人と、昭和 48(1973)

1,500

2,189
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図 23 漁業経営対数の推移
「漁業センサス」
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図 24 海面漁業就業者数の推移 「漁業センサス」
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３．生物多様性の現状
前述の本県の「自然環境の概要」及び「社会経済環境の概要」を踏まえ、本県の生物多様性の現
状を把握し、今後の保全に向けた課題を整理するために、ここでは県土の環境を次の６つに区分し
ました。

①奥山・高山

②里山

ブナ林や高山帯のお花畑などの自然植生が
優占する地域

農林業などの営みにより成立した二次的
自然（農地、二次林、人工林、半自然草原
など）で、モザイク状の土地利用を特徴と
する地域

③平野部の農業地域

④河川・湖沼

加賀平野や中能登の水田地域など、稲作を
効率的に行うために形成されてきた地域。
二次的な自然を生産の場とする点で里山と
共通するが、環境や利用形態などが異なり、
ここでは区分した。

大きな河川（手取川など）と河北潟をはじめ
とする大きな湖沼。農地にあるため池や水路、
小さな河川は②の里山に含めた。

⑤都市

⑥里海を含む沿岸域

市街地や居住地が続いている地域。都市
公園などの都市の緑地もここに含めた。

海岸線を中心として陸側は砂丘くらいまで。
海域は概ね共同漁業権等の区域。昔から豊か
な海の恵みを利用しながら、生活、生産活動が
行われてきた沿岸域である里海を含む。
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（１）奥山・
奥山・高山
白山を中心とする加越山地は、急峻、多雪で人為的な影響が小さく、日本海側の典型的なブナ林
や白山の高山植物群落など、奥山・高山の自然植生が今なお良好に維持されています。イヌワシや
クマタカなどの希少猛禽類をはじめ、ツキノワグマやニホンカモシカなどの大型哺乳類が高い密度
で生息しており、その自然性の高さは我が国有数で、国際連合教育科学文化機関（ＵＮＥＳＣＯ、
ユネスコ）のＭＡＢ計画（Programme on Man and the Biosphere）では、白山は日本に４箇所ある
「生物圏保護区」の１つに指定されています。
白山は日本で最も西に位置する高山で、オコジョ、イワ
ヒバリ、ベニヒカゲなどの高山性の動物、ハイマツ、ハク
サンコザクラ、ハクサンイチゲなどの高山植物が生息・生
育しています。2009 年には、約 70 年ぶりにライチョウの
姿が確認されました。
山地帯にはブナ、ミズナラなどの夏緑広葉樹林が広がり
ますが、谷沿いの急斜面では雪崩のため森林が成立せず、
「ナバタ」と呼ばれる草原が発達しています。雪崩が発生
する「ナバタ」は、餌の少ない冬を生きるニホンザルやニ

ハクサンコザクラ

ホンカモシカなどにとって重要な餌場となっています。ま
た、大きな水系ごとになわばりを持つイヌワシにとっても、
雪のない時期の草原は主要な狩り場となっています。この
ように、急峻な地形と多雪は、奥山の生態系を特徴づける
要素となっています。
また白山には、
森林性のコウモリ類が多く生息しています。
これらのコウモリ類は、樹洞ができる大きな木がないと生
息できません。山麓の中宮温泉周辺や市ノ瀬周辺では、数
種の希少な森林性のコウモリが確認されています。これら
の場所では、自然林、二次林、河川など、多様な自然環境
がセットになっており、コウモリ類にとって重要な生息地
であると考えられます。

オコジョ

手取川支流の直海谷川や瀬波川、雄谷の源流部には自然
性の高い豊かなブナ林が広がり、県内で最も原生的な自然環境が保たれています。また、県内では
分布が限られるアサマシジミ、ゴマシジミなどのチョウ類が生息する貴重な自然草原もあります。
大聖寺川の原流域は比較的なだらかな地形をなし、アジメドジョウ、エチゼンダイモンジソウなど
の希少な動植物が生息・生育しています。
白山一帯は白山国立公園に指定され、厳正に生態系が保全されていますが、オオバコなど本来高
山帯には生育しない低地性の植物が、登山者の衣服に付着するなどして持ち込まれ、その繁殖、交
雑が問題となっています。
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■トピックス■ ナギハタ
奥山で行われてきた産業として、炭焼と焼畑が挙げられます。炭焼はかつて里山で行われていた方法と類似し
ています。斜面の地形を利用し炭窯を作り、ミズナラなどの木を切って運び、木炭（黒炭）に加工していました。
焼畑（本県ではナギハタと呼ばれました）は、地滑り地形など傾斜の急な場所で行われていました。低木やヤ
ブをなぎ倒して刈った草木を斜面に並べ、乾いたところで斜面の上から火をつけ、燃えている草木を下に引きず
り下ろしながら斜面全体を焼きます。火によって雑草の種や病害虫は死滅し、草木灰は肥料になります。ヒエ、
アワ、大豆、大根などを３、４年作り、雑草が多くなっ
てくると他の場所にローテーションして、20～30 年後、
再び同じ場所に戻って焼畑を行います。世界各地の熱帯
域で近年問題となっている、森林を大規模に転用する非
伝統的な焼畑と異なり、白山麓の焼畑は同じ土地をロー
テーションしながら賢く使う、持続可能な利用方法でし
た。しかし今では、本県の奥山では炭焼、焼畑ともほと
んど行われていません。焼畑がなくなった結果、開けた
所でノウサギなどを捕食するイヌワシの餌場が縮小した

ナギハタの様子

という指摘もあります。

（２）里山
里山は、長年にわたる人の暮らしと農林業などの営みにより形成されてきた地域であり、集落、
農地、それらを取り巻く二次林、人工林、採草地、竹林、ため池などがモザイク状に組み合わさっ
て形成されています。
二次林、水田、水路、ため池などが混在する里山の環境は、多様な生きものの生息・生育空間と
なっていると同時に、人間の生活・生産活動の場でもあり、多様な価値を併せ持つ地域です。地域
ごとに異なる伝統的な水田耕作に伴う水管理や、二次林、人工林の植生内容などに適応し、多様な
生物相とそれに基づく独特の文化が形成されてきました。特に本県の里山は、対馬暖流や多雪の影
響を受け、南北両系の生物が混在するなど、本県の多様な生物相を支え
る重要な役割を果たしている地域といえます。
しかし、この 40～50 年の間に里山の環境は大きく変化してきました。
耕作放棄地や手入れ不足人工林の増加、竹林の拡大といった変化が現れ
ています。そのような背景の中、里山に生息・生育する生きものには絶
滅の危機に瀕しているものも見られるようになっています。
ため池の多い能登地方は、シャープゲンゴロウモドキやマルコガタノ
ゲンゴロウなど日本有数の希少なゲンゴロウ類の生息地です。小型の淡

ササユリ

水魚であるホトケドジョウは、加賀地方から能登南部の緩やかな流れに
生息しています。ランの仲間であるサギソウやトキソウは湿地に生育し、キンラン、エビネといっ
た植物は、里山の二次林などに生育しています。これらは、県下でほぼ里山にだけ見られる生きも
のです。
水田は、本県の里山において、二次林、人工林と並んで多く見られる環境です。山の斜面を利用
した棚田や谷間を利用したやち田は、県内に広く見られます。水田の水源は、上流の森林から流れ
てくる河川やため池などで、水は用水路を通して水田に供給され、排水路を通して河川に注ぎます。
こうした「田んぼまわりの環境」には、メダカ、ジュズカケハゼなどの魚類、ホクリクサンショウ
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ウオなどの両生類、ゲンゴロウなどの水生昆虫、多くの水草が生息・生育しています。
また、やち田の周辺には、森林と水田などの境目である林縁や、ため池の水面と陸域の境目であ
る水際など、環境の境目が多く存在します。このようなモザイク環境の境界部は、エコトーンと呼
ばれ、生きものの生息・生育にとって重要です。例えば、サンショウウオ類や一部のトンボなどは
水辺で繁殖し、その後森林に移動して生活することから、これらの生きものの生息には、両方の環
境がセットになっていることが必要です。
本県の里山にはコナラを中心とした二次林が広く見られます。広葉樹二次林は、薪炭材やシイタ
ケ栽培用のほだ木を採取するため、人によって植栽され、維持されてきました。また、アカマツを
中心とした二次林も多く見られましたが、マツ枯れと遷移の進行によって著しく減少しています。
こうした里山の二次林は、多くの生きものの生息・生育場所となるとともに、樹木の新緑や紅葉、
雪化粧などを通して四季折々の景観を形成し、また水源かん養や二酸化炭素の吸収といった機能も
有しています。手入れのいきとどいた明るい森林の林床では、ササユリやスハマソウ（雪割草）
、
キンラン、カタクリなどさまざまな植物が見られ、ゼンマイ、ミツバ、タラノキ、ウワバミソウな
ど、山菜として食用になる植物も多く、キノコ類も豊富で
す。
県内の人工林のほとんどは常緑針葉樹林で、スギ林が最
も広い面積を占めています。マツ林も多く、能登ではアテ
（ヒノキアスナロ）林も見られます。適切に間伐がなされ
た人工林は、適度に光が差し込み、林床は山菜などの有用
植物を含む様々な植物が生育し、水源かん養や土砂流出防
止といった公益的な機能も高くなっています。
また、里山には竹林も広く見られます。県下のタケ類と

適切に管理された森林

しては、モウソウチクやハチクのほか、竹材や竹皮を得る
ために植えられたマダケがありますが、最も広い面積を占めているのはモウソウチクです。モウソ
ウチクは中国原産で、美味しい大きなタケノコが得られることから、集落の周辺で大切に栽培され
てきました。
しかし里山では、1960 年頃から薪炭林としての利用が行われなくなり、林業の採算性の低下など
もあり、人の手が入らない放置された里山が増えています。間伐などの手入れが行われない里山の
森林では、ギフチョウ、ササユリ、キンランなどの明るい環境を好む生きものが減少するなど、生
物多様性が低い、暗い森へと変化しています。また、水田の耕作が放棄されるなどにより、水田や
水路が消失し、ため池も管理されないなど、里山の乾燥化が進行しており、水辺や湿地の生きもの
が減少しています。さらに、管理放棄されたモウソウチク林が拡大し、周辺の森林に侵入する問題
も生じています。

■トピックス■ 加賀藩の
加賀藩の「里山廻」
里山廻」
加賀藩には、御林（藩有林）や山々を巡回して盗伐などの違法を摘発し、御用木の伐採現場の管理・監督も行っ
た「山廻（やままわり）
」という役があったとされています（
『石川県林業史』
（1997）など）
。
山廻には、富山県の黒部地方などに置かれた「奥山廻」がよく知られていますが、加賀三郡の寛政期の資料には、
「里山廻」の語が見られ、当時、加賀の山廻は、もっぱら里方を取り締まっていたようです。これには、加賀の奥
山である白山地域が天領になっていたことも関係すると思われます。このことから当時は、樹木が貴重な資源とし
て伐採などはもちろん、下刈りの枝葉にいたるまで厳重に管理され、利用されていたことが分かります。「山廻」
は、藩の資源を守り、利用するうえで、重要な役職だったと想像されます。
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■トピックス■ 里山の
里山の樹木とカタクリ
樹木とカタクリ、
とカタクリ、ギフチョウ
カタクリとギフチョウ、ともに加賀地方の里山の二次林を代表する生きものです。カタクリは、春、真っ先に
花を開きます。ギフチョウはその頃に羽化し、カタクリやスミレ類などの花を訪れて蜜を吸います。カタクリと
その花に止まるギフチョウは、とても美しい組み合わせです。金沢市内でも「平栗いこいの森」などで見ること
ができます。
カタクリとギフチョウの共通点、それは春の時期だけに現れ、初夏までに活動を終えてしまうことです。カタ
クリは３月から４月に開花し、すぐに実をつけて種を落とし、６月には地下茎を残して地上部がすっかりなくな
ります。一方、ギフチョウは春に羽化し、すぐに交尾、産卵をします。卵から孵った幼虫は、カンアオイの仲間
を食べて速やかに成長し、６月には落葉の下で蛹になって翌年の春まで眠ります。これらの生きものは、春、コ
ナラやクヌギの葉がまだ開いていない時期に、明るい林床で活動し、
それらの樹木が葉を広げる頃には休眠するという、明るい二次林の環
境に適応した暮らし方をしています。
ところが、コナラなどの林にカシ類やヒサカキといった常緑広葉樹
が増えたり、モウソウチクが侵入してくると、里山の春の明るい環境
が維持されなくなり、カタクリやギフチョウは姿を消してしまいま
す。里山の手入れがなくなると、これら２種をはじめとする多くの生
きものが住めなくなり、生物多様性が低下します。

カタクリとギフチョウ

（３）平野部の
平野部の農業地域
平野部の農業地域は、稲作を効率的に行うために形成されてきた地域で、平坦な水田が一面に広
がり、森林がほとんどない点が特徴です。水田耕作が行われるなど、二次的自然を生産の場として
いる点では里山と共通しますが、地形や景観をはじめ、環境や利用形態においては、かなり異なっ
ています。
湖沼や沖積平野に発達した本県の水田は、
かつては沼田などと呼ばれる湿田が多くありましたが、
農作業の機械化を目的としたほ場整備が進行し、これにより乾田化が進んでいます。水田を取り巻
く水路などは、水田地帯に特有な生きものの生息・生育空間となっており、同時に人間の生産活動
の場として重要な地域です。

平野部の農業地域（手取川扇状地）

加賀平野の水田（小松市）

この地域では、春夏には、サギ類、カルガモ、コチドリなどが、秋冬には、ツグミなどが見られ
ます。広い水田は、冬鳥として渡来し、湖沼をねぐらとするカモ類の重要な餌場になっています。
水田地帯に隣接するヨシ原では、オオヨシキリやセッカが繁殖します。水田の水源は、河川や湖沼
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などで、水は用水路を通して水田に供給され、排水路を通して河川に注ぎます。水田とその周辺の
水路は、メダカなどの魚類、トノサマガエルなどの両生類、水草などが生息・生育しています。
手取川扇状地の小川や水路の一部は、小型の淡水魚であるトミヨの生息地となっています。県下
でのトミヨの生息場所は、能登の一部と白山市だけとごく狭い地域に限定されており、地下水の供
給のある小川・水路の環境が重要となっています。
一方、農業の近代化や効率化を目指した過去のほ場整備による乾田化やパイプライン化などによ
り、メダカ等の水路や水田を生息・生育地とする生きものが減少しています。また、水田と水路の
落差工によって、ナマズ等の水田を繁殖地とする魚類の移動が阻害されています。夏場に水田の水
を抜く中干しの実施が定着し、この時期に水田で繁殖するトノサマガエル等の生きものは、著しく
減少しています。

■トピックス■ トミヨの
トミヨの保全活動
トミヨは小さなトゲウオの仲間で、湧水のある水域に生息しています。雄が水草で鳥のような巣を作り、そこに雌を
誘い込んで産卵させ、雄が卵を保護する習性があります。かつては県下
に広く見られたようですが、地下水位の低下などに伴って著しく減少し、
現在では志賀町の鷺池と、手取川河口付近に見ることができます。県条
例により「県指定希少野生動植物種」とされ、捕獲等が禁止されていま
す。
一部の生息地では、地元自治体、特定非営利活動法人などによる保全
活動が行われています。白山市美川町では、県と市によってトミヨ増殖
池が設置され、地元の子どもたちに対する普及啓発とトミヨの保護増殖
が図られています。また鷺池では、ほ場整備事業の一環として生息地の

トミヨ

整備がなされ、地元を中心とした保全が図られています。

（４）河川・
河川・湖沼
本県の河川は、富山県及び福井県境の一部を除き、集水域が全て県内で完結しているという特徴
があります。主な河川として、手取川、梯川、大聖寺川、犀川、浅野川、町野川などが挙げられま
す。本県は山地が急峻で平野が少ないため、勾配が大きく、比較的短い河川が多く、最長の手取川
でも長さ（幹川流路延長）は 72km です。特に能登地方には、短い河川が多く見られます。
海岸に沿って湖沼が点在することも本県の特徴の１
つです。どの湖沼も、もともと海であった場所に砂が
堆積して仕切られてできた海跡湖であり、水面標高は
1ｍ以下と極めて低く、
水深も浅いものとなっています。
最大の湖沼は河北潟（4.13ｋｍ2）で、他に邑知潟、木
場潟、柴山潟などがあります。本県の湖沼ではこれま
で、大規模な干拓事業や、治水、利水のための各種事
業が実施されてきました。

河北潟東部承水路

これらの河川や湖沼は、淡水魚類、水鳥、水生昆虫、水生植物などの生息・生育環境として重要
です。確認されている魚類の種数は、手取川で 38 種、河北潟では 78 種にものぼります。また河北
潟、邑知潟は、ガン・カモ類をはじめとした渡り鳥の渡来場所としても重要です。河北潟周辺の湿
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田には、
分布域が限られている大型の希少なミミズであるハッタジュズイミミズが生息しています。
金沢市の市街地を流れる犀川、浅野川をはじめ本県の河川には清流が多く、市街地ときれいな河
川が接している場所が多くあります。人が暮らす場所のすぐ脇に、アユやサケが遡上する川が流れ
ていることは、本県の誇るべき点といえます。
湖沼は干拓などにより大きく姿を変えてきましたが、干拓地には広いヨシ原が形成され、多くの
生きものにすみかを提供しています。県指定希少野生動植物種に指定されている、草原にすむタカ
の仲間チュウヒは、河北潟を中心とした湖沼の周囲に広がるヨシ原を中心に生息しています。ヨシ
原は、ヨシゴイ、オオヨシキリなどの様々な鳥類の繁殖地となり、夏から秋にかけては、ツバメの
ねぐらともなっています。また水辺に接した部分は、コイをはじめとする魚類の産卵場所となって
います。このように、人が副次的に形成したヨシ原は、本県の生物多様性を高めるうえで重要な役
割を果たしています。
一方、一部の河川では、利水や災害対策の必要性から、堰などの構造物が築かれましたが、アユ
の遡上が阻害されるなど、魚類の移動や繁殖の妨げとなったり、礫河原の面積減少による、このよ
うな環境に生息・生育するカワラバッタやカワラヨモギなどの減少が現れています。
湖沼では、生活排水や農業排水の流入などにより、窒素やリン等による富栄養化や、ヨシ原の減
少による生きものへの影響が懸念されています。さらに、オオクチバスやブルーギル等の外来魚に
よる在来の魚や水生生物への影響も問題になっています。

■トピックス■ 坂網猟と
坂網猟と片野鴨池
マガモ、コガモ、ヒドリガモなど、多くのカモ類は冬鳥として日本
に渡来します。１年中見られるカルガモを含め、身近な水辺に生息す
るカモ類は狩猟対象として重要で、治部煮や鍋料理など、冬の味覚と
して親しまれてきました。多くのカモ類は夜行性であり、日中は安全
な水面で休息し、夕方に飛び立って水田などに移動し、落穂などの食
物をとります。
加賀市の片野鴨池では、伝統的なカモ猟の手法である「坂網猟」が
続けられています。この猟法は江戸時代に大聖寺藩で始められ、以降、
武士の鍛錬のため推奨されました。鴨池は、カモ類（主にマガモ）の
日中の休み場所となっています。夕方になるとカモ類は、周囲の水田
で採食するために一斉に飛び立ちます。その性質を利用して、鴨池周
辺の小高い位置（坂場）から、熊手の形をした大きな網を上方に高く
投げ上げてカモ類を捕る方法が坂網猟です。この猟法は現在でも行わ
れていますが、鴨池に渡来するカモ類を大きく減らさず、持続的に利
用する伝統的な方法として注目されています。

坂網猟（写真提供：日本野鳥の会）
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（５）都市
都市は他の環境と異なり、人が人のために形成した環境であり、城跡や社寺仏閣などの歴史的建
造物や緑地の配置も含めて、その地域の歴史、文化が集中しています。
本県には、金沢市、七尾市、小松市、加賀市などの主要都市があります。こうした都市には、人
が創出し、継続的に手を入れて維持してきた緑地
があります。本県の平成 21 年度末の一人あたり
都市公園面積は 12.87 ㎡と、全国平均（9.66 ㎡）
よりも高い水準を維持しています(図 28)。
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特に県内最大の都市である金沢市は、市街地に

8

も豊富な緑地があり、犀川と浅野川にはさまれた

6

小立野台地の段丘崖に沿って連なる緑地から、兼

4

六園、金沢城公園まで続く緑のネットワークもで

2

き上がっています。市内の都市公園面積は 500ha

0

全国平均
石川県

を超え、人口 40 万人程度の地方都市としては、全
国的に見て比較的高い水準にあります。
こうした都市の緑地は、様々な生きものに生
息・生育環境を提供しています。例えば金沢城公
園では、656 種の植物が確認されており、スダジ

図 25 一人あたり都市公園面積
「都市公園等整備現況調査」

イ、タブノキ、ヤブツバキ、モミなど極相林を構
成する樹種も多く、中には樹齢 300 年に達するものもあります。また、タヌキ、アオバズク、モリ
アオガエル、ヘイケボタルなど様々な動物が園内に生息しています。市内中心部にこのような生き
ものが生息・生育していることは、自然と人間との共生を象徴するものとして特筆されます。
市内に張り巡らされている用水は、都市景観の形成上、重要なポイントであるとともに、上下流
で河川と繋がっているため、淡水魚類や水生昆虫、甲殻類などが生息し、生物の生息環境としても
一定の重要性を有しています。
都市住民にとって都市の緑地は、散策、野鳥観察、植物写真の撮影など、自然とのふれあいの場
として大切な空間です。春の花見、初夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色など、季節の移り変わりを
実感できる場として貴重であると同時に、都市の景観を形成するという観点からも、緑地や用水は
重要な役割を果たしています。
一方、里山の荒廃により、市街地にもクマやイノシシなどの野生動物が出没するケースが増えて
います。また、都市の空き地などにはオオキンケイギクなどの外来植物も増えています。
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■トピックス■ 金沢城公園のモリアオガエル
金沢城公園のモリアオガエル
６月、金沢城公園に点在する水辺を訪れると、水面に張り出した木の枝に白
い塊が見られます。大きさは大人の握り拳くらいで、大きなものはリンゴくら
いもあります。これはモリアオガエルが作った泡状の巣で、この中に数百個の
卵が産み付けられています。産卵は主に夜に行われ、雌は雄を背負って高い木
に登り、粘液を後足で泡立ててメレンゲのような泡巣を作ります。
モリアオガエルは、本丸の池や湿生園でも繁殖しますが、最も多いのは内堀
です。菱櫓（ひしやぐら）を背景に見る泡巣はなかなか絵になります。内堀は
水がきれいでオオクチバスやコイなどの強力な天敵が存在せず、隠れ場所とな

モリアオガエル

る石垣や産卵に適した植物も多く、モリアオガエルにとって重要な繁殖地になっています。卵は数日間で孵化し
て、オタマジャクシは水中に落ちて育ちます。１～２ヶ月で小さいカエルになり、樹林に移動して草や木の上で
育ちます。
モリアオガエルは、深い森と天敵の少ない池がセットになった環境がないと生息できません。金沢市の中心部
にある金沢城公園に住みついているこのカエルは、本県の自然共生のシンボルともいえるでしょう。

（６）里海を
里海を含む沿岸域
人々が様々な海の恵みを得ながら生活するなど、人の暮らし
と深い関わりを持つ沿岸域を里海と呼びます。里海は生産性が
高く豊かな生態系を持ち、魚類の産卵場所や稚魚の生育場所な
ど、海の生きものにとっても重要な場所です。
本県は三方を海に囲まれ、582km にも及ぶ長い海岸線を有し
ています。加賀地方から能登地方南部にかけて（加賀市から羽
咋市にかけて）は、遠浅の砂浜海岸が続き、それ以北の能登地
方には岩礁海岸が多く見られます。冬季に北西の季節風による
強い波をまともに受ける西側と北側は外浦海岸、比較的穏やか

増穂浦

な東側と南側は内浦海岸と呼ばれています。
外浦や内浦の岩礁海岸には、ホンダワラ類からなる藻場が、
内浦の七尾湾などには、アマモ類からなる藻場が広がり、これ
らの面積は全国第３位とされています。藻場は海の生きものの
産卵や生息場所として、大変重要な環境です。
外浦海岸は岩礁が主体ですが、
様々な貝類が生息し、
「歌仙貝」
（さくら貝と称されるカバザクラガイやベニガイなど）で有名
な増穂浦や、
「泣き砂」で知られる琴ヶ浜などの砂浜海岸も点在
しています。また輪島市の北に位置する七ツ島は、国設鳥獣保
護区に指定されており、大島を中心として、オオミズナギドリ

ツルアラメを主体とした藻場

やウミネコのコロニー（集団繁殖地）が形成されているほか、
荒三子島では、希少種であるカンムリウミスズメの繁殖が確認されています。さらに北にある舳倉
島は、全国有数の渡り鳥の中継地であり、大陸系の迷鳥も見られるなど、バードウォッチングの島
として全国に知られています。
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内浦海岸には、岩礁のほか、比較的水深の浅い入り江やリアス海岸も随所にあります。中でも閉
鎖性の内湾である七尾湾は、マナマコ（なまこ）
、シロウオ（いさざ）
、ボラなどの漁をはじめ、カ
キの養殖も盛んであり、本県でも特徴的な漁業や食文化が培われてきた典型的な里海といえます。
またここは、マダラの幼魚などの生育場所としても重要であることが分かっています。
砂浜海岸としては本州唯一のイカリモンハンミョウ生息地である羽咋海岸、本州日本海側唯一の
「シギ・チドリ類の重要渡来地」
（環境省選定）であるかほく市
の高松海岸、同じくミユビシギをはじめ、シギ・チドリ類が渡
来する手取川河口近くの美川海岸、海浜植生の自然性が高く、
イソコモリグモやイソスミレなどの希少種が生息・生育する加
賀市の塩屋海岸などが、生物多様性の保全上、重要な海岸とな
っています。
一方、
これらの砂浜海岸では侵食が進んでいるところもあり、
生きものへの影響が懸念されています。また、海浜への自動車
の乗り入れが、希少なイカリモンハンミョウやイソスミレ等の
生息・生育に影響を及ぼしているとの見解もあります。

ミユビシギ

■トピックス■ 藻場の
藻場の重要性
本県の海岸には広大な藻場が見られます。藻場の面積は、北海道、青森県に次いで全国第３位といわれ、藻場
の広さは本県が全国に誇ることのできるものです。藻場には、岩礁海岸に生息するホンダワラ類を中心とする「ガ
ラモ場」と、内湾の砂浜海岸に生息するアマモ類からなる「アマモ場」がありますが、本県では両方が見られま
す。ガラモ場は能登の外浦と内浦の岩礁で、アマモ場は主に七尾湾で見られます。外浦と内浦の藻場の構成種は
少し異なっていて、外浦ではツルアラメやクロメ、ヤナギモクが多い藻場
が発達します。
藻場は魚類などの産卵場所及び稚魚の生育場所として重要で、里海の資
源量を維持し、生物多様性を高めるうえでとても重要な働きをしていま
す。ガラモ場の主要な海藻であるアカモクなどは、高さ（長さ）10ｍにも
達し、海の中に「海中林」と呼ぶにふさわしい景観を作り出します。
種類による違いはありますが、海藻は秋から春にかけてどんどん成長
し、春先に最も長くなります。その後、根元から抜けたり千切れたりして
海面に浮いて漂います。漂う海藻の塊は流れ藻と呼ばれ、多くの魚類や甲
殻類の住みかとして重要です。特にブリの稚魚は、体が海藻に似た褐色で、
流れ藻の下に群れて生活しており、
「モジャコ」と呼ばれています。ブリ
の養殖には、このモジャコが用いられています。
藻場は、普段の生活で目にすることはあまりありませんが、本県の海の
生態系や水産業を支え、本県の生物多様性を特徴づけるとても重要な自然
なのです。
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ガラモ場

４ 生物多様性に関わるその他の現状
（１）高等教育、研究機関等の集積
本県には、２０もの大学などの多様な高等教育機関が集積しており、金沢大学の「能登半島里
山里海自然学校」などの取組のほか、里山里海に関する様々な取組が行われています。2008 年に
は、世界的な調査研究等を行う国際連合大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・
ユニットが金沢市に設置され、里山里海に関する調査研究が進められています。
① 金沢大学の取組
金沢大学角間キャンパスは、金沢市東部の丘陵地に位置し、昔から金沢市民に食料や薪炭を
供給してきたかつての里山であると同時に、貴重な自然環境となっています。1997 年、大学に
より角間キャンパス(201ha)の約３分の１にあたる林地が、自然環境保全林（62ha）と自然園
（12ha）に指定され、その後「里山ゾーン」と総称されるようになりました。同大学では 1999
年に、この里山ゾーンを整備し学内外へ開放する「角間の里山自然学校」を開設し、
「里山プロ
ジェクト」
（現「里山里海プロジェクト」
）がスタートしました。
また、能登でも 2006 年に「能登半島・里山里海自然学校」を開設し、珠洲市三崎町の「能登
学舎」では、
「能登里山マイスター」
、
「能登いきものマイスター」などの養成講座を展開し、環
境に配慮した農業の担い手など地域活性化を担うリーダー等の育成を行っています。
さらに 2010 年には、
「角間里山本部」や「能登オペレーティングユニット」を立ち上げるな
ど、金沢、能登の両地区において、里山里海に関する研究、教育活動をさらに強力に支援する
体制を整備しました。
② 国際連合大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットの取組
国際連合大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットは、国際連合のシンクタン
クである国際連合大学高等研究所の支部として、2008 年４月に金沢市に設置されました。

持続可能な社会づくりに向け、研究、政策および地域のパートナーとの連携を図ることを目的
に、生物多様性に関連する研究活動、セミナー、シンポジウムなどの開催を行っています。
同ユニットは、「日本の里山里海生態系評価」北信越クラスターレポートの作成にも貢献し、富
山湾、七尾湾、舳倉島を対象とした調査報告は、里海アネックスとしてレポートに掲載されました。
現在、「能登の里山里海」の登録申請を行っている世界農業遺産（GIAHS）に関しても、COP10
に先駆け、国際連合大学サステイナビリティと平和研究所とともに、県内でワークショップを開催し
ており、本県の里山里海が全国に広く知られるきっかけともなりました。
（２）自然や里山に関心が高い県民、企業
2001 年に開校した「いしかわ自然学校」には年間約 30 千人が参加し（2009 年度）、里山活動
のモデル拠点である「夕日寺健民自然園」は約 43 千人が利用（2009 年度）するなど、自然や自
然とのふれあいに関心が高い県民が増加しています。また、県有林における企業の森づくり活動
や里山保全再生協定による里山整備など、企業や特定非営利活動法人などによる活動も盛んに行
われるようになっています。
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５ 課題
2010 年に国が発表した「生物多様性総合評価報告書」によれば、日本全国での過去 50 年間の生
物多様性の損失要因として、過去には開発・改変の影響（第１の危機）が最も大きかったが、現在
では里山の手入れ不足・管理の減少など、人間活動の縮小による損失（第２の危機）が増大しつつ
あると報告されています。
本県はこれまでも述べてきたとおり、
県土に占める里山里海の割合が約６割と大きいこともあり、
里山里海における第２の危機が特に深刻です。本州最後のトキ生息地でもあった本県の里山や能登
半島を中心とする豊かな里海は、ライフスタイルの変化、都市部への人口流出などによる過疎高齢
化の影響を受け、大きく変化しつつあります。本県の生物多様性を保全するうえで、こうした里山
里海が抱える課題を解決していくことが極めて重要です。
ここではその課題を整理し、本県の生物多様性の保全に向けた方向性について触れます。
（１）里山里海に
里山里海に関する課題
する課題
①人間活動の低下に伴う課題
二次林や水田などの多様な環境がモザイク状に入り組む里山は、山間の水田における稲作や
二次林での薪・炭の生産、草刈などの様々な人間活動による適度な撹乱を受けなくなることに
よって、以前の生物多様性を急速に失いつつあります。里山の利用が行われなくなると、二次
林では樹木の大径木化や竹林の拡大が進行し、林内が全体的に暗くなることから、明るい林床
に生育するササユリ、エビネ、キンラン、カタクリなどの植物が減少し、そうした植物に依存
するギフチョウなどの昆虫も減少します。マツタケをはじめとするキノコ類の減少も指摘され
ています。
また、農業の近代化や、生産調整による水田の減少、乾燥化は、メダカ、カエル、トンボな
どの水辺の生きものに大きな影響を与えています。「いしかわレッドデータブック」掲載種の
約３分の２は、里山などの身近な環境に生息・生育している生きものです。
一方、人手が入らずうっそうと茂った里山は、クマやイノシシにとって生息しやすい環境と
なり、里山を主な生息地とするクマの出現が推測されています。イノシシは奥能登地域まで生
息地を拡大しており、
これらによる農林業への被害や集落への出没などが問題になっています。
これらの里山が抱える問題に対しては、地域の特性に応じた効果的な里山の利用や保全、管
理の仕組みづくりを進め、人が住み続けられる里山を創出し、里山に人の手を戻していく必要
があります。今後、人も生きものもにぎわう里山を創造し、将来にわたり維持していくため、
人と里山の新たな関わり方が重要な課題となっています。
②里山里海の農林水産業に関する課題
農業については、耕作放棄地の増加や、水路・ため池などの管理が十分になされないことな
どにより、かつての水田環境が失われつつあります。そのため、農業の振興を図り、生物多様
性に配慮した農業技術の開発や農法の実施、基盤整備等が求められます。
林業については、木材価格の低迷や採算性の低下等により、人工林において間伐や下刈りと
いった管理が十分に行われなくなっており、森林が持つ水源涵養、土砂流出防止などの公益的
機能の低下が懸念されています。そのため 2007 年から、いしかわ森林環境税を活用した手入れ
不足人工林の強度間伐を行い、公益的な機能の回復を図っています。一方、林業の一層の振興
を図ることにより、適切な間伐等による多様で健全な森林への誘導も求められます。
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水産業については、資源の回復と持続的な生産を確保する場としてだけではなく、地域資源
を活かした元気な漁村の形成にとっても、里海の重要性が増しているといえます。七尾湾でア
カガイの不漁が続くなどの現象が現れており、里海における生息環境の劣化も懸念されていま
す。里海の持続可能な利用を続けていくためには、栽培漁業や養殖業の振興、藻場の造成など
の生息環境の整備など、水産物の安定供給に向けた取組が重要です。また、沿岸域における水
産資源の適切な保全・管理のため、的確な資源の評価をもとに、地域の合意に基づき自主的な
資源管理を進める取組が必要です。
これら農林水産業においては、従事者の高齢化や担い手不足が深刻な状況にあり、後継者の
育成も大変重要な課題です。
③里山里海の価値に関する課題
過疎高齢化が進行する中で、伝統的な農林水産業に回帰し、守るだけでは、里山里海を保全
していくことはできません。里山里海に新たな経済的価値や産業を生み出す、新しい形での管
理を行っていく必要があります。里山里海の今日的な価値を見いだして「里山里海ビジネス」
として成立させて行くことは、今後の本県の生物多様性の保全や持続可能な利用において、重
要な課題です。
また、本県の里山里海を保全していくためには、里山里海における主たる産業である農林水
産業の維持、振興が不可欠です。このため、特色ある農林水産物や生物多様性を地域の資源と
して捉え、それらを持続可能な形で利用するなどの取組を、今後さらに発展させていくことが
求められています。例えば、地域の自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験、学習する
エコツーリズム、農業体験を伴うグリーン・ツーリズムなど、農林水産業を含めた地域資源と
観光業とを結び付ける取組はその１つです。
また、耕作放棄地や手入れ不足森林の増加に加え、人口や世帯数の減少、ライフスタイルの
変化などによって、里山里海本来の自然景観が失われつつあるとともに、里山での暮らしを通
して形づくられてきた集落の景観も失われつつあります。日本の原風景ともいえる里山の景観
は、里山地域の大切な資源であり、エコツーリズムやグリーン・ツーリズムを推進するうえに
おいても重要です。それらの景観の保全再生や耕作放棄地等における景観作物の栽培など、積
極的な景観形成の取組が求められます。
（２）生態系や
生態系や生物種に
生物種に関する課題
する課題
①生態系のつながりに関する課題
奥山から海にいたる生態系は、河川によってつながっています。河川は、水源である山地、
森林から栄養塩類やミネラル分を運び、豊かな海の生態系を育むとともに、サケやアユなどの
海と河川を行き来する多くの生きものの移動経路にもなっています。しかし、森林の荒廃や、
利水、災害防止のための河川改修等により、河川のこのような機能は低下しつつあります。
また、河川と水田、ため池は水路でつながり、これらのつながりは、多くの生きものの繁殖
や生存にとって重要な役割を果たしていますが、里山での耕作放棄地の拡大等によって、この
ようなつながりが分断され、生きものに影響を与えています。
豊かな生物相を有する県土を維持、形成していくためには、このような水による生きものの
生息・生育空間のつながりや適切な配置が確保された生態系ネットワークを形成していくこと
が求められます。しかし、その実現手法等については、本県のみならず、全国的にもまだ確立
しているとはいえず、本県の河川の状況、流域と海の生態系との関連性などの調査研究を進め
ることが必要です。
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②種の保存と野生生物の保護管理に関する課題
県鳥イヌワシをはじめとして、本県に生息・生育する生きもののうち、絶滅の危機に瀕して
いる種は少なくありません。「いしかわレッドデータブック」（2009、2010）には、絶滅のお
それのある野生生物が、動物種、植物種合わせて 571 種掲載されています。
このうち特に絶滅の危険性が高い種として県条例に基づく希少野生動植物種に指定されてい
るサドクルマユリ、オキナグサ、サギソウ、トキソウの減少は、園芸用として採取されること
のほか、生育地である里山などの環境が変化したことによると考えられています。これらの絶
滅のおそれのある種を保護するためには、生息・生育環境の保全・再生が最も重要ですが、生
物種としての絶滅を回避するためには、トキのように生息域外における保護増殖が必要となる
場合もあります。
一方で、里山の手入れが不足することにより、人と大型野生動物との緩衝地帯としての機能
が消失し、クマやイノシシなどが人里や市街地にまで出没し、人身事故や農業被害が増大して
います。
大型野生動物による被害を防止するためには、人と野生動物のすみ分けを明確にして、野生
動物が人里に出てこないようにする対策が必要です。
③外来生物に関する課題
県内では、「特定外来生物による生態系に関わる被害の防止に関する法律」で指定されてい
る特定外来生物９種の生息・生育が確認されています。
里山の水田や水路、ため池ではオオクチバス、ウシガエル、アメリカザリガニなどが定着し、
在来生物が捕食され減少しています。特に能登地方では、希少なゲンゴロウ類などの水生昆虫
に大きな影響を及ぼしています。また、河原や道路法面などでは、オオキンケイギクが急激に
増加しています。
白山では登山者や工事車両による種子の持ち込みによって、オオバコ等の低地性植物が高山
帯に侵入し、高山植物と交雑するなどの問題が生じています。
こうした外来生物を防除し、これ以上の拡大を防ぐためには、県民への普及啓発の一層の推
進を図り、県民あげて侵入防止や防除対策に取り組むことが必要です。
（３） 人材や
人材や普及啓発に
普及啓発に関する課題
する課題
①里山里海を担う人材に関する課題
過疎高齢化等により地域住民だけでは里山里海の利用保全に取り組むことは困難な状況にあ
り、都市住民によるボランティアや特定非営利活動法人、企業などの多様な主体の活動への参
画が必要です。そのためには、地域とこれらをつなげ、活動を適切に推進するコーディネータ
ーや、地域おこし等をサポートするアドバイザーなどの人材を育成する必要があります。
また、
里山里海における主たる産業である農林水産業を担う従事者が減少していることから、
引き続きこれらの産業の振興を図るとともに、その人材も育成することが必要です。
②普及啓発に関する課題
生物多様性の保全や里山里海の利用保全を進めていくためには、県民一人一人が生物多様性
や里山里海から得られる恵み（生態系サービス）について理解し、それらに配慮した生活を行
うことが必要です。本県では近年、県民のこれらに関する理解が進みつつあるものの、まだ十
分とはいえず、県民に分かりやすい方法で普及啓発を充実させていくことが重要です。
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加えて、県民の自然とのふれあいの機会を増やし、自然や生きものを身近なものとしてとら
え、保全に取り組む意欲を高めることも必要です。
③調査研究に関する課題
生物多様性や里山里海の利用保全を適切に推進していくためには、科学的データに基づくこ
とが重要です。本県では、環境分野や農林水産分野などで生物多様性に関わる調査研究機関が
あり、大学などの学術研究機関などと連携しながら、様々な調査研究を行っています。大学や
学術研究機関、各種の研究団体、専門家等においても、独自に様々な調査研究に取り組んでい
ますが、情報共有などの連携が必ずしも十分ではなく、その成果が十分に生かされていないケ
ースも見られます。これらの研究機関等のネットワーク化や科学的データの集積などの取組が
求められます。
一方、これまでデータが少なかった生態系の連続性や里山里海に関する横断的な調査研究の
推進についても今後の課題です。
（４）地球温暖化に
地球温暖化に関する課題
する課題
地球温暖化は生物多様性にとっても重大な危機です。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
第４次報告書では、世界の平均気温が産業革命前より 1.5～2．5℃以上高くなると、動植物種の 20
～30％で絶滅リスクが増加する可能性が高くなるとされています。
本県では、高山帯としては日本の最も西に位置し孤立峰である白山の高山植物などへの影響が
懸念されます。また里山では、積雪量の減少によって、雪に弱いとされるイノシシが増加し、農林
業被害をもたらしています。同じく雪に弱いニホンジカの定着、繁殖も懸念されています。一方、
海では、サワラなどの南方系の魚の水揚げが増えるなど、南の生きものの北上により、これまでの
生物相が変化していく可能性があります。
地球温暖化防止のため、国では、温室効果ガスの排出量を 1990 年比で、2020 年までに 25％、2050
年までに 80％の削減を目指しており、本県においても、県民一人一人がこれまでのライフスタイ
ルを見直し、
低炭素社会や循環型社会など、
持続可能な社会づくりを実現していく必要があります。
また、
地球温暖化が生態系に及ぼす影響についてのモニタリングや対応策に関する調査研究も重
要な課題です。
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第３章 目標
県土の大部分を占める本県の里山は、南北両系の植物が見られるなどの特徴を有し、その多様な
自然環境は、全国に誇りうる多くの生きものの生息・生育空間になってきました。また里山は、本
県の独自の食文化や伝統文化を育むなど、様々な恵みを県民にもたらしてきた身近な自然です。
しかし今、本県の里山に危機が迫っています。石油やガスへのエネルギー転換などに伴い、薪炭
林等としての利用がなくなり、里山は放置されるようになりました。また、平地に比べ効率が悪い
里山の農業は敬遠され、耕作放棄地も増えてきました。長い間、人と密接に関わってきた里山が放
置され、荒廃が進み、かつて森林や農地、草地、ため池などがモザイク状に存在していた里山の環
境が失われつつあります。また、里山と海は河川でつながっています。里山から流れ出す栄養塩類
は、プランクトンや海藻等に取り込まれ、食物連鎖を通じて、魚類をはじめとする多様な生きもの
を育み、豊かな里海を創り出してきました。里山の荒廃が里海の生物多様性へ影響を及ぼすことも
懸念されています。
このように、本県の生物多様性を保全していくうえにおいて、里山里海の利用保全は特に重要な
意義を持っています。本戦略ビジョンは、人の手が加わることにより、生きものにやさしい自然環
境が維持されるという里山里海の本来の特性を踏まえ、里山里海での生業の創出につながる新たな
価値の創造や、県民、企業、特定非営利活動法人などの多様な主体の参画による里山里海づくりの
推進など、幅広い分野の施策を通じ、多様な生きものが生息・生育する、いのちにあふれた里山里
海を未来に継承し、人と自然が共生する持続可能な社会の構築を目指すものです。
１．中長期目標（2050 年目標）

いのちあふれ トキが舞
トキが舞う 里山里海を
里山里海を未来の
未来の世代へ
世代へ
私たち人間は、生物多様性から様々な恵み（生態系サービス）を受けて暮らしています。生物多
様性は、人間を含めた全ての生きものの生命を支える基盤であり、生物多様性を保全し支えること
は、私たちの生活そのものを支えることに他なりません。
また「生物多様性」という言葉は理解が難しいため、私たちの生活と「生物多様性」や「里山里
海の利用保全」を結びつけ、その視点を暮らしに取り入れたり、どのように里山里海の利用保全を
進めていけばよいのかを理解したりするのは、なかなか困難です。
このため、本戦略ビジョンでは、県民の皆さんに理解していただけるように、1970 年まで本県を
本州最後の生息地とし、2010 年からいしかわ動物園で分散飼育を開始した県民に馴染みが深いトキ
を、本県の生物多様性の保全や里山里海の利用保全の推進に向けたシンボルとします。
トキは我が国では一度は絶滅してしまった鳥ですが、里山里海を生息地としていました。トキが
生息するためには、ドジョウなどエサとなる多様な生きものが豊富な水田やため池、ねぐらとなる
健全な森林が必要です。トキが再び舞うことができる、生きものが豊かな里山里海を創造していく
ことが、本県の生物多様性の保全につながり、ひいては私たち人間にとっても安全で安心な環境と
心の豊かさをもたらしてくれるものです。
これを踏まえ、2050 年までに本県が目指す中長期目標を上記のとおりとしました。
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目標期間である
目標期間である 40 年後（
年後（2050 年）のビジョン（
のビジョン（望ましい姿
ましい姿）
● 生物多様性への
生物多様性への配慮
への配慮が
配慮が社会に
社会に浸透した
浸透した「
した「いしかわ」
いしかわ」
多くの県民が里山里海の保全活動や体験学習に参加し、生物多様性保全の重要性と生態系サー
ビスの持続可能な利用について理解が浸透した結果、県民に生物多様性に配慮したライフスタイ
ルが定着しています。里山里海地域では、地域資源を活用したビジネスに就労している者の定住
が進むとともに、この地域で多くの時間をレクリエーションやボランティアの場として過ごす
人々が増加しています。
企業は、その事業活動が生物多様性に及ぼす影響を理解し、生物多様性に配慮した製品やサー
ビスの提供が進むとともに、里山里海の利用保全に取り組むＣＳＲ活動が盛んに行われています。
また特定非営利活動法人等の団体は、里山里海の利用保全活動やそれらを通じた地域振興活動な
どを展開し、多くの県民が協力、参加しています。
● 生物多様性が
生物多様性が確保され
確保され、
され、野生のトキが
野生のトキが舞
のトキが舞う「いしかわ」
いしかわ」
耕作放棄地や手入れ不足森林の適切な利用が進む一方、環境配慮型農業の手法が浸透し、生態
系ネットワークの保全再生が進んだ結果、絶滅が危惧されていた野生動植物が普通に見られます。
トキやコウノトリも、田んぼや川辺でエサをとり、集落の裏山に巣をかけるなど、生きものでに
ぎわう里山が県内全域に広がっています。
また、都市近郊や集落近くまで広がっていたツキノワグマやイノシシの生息地は、緩衝地帯と
なる里山の適切な整備や管理により、人との住み分け対策が進むとともに、適正な生息数に維持
する捕獲管理対策により、人や農作物に対するトラブルも発生しなくなっています。外来生物は、
県民一人一人の意識の向上と防除活動の浸透により、一部の地域にしか見られなくなっています。
● 生物多様性保全の
生物多様性保全の取組を
取組を世界に
世界に発信する
発信する「
する「いしかわ」
いしかわ」
生物多様性の保全と伝統的な工芸文化や景観保全の視点を基盤に、以前は見過ごされてきた里
山里海の資源を積極的、持続的に利用することよって、里山里海地域における創造型地場産業や
エコツーリズム等の生物多様性保全型観光を核とする本県の地域振興が軌道に乗っています。
そして、こうした取組が世界に向けて発信され、国際的な生物多様性保全のモデルとして注目
されています。

トキが舞う石川の里山（イメージ）
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２．短期目標（2020 年目標）
本県における生物多様性をめぐる現状と課題を踏まえ、本戦略ビジョンは、里山里海の利用保全
を中心に据えることにしました。里山里海を元気にしていくには、里山里海に新たな価値を創り出
すとともに、県民や企業、特定非営利活動法人等の多様な主体が新しい里山里海づくりに参画する
必要があります。また、里山里海の生物多様性を確保するには、森から海までの生態系のつながり
や物質等の循環に配慮することや、絶滅のおそれのある生物種を保存し、野生生物を適切に保護管
理していくことも重要です。
これらを戦略として実行していくには、農林水産業の担い手をはじめ、様々な分野で多様な人材
を育成し、ネットワークを構築していくとともに、広く県民等に対し、里山里海や生物多様性に関
する理解の促進を図る必要があります。さらに、生物多様性の保全と利用は、人類共通の世界的な
課題であると認識し、国際的な視野を持って情報を共有し、発信していくことも大切です。
2010 年 10 月に愛知県名古屋市で開催された COP10 では、「愛知目標」が全会一致で採択され、
「2020 年までに、生物多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急な行動を実施する」ことが定め
られました。12 月には、2011～2020 年までの 10 年間を国際社会が協力して生態系保全に取り組む
期間とする「生物多様性の 10 年」が国際連合総会において採択されました。
これらを踏まえ、本県においても 2020 年を目標年次として、「トキが羽ばたくいしかわの実現」
を目指し、次の７つの重点戦略のもとに施策を展開していきます。
１．里山里海における
里山里海における新
における新たな価値
たな価値の
価値の創造
本県の里山里海には、生物多様性の恵みに育まれた輪島塗などの「漆器工芸」や白山麓の「牛首
紬」をはじめとする伝統工芸品の数々、能登で広く見られる「あえのこと」などの祭事、かぶら寿
司、いしり（魚醤）、キノコ、海藻などの食文化などが受け継がれており、それらは独自性の高い
文化的、歴史的な「人と自然の共生」の証であり、かけがえのない価値を持っています。また、生
きものに配慮した農林水産業の生産物、未利用バイオマス資源、地域特産品を活用した食、里山景
観などの地域資源が豊富に存在しています。
こうした地域資源の持続可能な利活用を通して、里山里海に新たな価値の創造を図り、生物多様
性や里山里海の保全を進めていきます。
２．多様な
多様な主体の
主体の参画による
参画による新
による新しい里山
しい里山づくり
里山づくり
里山里海地域における人口の減少や集落機能の低下の影響は、
耕作放棄地や手入れ不足森林の増
加となって顕在化しており、
農地や森林が持つ水源のかん養や土砂の流出防止などの公益的な機能
の低下が懸念される状況となっています。
また、農耕や森林の利用など、様々な形での人間による自然への攪乱が減少した結果、里山地域
では人間と共生して生息・生育してきた数多くの生きものが影響を受けています。
今後、里山里海の生物多様性を保全していくためには、「人が里山を利用する」という里山本来
のあり方を取り戻すことが重要ですが、過疎高齢化が進む中、地域住民や行政だけでは実現は困難
です。
これらを踏まえ、県民やボランティア、特定非営利活動法人、企業、教育・研究機関など、多様
な主体の参画を得て、里山里海での人と自然との新たな関係の構築を進めていきます。
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３ ． 森・里・川・海の連環に
連環に配慮した
配慮した生態系
した生態系の
生態系の保全
森から海まで生態系は河川でつながっており、森林から供給される栄養塩類は、川や海の生きも
のを育み、その流れはサケやアユなど川と海を行き来する生きものの経路となっています。
このため、森林や里山の整備、保全を推進し、水源かん養や土砂災害防止等の機能の維持、回復
を図るとともに、生態系のつながりを阻害しない河川改修や治水対策に留意することが必要です。
また、里山においては、河川や水田、水路、ため池などの水系がネットワークを形成しており、
魚類をはじめとする多くの生きものが生息・生育、繁殖するためにネットワーク間を移動していま
す。しかし、水田や水路の消失、ため池の管理不足、水田の中干し農法の普及等による乾田化など
によって、このような水系ネットワークが崩れつつあります。
これらを踏まえ、適切な物質循環や生きものの生息環境の連続性の確保、生態系ネットワークの
再生等を念頭に、都市を含めた流域全体の生態系保全の視点に立ち、森、里、川、海の連環に配慮
した生態系の保全を進めます。
また、大学や研究機関、特定非営利活動法人などと連携し、県内の河川の状況や流域と海の生態
系の関係性などの調査研究に努めます。
４．多様な
多様な人材の
人材の育成・ネットワークの
育成・ネットワークの推進
・ネットワークの推進
里山里海の利用保全活動を充実、拡大させていくためには、ボランティアや企業、特定非営利活
動法人など、多様な主体の参加をとりまとめ、地域住民と相互の合意形成を図りながら活動を支え
るコーディネーター、里山里海の地域おこし、地域資源を活用したビジネス等の展開をサポートす
るアドバイザーの役割が重要であり、これらを担う人材の育成を図ります。
また、里山里海の利用保全を推進するうえで農林水産業従事者の役割は大変重要ですが、その減
少は深刻な状況であり、後継人材の育成に積極的に取り組みます。
一方、生物多様性の保全や里山里海の利用保全活動のより一層の拡大を図るためには、活動に取
り組む人々や団体相互、これらと地域との連携、協力が不可欠であり、そのためのネットワークの
構築を推進します。
５．積極的な
積極的な種の保存と
保存と適切な
適切な野生生物
野生生物の保護管理
県内では、絶滅が危惧される生きものが増加しています。また、これまで普通に見られた生きも
のも減少しており、「いしかわレッドデータブック」には 1,000 種を超える種が掲載されています。
特に、その約３分の２が里山に生息・生育している種であり、里山の生態系の保全や種の保存は重
要な課題です。また、オオクチバスやウシガエル等の外来生物が増大し、在来の生きものへの影響
が懸念されており、その対策も重要な課題となっています。これらを踏まえ、里山里海の利用保全
の推進による生態系保全に加え、地域や専門家、各種保護団体と連携し、種の保存の取組や外来生
物対策を積極的に進めます。
一方、近年の気候変動に伴う少雪化傾向や里山里海地域の維持管理活動の低下などにより、イノ
シシやツキノワグマ等の大型野生動物が生息域や個体数を増やし、農林業被害や人的被害をもたら
していることから、このような野生動物の適切な保護管理を推進します。
６．生物多様性の
生物多様性の恵みに関
みに関する理解
する理解の
理解の浸透
生物多様性は、酸素、水、食料、資材等、人間に様々な恵みをもたらし、人の暮らしを支えてい
ます。このような生物多様性の恵みを持続的に利用し、享受していくためには、一人一人が生物多
様性や生態系サービスの重要性を理解し、生物多様性に配慮した暮らしを継続していくことが必要
です。
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また、人間の営みと深く結びついた里山里海の生物多様性を保全するためには、単に生きものや
自然環境を保護するだけでなく、健全な農林水産業が営まれることなど、人が里山里海を利用する
ことの重要性を認識し、実践していくことが必要です。このため、様々な場所や機会を活用し、県
民に分かりやすい方法でこれらの普及啓発を推進します。
また、自然環境や生きものについて、実際に体験し、ふれあい、学ぶことも重要であり、多くの
県民がそのような機会を得られるよう環境整備を図ります。
７ ． 国際的な
国際的な情報の
情報の共有と
共有と発信
生物多様性の保全と持続可能な利用は、本県だけの問題ではなく、人類共通の課題であることか
ら、広域的・国際的な取組や生物多様性に関連する諸条約、国際プログラムに積極的に参加、協力
していきます。
国は、世界中に広範囲に分布する二次的自然地域における、自然資源の持続可能な利用・管理を
進めるため「SATOYAMA イニシアティブ」の取組を進めることとしています。本県も、世界の里山的
地域で活動する団体が連携し、それぞれの取組の一層の推進を目指す「SATOYAMA イニシアティブ国
際パートナーシップ」への参画などを通じ協力していきます。また、国際連合大学高等研究所いし
かわ・かなざわオペレーティング・ユニット等の国際的な調査研究への貢献、世界の自治体や大学
との交流などを通して、国際的な情報の共有と世界への情報発信に取り組みます。

■トピックス■ 「都市」
都市」の生物多様性
現在、世界人口の半数以上は、いわゆる「都市地域」で生活しており、生物多様性を守っていくには、都市や地方
自治体も重要な役割を担っています。2008 年にドイツのボンで開催された COP9 においても、
「都市や地方自治体の参
画促進を呼びかける決議」が採択されているほか、
「都市における生物多様性とデザイン(URBIO:URban BIOdiversity
and design)」と呼ばれる都市計画に関する専門家のネットワークによる科学的なサポートも行われています。
そして COP10 においても、
「地方政府、都市、自治体と生物多様性に関する行動計画」が採択されたほか、COP10 関
連イベントとして「生物多様性国際自治体会議」が名古屋市で開催され、30 カ国 249 の地方政府・自治体関係者が参
加し、都市の生物多様性保全についての先進事例の紹介等が行われました。本県も里山里海の利用保全というアプロ
ーチから生物多様性を守る取組を発信しました。
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■トピックス■ 世界の
世界の里山
日本で里山や里地と呼ばれる人の手が加えられた二次的自然地域は、世界の様々な地域に存在しています。稲作や放
牧などそのスタイルは異なりますが、それぞれの地域の自然に適した持続的な土地利用が行われてきました。これらは、
フィリピンではムヨンやウマ、韓国ではマウル、スペインではデヘサ、フランス他地中海諸国ではテロワール、マラウ
イやザンビアではチテメネという名称で呼ばれています。

フィリピン

韓 国

インドネシア

アルゼンチン

48

■トピックス■ トキといしかわ
ニッポニア・ニッポン(Nipponia nippon)という学名をもつトキは、国の特別天然記
念物に指定されており、全長約 75cm、羽を広げると約 140cm の白色の鳥で、翼や尾は「ト
キ色」と呼ばれる独特の淡いピンク色をしています。日本のトキは残念ながら絶滅して
しまいましたが、その原因については必ずしも明らかではありません。本県には昭和 45
年まで本州最後のトキの「能里」が生息していましたが、繁殖のため佐渡へ移送したこ
とで、トキは石川県から姿を消しました。
本州最後のトキ「能里」

〔トキと
トキと人との生活史等調査
との生活史等調査〕
生活史等調査〕

県では、平成 21～22 年度まで、県内における過去のトキの生息状況やトキと人との関わりを探る、
「トキと人と
の生活史調査」として、江戸期の古文書や明治期以降の資料、新聞記事等の解読、県内各地でかつてトキを目撃
された方々からの聞き取りなどを実施しました。
その結果、1735～1738 年の「諸国産物帳」から、江戸中期には、近江、越前、加賀、能登、越中の広範囲でト
キがいたことが確認されますが、今回の調査で、金沢城の二の丸御殿に、天井に矢を配置して装飾された「矢天
井の間」という部屋があり、トキの羽根が他の鳥の羽根とは区別されて使われていたことと、江戸末期における
大火の復興時には、トキの羽根が足りていなかったことなども、今回の調査で分かりました。さらに、明治・大
正期のトキに関する資料が一切確認されなかったことも含めて、江戸末期か明治の初期の時点で、トキの生息数
が相当少なかった、または生息地が局地的だったことが推測されました。
新聞記事に「5、60 年前（明治初期）に山陰地方に極少数生息していたが、既に絶滅したと考えられていた珍
鳥のトキが、邑知潟の上空を 5、6 羽飛翔していた」とあり、
「明治初期の時点で全国的にトキが珍しい鳥だった」
と当時（昭和 5 年時点）も考えられていたことが分かります。
文献や聞き取り調査の結果、昭和初期には加賀地方には既にトキがおらず、一方、津幡以北の広範囲にトキが
生息していたことが推測されますが、能登の主たる生息地においても、トキを見た記憶がない人も相当数いるこ
とから、生息数自体は多くなかったと考えられます。また、トキは山間地の水田である「ヤマダ」によく見られ、
当時の「ヤマダ」はドジョウ、メダカ、タニシ、カエル、エビ、カニ、ゴリ、イモリ、サンショウウオ、マナズ、
ウナギなど、生きものの宝庫であったことが確認されました。

昭和初期の邑知潟周辺の水田
羽咋市で撮影されたトキ
（昭和３１年 撮影：村本義雄）
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〔絶滅からの
絶滅からの復活
からの復活〕
復活〕
昭和 39 年には本州でたった１羽が能登半島に残るだけになり、最後となったトキ「能里」は、昭和 45 年に人工
繁殖のために穴水町で捕獲され、佐渡に移されました。同じように昭和 56 年には、国内で最後に残っていた５羽が
佐渡島で捕獲され、日本の野生のトキは姿を消しました。その後の懸命な努力にもかかわらず、トキの人工繁殖は
思うように進みませんでした。そして、平成 15 年には最後の１羽が死亡し、日本のトキは絶滅してしまいました。
一方、中国から贈呈されたトキによる人工繁殖は成功し、順調に個体数が増えてきました。現在、国内では 150
羽を超えるトキが飼育されています。なお、中国のトキと日本のトキは遺伝子調査の結果、完全に同一種であるこ
とが判明しており、過去には大陸と行き来していた可能性も示唆されています。
飼育個体数が増加したことで、平成 15 年、国は日本の空にもう一度トキを復活させる「野生復帰」の取組をスタ
ートしました。しかし、今ある環境にただトキを放しても、トキは暮らしていけません。トキを飼育している佐渡
島では、国、自治体や特定非営利活動法人などにより、失われた里山の環境を取り戻すための自然再生の取組が続
けられました。そして平成 20 年、採餌、飛翔や天敵回避などの野生順化訓練を行ったトキが佐渡島で放鳥されまし
た。平成 22 年 12 月現在、30 羽を超えるトキが大空を羽ばたいています。その中には佐渡から石川県まで飛来した
ものも確認されています。

〔分散飼育〕
分散飼育〕
トキは長らく佐渡島のみで飼育され、人工繁殖の取組が続けられてきました。しかし鳥インフルエンザなどの伝
染病が発生すると、１ヶ所だけの飼育では全滅のおそれもあります。その危険を防ぐために、国はトキを各地に分
散して飼育する計画を進めています。平成 22 年１月８日、トキのつがい２組が新潟県佐渡市の佐渡トキ保護センタ
ーからいしかわ動物園に移送され、県内でのトキの分散飼育がスタートしました。本県では昭和 45 年１月８日、本
州最後のトキ「能里」が穴水町で捕獲されており、トキにとってはちょうど 40 年ぶりの里帰りとなりました。いし
かわ動物園では国や佐渡トキ保護センターと協力しながら、トキの人工飼育を進めています。平成 22 年には、２つ
がいから合計８羽のヒナが誕生し、順調に生育しています。このうち４羽は同園で飼育が継続されることになって
います。

動物園で飼育しているトキのつがい
（左：ひかる 右：ももか）

平成 22 年１月８日、佐渡から移送されたトキを
いしかわ動物園の繁殖ケージへ放鳥
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■トピックス■ ライチョウ

2009 年 6 月に、白山でライチョウのメス１羽が発見されました。白山は、後鳥羽上皇の御製句「しらやまの松の木
陰にかくろいてやすらにすめるらいの鳥かな」で知られるように、我が国でライチョウが文書に登場する最古の山であ
り、江戸時代には、ライチョウといえば白山といわれるくらい、全国に知られていたそうです。
しかし、白山は元々高山帯の面積が狭いこともあり、長い間、ライチョウの姿が見られず、絶滅したとされていまし
た。今回白山で発見されたライチョウは、羽の DNA 分析から、北アルプスや御嶽山などに生息するグループと同じこと
が判明し、これらの山から飛来したと考えられています。
日本に生息するライチョウは、30 年前には約 3,000 羽とされていましたが、近年では、1,700 羽程度にまで減少した
と推定され、地球温暖化による影響も含め、絶滅が危惧されています。
そこで、将来的なライチョウの種の保存に向けた飼育・繁殖技術を習得するため、2010 年から、トキで実績のある
いしかわ動物園は、上野動物園や富山市ファミリーパークなどの４園とともに、日本のライチョウに近い種類（亜種）
であるノルウェー産のスバールバルライチョウの共同繁殖に取り組んでいます。
2011 年 4 月には、いしかわ動物園に飼育展示施設がオープンする予定です。そこでは、白山の自然を体感でき、絶
滅のおそれのある生物や地球温暖化についても理解を深められるような展示や解説を行うことになっています。

白山で約 70 年振りに確認されたライチョウ
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第４章 行動計画
本県の特徴を踏まえ、里山里海に人を呼び戻し、適切に利用することが本県の生物多様性の保全
につながるとの認識のもと、第３章に掲げた「７つの重点戦略」に基づき、幅広い分野で生物多様
性の保全に向けて取り組みます。
そして、これらの取組を着実に実行していくため、里山里海を元気にするための取組の実働部隊
としての役割に加え、部局横断的な取組の司令塔となる「里山創成室」を環境部内に設置し、多岐
にわたる取組を強力に推進していきます。
また、県と地元金融機関で、多様な主体の前向きな取組を資金面から支援する「里山創成ファン
ド（仮称）」を創設し、その運用益と企業からの寄付金により、里山里海の資源を活用したビジネ
スの創出、里山里海地域の振興、多様な主体の参画による里山里海の保全活動、里山里海の恵みの
大切さについての普及啓発等の取組を推進していきます。
さらに、大学や国際連合大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットとの連
携、協力を推進するとともに、地元市町と連携し、地域の主体的な取組を推進していきます。
なお、本戦略ビジョン行動計画の進捗状況については、毎年これを精査するとともに、全国の取
組の動向も収集し、適宜、改善や事業等の追加などをしていきます。

元気な
元気な里山づくり
里山づくり支援
づくり支援
里山創成ファンド
里山創成ファンド

（仮称）
仮称）

基金総額：50億円程度
県・地元金融機関

運用益
多様な
多様 な 主体 の 取組 を支援

企業・
企業・ NPOなどの
NPOなどの継続的
などの 継続的・
継続的・安定的な
安定的な取り組み

更なる活動
更なる活動

ビジネス創出
創出
ビジネス
ビジネス創出
ビジネス
創出

里山振興
里山振興

多様な
多様 な主体の
主体の参画
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多様な
多様
な主体
理解の
の浸透
理解

１．里山里海における
里山里海における新
における新たな価値
たな価値の
価値の創造
過疎高齢化が進行し荒廃しつつある里山里海に人の手を戻し、活用することで、新たな価値や魅力
を創造し、その価値や魅力が更に人を呼び戻すという良い循環を形成していく新しい里山里海づくり
を推進していく必要があります。
このため、里山里海の地域資源を活用したビジネスの創出、グリーン・ツーリズム、エコツーリズ
ム等の推進による交流人口の拡大、地域の特性を活かした農林水産業の振興や、これらを複合した総
合的な取組により、里山地域の活性化を図り、元気な里山里海づくりを進めます。

里山里海に
里山里海に新たな価値
たな価値を
価値を創造するための
創造するための施策
するための施策

里山里海
ツーリズム

＜主要施策＞
主要施策＞

の推進

○里山里海そのものを博物
館に見立てた里山里海ミ
ュージアムづくりの支援
○エコツーリズムの旅行商
品化の促進、県内各地で
のグリーン・ツーリズム
の普及
○里山の建物や特徴的な土
地利用、景観作物の栽培
などによる景観創出の取
組みの支援

里山里海の資源を活用したツー
リズムを推進するほか、美しい
景観を保全します

里山里海の資源を
活かしたビジネス
水産業
水産業の振興
の創出
栽培漁業などの振興
や適切な資源管理。

里山里海の資源を活用した
ビジネスを創出し、里山里
海に人を呼び戻します

新たな
価 値

新たな
価 値

里山地域の
里山地域の
活 性 化
新たな
価 値

＜主要施策＞
主要施策＞
○里山里海の資源を活
用したビジネス創出
に向けた支援
○いしかわ産業化資源
活用推進ファンドを
活用した本格的なビ
ジネスの事業化支援
○里山里海の利用保全
を通じて地域の活性
化にチャレンジする
地域への支援

里山里海における
農林水産業の振興

特色ある農林水産物を地域
の資源として、持続的に利
用するなどの取組を推進し
ていきます。
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＜主要施策＞
主要施策＞
○地域の特色ある農林水
産物のブランド化や負
荷価値の向上を推進
○能登の山の幸のブラン
ド化の推進
○藻場の造成による水産
資源の生息環境の保全、
栽培漁業や養殖業の振
興等を通じた水産資源
の安定供給

（１）里山里海
里山里海の
里海の資源を
資源を活用したビジネスの
活用したビジネスの創出
したビジネスの創出

「里山創成ファンド（仮称）」の活用を念頭に、里山里海の地域資源を掘り起こし、持
続可能な形で利活用する新たなビジネスの創出に向けた取組を支援します。

○「里山創成ファンド（仮称）」を活用し、里山里海資源の掘り起こしや、新商品・新サービス開
発の検討など、里山里海の資源を活用した新たなブランドづくりや里山里海地域の振興、ビジネ
スにつながる取組に対して支援します。（環境部）
里山里海の資源を活用したビジネス創出の取組イメージ

１ 新たなブランドづくり
＜地域の事業者等によるプロジェクトチームを設置＞
【検討項目】
・ビジネス化の可能性が見込める、里山里海の埋もれた資源の掘り起こし
・里山里海が持っている素材の組み合わせ、新商品、新サービスの開発の検討
・ワークショップの開催（県内外の成功事例の紹介）

など

２ ビジネスへの支援
ビジネスへの支援
里山里海の振興やビジネスにつながる取組に対する助成

○ビジネスとして採算性等が見込める取組については、平成 20 年度から（財）石川県産業創出支援
機構（ISICO）内に、国、県、金融機関の資金により造成した 200 億円の「いしかわ産業化資源活
用推進ファンド」を活用し、本格的な事業化に向けた支援を進めます。（商工労働部、農林水産
部）

○生産情報の提供や意見交換などを通じて、食品企業と生産者の相互理解を深めるとともに、県内大
学等と連携した高付加価値商品の開発や評価の取組に対する支援を進めます。（商工労働部、農林
水産部）
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○地域住民が里山里海の利用保全を通じて地域の活性化に意欲的にチャレンジする地区に対して、
先進事例の情報提供、セミナーの開催、保全活動への支援などを行い、地域主体の活動の裾野拡
大や更なる促進を図ります。(環境部)

里山チャレンジ支援のイメージ

地域主体の
地域主体の
里山チャレンジを
チャレンジを支援
里山
チャレンジを
支援
取組先進地区
取組先進地区

地域主体の
地域主体の取組支援
成功事例の情報提供や
セミナーの開催など

取組を
取組を始めた地区
めた地区

地域の意欲や合意形成があり、
さらなるステップアップを望む地
区のチャレンジを支援

取組が
取組が行われていない地区
われていない地区

○本県の里山里海で育まれた海の幸・山の幸等の食材を用いた「能登丼」や「白山百膳」等、地域
のオリジナル商品の開発を支援し、全国に情報発信することで、里山里海資源の活用を推進し、
地域の活性化と都市住民との交流促進を図ります。
（企画振興部）

白山百膳

能登丼

○森林が人の心身にもたらすリフレッシュ効果に加え、免疫機能改善効果やストレス解消効果等も
含めた、森林の持つ癒し効果を活用した森林療法等の新たな取組を普及します。（農林水産部）
○企業等が社会貢献活動として整備した森林の二酸化炭素吸収量を認証することにより、企業等に
よる森林整備を推進します。また、里山の森林資源の活用による二酸化炭素排出削減・吸収量の
クレジットの活用、未利用森林資源を活用したニュービジネスの創出などにより、山村と企業、
山村と都市とのマッチングを推進します。（環境部、農林水産部）
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（ ２ ） 里山里海ツーリ
里山里海 ツーリズムの
ツーリ ズムの推進
ズムの 推進
本県の里山里海ならではの景観や食、体験メニュー等を活かしたグリーン・ツーリズムやエコ
ツーリズムの振興、里山里海そのものを博物館に見立てる「里山里海ミュージアムづくり」、日
本の原風景ともいえる里山里海の優れた景観の保全、創出などを進め、里山里海地域における交
流人口の拡大を図ります。
また、様々な機会を活用して、本県の里山里海の魅力の発信に努めます。
○里山里海地域そのものを博物館と見立て、自然環境や暮らし、歴史、文化等の地域資源を活用し
て、来訪者が里山里海を総合的に学び、理解を深めるとともに、保全活動の実践の場とすること
を目的とした里山里海ミュージアムづくりを支援し、里山里海地域の活性化を図ります。(環 境
部)

里山里海ミュージアムづくりの取組イメージ

ミュージアムプランづくり

１ 地域資源の再発見
里山での生活、農産物、食、伝統文化、生物、景観、人材などあらゆる地域資源を再発見し、リストアップ
２ ミュージアムプランづくり
ミュージアム展示品の保全・活用策の検討、マップの作成

ミュージアムの活用
里山創成ファンド事業等を活用して

地域資源を活用した里山里海ツーリズム等の開催

モデルイベントの開催、情報発信機能の整備、特産品の開発など

○エコツーリズムの普及啓発と全国に向けた旅行商品化を促進します。また、農家民宿の更なる拡
大など、地域で受け入れる体制づくりを進め、子ども農山漁村交流プロジェクトの推進、地域の
特徴を生かしたメニューづくりなどにより、
県内各地でのグリーン・ツーリズムを推進します。
(観
光交流局)
○「七尾湾里海創生プロジェクト」（2008～2009 年）の成果も踏まえ、スノーケリング、スキュー
バダイビング、カヌーなどの海洋レクリエーションや、海の自然体験、環境学習、環境保全活動
などの推進を図ります。（環境部）
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○2010 年 12 月に羽咋市以北の４市４町が協議会を設立し申請を行った「能登の里山里海」の世界
農業遺産への登録について、これをバックアップするとともに、登録が行われた場合は、エコツ
ーリズムの振興や農産物のブランド化などのツールとして積極的に活用し、情報発信や地域の活
性化を推進します。（環境部）
○奥能登ウェルカムプロジェクトの一環として、米国の中学生や海外留学生を対象とした日本文化
や里山里海の体験ツアーの受入を推進するとともに、これらを迎えるための人材育成をはじめと
した体験観光の受入体制づくりに取り組みます。（企画振興部）
○「里山創成ファンド（仮称）」を活用し、住民自らが地域ぐるみで実施する、全国へ発信しうる
新たなイベント等の開催支援、必要な知識を有する専門家の派遣などを行います。（環境部）
○里山里海地域の特性を踏まえた景観形成の
方針を樹立し、里山や田園風景等の文化的
な景観の保全再生を推進する「里山景観保
全再生プラン」の策定を進めます。また、
特に優れた景観を有する里山を「景観形成
重点地区」として指定することや、景観協定
の締結などを検討し、里山景観の保全再生を
里山景観の保全

図ります。（土木部）

○「里山創成ファンド（仮称）」を活用し、地域住民による建物の色や形態等の保全、地域の特徴
的な土地利用、景観作物の栽培など、集落全体の面的な景観に配慮した景観創出の取組に対し支
援します。（環境部）
景観保全の取組イメージ

１ 景観創造の
景観創造の計画づくり
計画づくり
○地域住民のコンセンサス形成
○里山景観創出にむけた手法、利用できる制度の検討
景観形成重点地区の指定に沿った整備の検討 等

２ 景観整備
○計画に基づく整備に対する助成
．
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○国や関係機関等が行う「オーライ！ニッポン大賞」や「美の里づくりコンクール」等の表
彰制度の活用をはじめ様々な機会を通じて、本県の里山里海の魅力の発信に努めます。
（環
境部、農林水産部）
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（ ３ ） 里山里海の
里山里海 の 農林水産業の
農林水産業 の 振興
安全安心な食料の生産を基本とし、生物多様性に配慮した農業の推進、地域の特色ある農林水
産物のブランド化や付加価値の向上、木質バイオマスの活用による新たな森林利用の促進、藻場
の造成等による水産物の生息環境の整備などの取組を通じて、里山里海を元気にする農林水産業
を育てます。
○生きものに配慮した農業を地域ぐるみで実施する組織や個人への支援について検討するととも
に、農業生産における生物多様性保全の取組を地域の生きものを通して分かりやすく消費者等に
伝え、消費拡大につなげる「生きものマーク」などの活用について検討していきます。（農林水
産部、環境部）
○奥能登の特色ある農作物を、消費人口や需要の多い金沢の市場へ直接出荷する直行便の運行や、
消費拡大、生産拡大、魅力ある商品づくりによる付加価値の向上などの取組を支援し、奥能登の
農業の活性化と地産地消を推進します。また、しいたけや多様な山菜などの能登の山の幸につい
て、生産から流通、販売まで関係者が一体となったブランド化の取組を推進し、能登地域の活性
化を図ります。
（農林水産部）
能登の食材を消費地金沢へ運ぶ「奥能登直行便」

ミニトマト

・ 奥能登の
奥能登 の特色ある
特色ある食材
ある食材を
食材 を
毎日 金沢市中央卸売市場
へ 運 ぶ 「 直行便」
直行便」 を運行
・ 初年度の
初年度 の販売額は
販売額は
約 １ 千万円(約
品目)
千万円 約300品目
品目

真竹（
真竹 （ まだけ）
まだけ）

ふき

出荷シール
出荷 シール

○生物多様性に関心の高い農業者グループやその取組をサポートする消費者を育成するとともに、
生きものが水路と田んぼを行き来できる手法を確立するなど、生きものと共生する付加価値の高
い米づくりを推進します。
（農林水産部）
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○農業者一人一人が化学肥料や農薬などを適正に使用し、環境保全に向けて取り組む農業環境規範
の普及定着を図るとともに、たい肥などによる土づくりと化学肥料・農薬の低減に一体的に取り
組む、持続性の高い農業生産方式の導入を図り、化学肥料・農薬の使用を地域で通常行われてい
るレベルから３割以上低減して生産するエコ農業者の育成を推進します。また、有機農業や化学
肥料・農薬の使用量を大幅に削減する先進的な環境保全型農業を支援します。（農林水産部）

○集落周辺の人工林、天然林、竹林等から構成される、
いわゆる里山林については、これまで地域住民に継
続的に利用されることにより維持管理されてきたこ
とを踏まえつつ、多種多様な生物の生息・生育環境
の保全に資するため、あらゆる施策を有効に活用す
ることにより、間伐の実施はもとより、長伐期化、
針広混交林化、小面積皆伐・再造林、広葉樹二次林
や竹林の整備等、適切な施業を推進します。（農林
水産部）

手入れが不足した人工林

手入れされた人工林

○小規模・分散的な森林施業地の集約化や路網の整備、高性能林業機械の活用等を通じて低コスト
で効率的な作業システムを確立し、外材や他県産材との競争力を高めながら、県産材の安定供給
に努めます。また、製材、集成材、合板等の加工流通施設等の整備を推進し、県産材の加工流通
体制の強化を図ります。(農林水産部)
低コストで効率的な森林施業システムのイメージ

・ 森林施業の
森林施業の集約化の
集約化の推進
・ 高密路網の
高密路網の整備
・ 高性能林業機械の
高性能林業機械の整備

列状間伐

利用間伐
小面積皆伐

架線集材
高性能林業機械オペ
レーターの活用

生産性の
生産性の向上
間伐計画の
立案、指導
路 網作設オペ
レ ーター の活用
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森 林施業プラ
ン ナーの活用

○公共建築物や公共工事等で、より一層の県産材利用を促進するとともに、県産材使用住宅に対す
る助成措置、優遇措置及び普及活動等を効果的に組み合わせ、住宅分野における県産材利用拡大
の取組を強化します。(農林水産部)

いしかわエコハウス （県産材使用割合 80％）

○ ドイツを中心に普及している建築物の省エネ性能の評価手法である「エネルギーパスポート」を
ベースに、戸建て住宅を対象とした本県の気候に合う評価制度として「いしかわ住まいのエコ性
能評価システム」を先駆的に導入し、省エネ性能に加えて、木材利用による環境貢献度（CO2 の
固定量、県産材使用量等）を表示し、住宅分野における県産材利用拡大につなげます。
（環境部）
○ 特用林産物の安定的な生産振興に向けて、大径木化した広葉樹林におけるきのこ用原木等を生産
するための更新技術や、まつたけをはじめとした野生きのこの発生を促す施業方法の確立、林間
を利用した山野草などの栽培技術の構築等に取り組みます。
（農林水産部）
○荒廃竹林や周辺森林へタケの生育が拡大した侵入竹林の整備を通じて生産された竹材を有効活用
するため、実証的な取組を推進します。
（農林水産部）
○木質バイオマス資源の総合的な利用促進を図るため、公共施設等における木質バイオマスボイラ
ーへの転換の推進やカーボンオフセット等の活用によるインセンティブの付与、高齢化した広葉
樹や竹の搬出方法の検証やその有効利用に向けた技術開発の推進に取り組みます。
（環境部、農
林水産部）
○未利用間伐材等の林地残材や広葉樹二次林については、従来のパルプ・チップ用等の供給に加え、
火力発電所における混焼や木質バイオマス発電など、新たな用途開発のための環境整備を進め、
森林資源の循環利用を進めます。（農林水産部）

薪 ストーブ

木炭
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竹 チップ

○アワビやヒラメなどの種苗生産、放流を行う栽培漁業や、マガキ、イワガキなどの養殖業の振興、
藻場の造成などにより、里海における水産資源の安定供給を図ります。（農林水産部）
○アカガイ等の資源量等に関する調査を実施し、調査結果に基づき、関係漁業者の合意の元に禁漁
区の設定や漁獲サイズの制限等の管理手法を検討のうえ、資源管理計画を策定し、実践します。
また、資源管理計画を実践しやすくするため、漁獲量の削減に伴う一時的な収入の減少を補填す
る対策を併せて進めます。（農林水産部）
○国が設定する漁獲可能量（ＴＡＣ）制度や、漁獲努力可能量(ＴＡＥ)制度に基づき、漁業者と協
議しながら、資源量に見合った漁獲努力量を設定します。（農林水産部）

■トピックス■ 本県の
本県の漁業と
漁業と里海
本県は豊富な水産資源と天然の良港に恵まれ、古くから漁業が盛んです。能登町にある真脇遺跡は、北陸最大級
の縄文時代遺跡です。真脇遺跡からは大量のイルカの骨が発掘されており、この地域における食生活が縄文時代の
頃から海と密接に関連したものであったことがうかがえます。また能登西部（外浦）は、古くは渤海との交易が行
われた日本の「表玄関」であり、北前船の寄港地や総持寺の門前町として栄えた歴史を持ちます。
加賀藩では農業が基幹産業であったことから、漁業はそれほど重要視されてきませんでした。しかし、海辺の村
には漁業権が付与され、漁業が営まれていました。また沿海での漁具や漁法に制限を加えることもなされていまし
た。この時代の漁業は、漁業者が少なく、各漁村は一定の漁場を占有していたこと、漁法や漁具が非効率的であっ
たことなどから、各地域での慣習や秩序はよく守られていたようです。
現在、沖合でのイカ釣りやまき網、底びき網、沿岸の定置網や刺網などによる漁業が営まれており、暖水系のブ
リ、サワラや、冷水系のマダラ、ハタハタなど、水揚げされる魚種も豊富です。輪島市の北に位置する舳倉島や七
ツ島周辺のツルアラメを含む藻場は、アワビ類、サザエなどの漁場として重要であり、独特の漁業文化が今も受け
継がれています。
これらの里海では、漁業従事者を中心とした地域の共同体（漁業協同組合）による資源管理が自発的に行われて
きており、漁業権や漁業調整規則による禁漁期間・区域の設定など、制度的な裏打ちもあります。こうした特徴を
備えた里海の漁業には、近年、国際的に重視されている統合的沿岸管理（Integrated Coastal Zone Management）
に通じるものがあります。統合的沿岸管理とは、
「持続可能性の原則に基づき、経済発展、世代内・世代間公平性を
達成し、効果的な生態系管理を実現するために、沿岸域の利害関係者や意思決定者そして利用者をまとめるための
仕組み」として提唱されているものです。古くから営まれ、今なお伝えられている里海の漁業には、沿岸生態系の
持続的利用のモデルとして、現代的・国際的な意義があります。

海女漁
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２．多様な
多様な主体の
主体の参画による
参画による新
による新しい里山里海
しい里山里海づくり
里山里海づくり
過疎高齢化が進行している里山里海では、地域住民だけで管理や利用を行っていくことは困難
であり、限界があります。地域住民や行政だけではなく、都市住民や特定非営利活動法人、企業
など、多様な主体が参画する新しい里山里海づくりを推進するための仕組みづくりや支援などの
取組を進めます。

多様な
多様な主体の
主体の参画による
参画による新
による新しい里山
しい里山づくり
里山づくり

ボランティア

地域づくり

観光

調査研究

ＣＳＲ活動

NPO
個人

教育

企業

過疎高齢化
過疎高齢化が
高齢化が進む里山地域

大学

NPO

地域住民のみで維持していく
ことが困難な状態

ビジネス

保全活動
ボランティア

研究機関

企業

地域資源活用

大学

【行政】
行政】
○仕組みづくり
里山づくりＩＳＯ、里山保全再生協定 等
○コーディネート・ネットワークづくり
研修会、ミーティングの開催 等
○人材育成
里山創造人材、活動者 等

資源開発

多くの人
くの人が訪れ、元気で
元気で活気あふれる
活気あふれる里山里海
あふれる里山里海の
里山里海の実現

63

○企業、団体、特定非営利活動法人、学校等の組織が実施する里山里海の利用保全に係る取組を県
が認証する「いしかわ版里山づくりＩＳＯ」制度により、多様な主体の活動への参加を促すとと
もに、先進事例の紹介や情報交換等を行うワークショップ、活動に必要なノウハウ等が学べる研
修会等を開催するなど、その取組やネットワークづくりを支援していきます。（環境部）
「いしかわ版里山づくりＩＳＯ」の仕組み

Ⅰ

里山づくり対象活動の選択
組織としてどのような活動を取り組んでいくかを選択します。
里山づくり対象活動例
(1) 里山の田んぼ・畑づくり支援活動
→ 田んぼや畑の草刈り、ため池の管理 等
(2) 里山の森づくり支援活動
→ 植林、間伐活動、森の資源を利用する活動 等
(3) 里山の生きものを守り育てる活動
→ 生きもの調査、希少種の保全活動 等
(4) 里海づくり支援活動
→ 海岸・海中の清掃活動 等
(5) 里山の集落コミュニティの支援活動等
→ 伝統的な祭の復活や里山景観の維持活動 等
(6) 里山の外来生物駆除活動
→ アメリカザリガニやオオキンケイギクの駆除 等
(7)その他里山づくりに役立つ活動

Ⅱ

里山づくり取組方針の宣言
里山づくりに取り組む方針を宣言します。

Ⅲ

取組方針の認証・公表【県】
県では、取組方針を認証し公表します。

Ⅳ

活動計画の作成【任意】
取組方針を具体化する活動計画を作
成します。

Ⅴ

活動計画の登録・公表【県】
作成した活動計画は登録することができ
ます。県は、登録された計画に基づく活
動を側面的に支援します。

Ⅵ

里山保全活動の実施
取組方針や活動計画に沿って、実際に活動します。

Ⅶ

活動結果の評価・見直し
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○「里山創成ファンド（仮称）」を活用し、より多くの人々が里山保全活動に取り組むためのきっ
かけづくりや、里山づくり活動に対して支援を行います。（環境部）
○企業や特定非営利活動法人等の里山里海保全活動団体が、活動の場を確保するため土地所
有者との間で結ぶ協定を、県が認定する「里山保全再生協定制度」を活用し、民有地の利
用保全の取組を推進します。(環境部)
里山保全再生協定の仕組み

土地の貸与

里山保全再生協定

土地所有者等

里山活動団体

里山保全再生活動

情報の提供、支援

認定

申請

情報の提供、支援

県

○森林整備など、里山の保全活動を自主的に行うボランティアや企業等を育成・支援するとともに、
これらと行政、学術研究機関との協働を推進するため、「フォレストコーディネートセンター（仮
称）」を核として、県民参加の森づくりを進めます。また、都市住民等が参加する農村ボランテ
ィア制度等の活用により、中山間地域における農地の保全などを地域住民と共同で推進します。
（環境部、農林水産部）

森林整備ボランティアの様子

農村ボランティアの様子
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○人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・
定着を図る総務省の「地域おこし協力隊」制度や、農村地域における活性化活動への従事希望者
をコーディネートする機関を支援する「田舎で働き隊」などの制度を活用し、地域社会の新たな
担い手づくりに取り組みます。（企画振興部、農林水産部）
○里山里海地域への移住希望者の受入体制の整備に意欲のある市町などへの支援を進めます。（企
画振興部）
○企業等が社会貢献活動として整備した森林の二酸化炭素吸収量を認証することにより、企業など
による森林整備を促進します。また、里山の森林資源の活用による二酸化炭素排出削減・吸収量
のクレジット化、未利用森林資源を活用したニュービジネスの創出などにより、山村と企業、山
村と都市とのマッチングを推進します。（環境部、農林水産部）【再掲】
○里山里海地域と企業、特定非営利活動法人、県民など多様な主体を結びつけ、里山里海の利用や
保全活動を推進するコーディネーターやアドバイザーなどの人材を育成し、その活用を図りま
す。（環境部）
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３．森・里・川・海の連環に
連環に配慮した
配慮した生態系
した生態系の
生態系の保全
森林や里山が生み出す栄養塩やミネラル分は、河川を通じて海に流れ込み、豊かな里海を育む
など、森や里山と海は互いに密接に関連しており、適切な物質循環や生きものの生息環境の連続
性の確保、生態系ネットワークの再生等を念頭に、流域全体の生態系保全の視点に立ち、森、里、
川、海の連環に配慮した生態系保全を推進します。
また、里山をはじめ各生態系における生きものの生息・生育環境のつながりを確保するなど、
地域の生きものの生態に十分配慮した取組を推進します。

（１）生態系の
生態系の連続性の
連続性の確保
河川による水や物質循環、生態系の連続性や、里山における河川と水路、水路と水田、ため
池等とのつながりを確保するなど、良好な生態系ネットワークの形成を目指します。また、こ
のような生態系ネットワークに関する調査研究を進めます。

森から海までつながる循環 （環境省「里海ネット」より）

67

○国土交通省の「多自然川づくり基本指針」
に基づき、可能な限り自然の特性やメカニ
ズムを取り入れ、魚道の設置や多段式の落

ダミー

差工を採用するなど、生きものの生息・生
育環境を保全・創出し、地域の暮らしや歴
史・文化と結びついた河川改修や維持管理
等を実施する、多自然川づくりを推進しま
す。（土木部）

河原田川（輪島市）

犀川（金沢市）

（瀬と淵の創出、巨石による

（多段式落差工による水生

水生生物への配慮）

生物への配慮）

○ほ場整備など農業生産基盤の整備を行う場合は、計画段階で農家や地域住民が参加する生きもの
調査やワークショップ等の取組を行い、事業実施にあたっては「環境との調和への配慮」を原則
に、地域住民の理解を得て、石積水路、水田魚道、ビオトープの造成など、生きものに配慮した
整備を進めます。また、河川と水路、水路と水田の間で生きものが行き来できるように配慮する
ことにより、水と生態系のネットワークの確保に努めます。（農林水産部）

自然石による水路整備

水路の落差工の改良

ビオトープの整備

○森・里・川・海の連環を重視した調査研究や里山里海に関する総合的な調査研究を推進するため、
既存の調査研究機関や調査研究内容の見直し等の検討を進めます。（環境部、農林水産部）
○大学や研究機関と連携、共同し、県内の河川や流域の状況、森林や里山の荒廃に伴う濁水等の海
への流入による藻場や魚介類への影響など、森から海にいたる生態系やその関連性等に関する調
査研究に努めます。（環境部）
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（２）地域の
地域の生きものの生態
きものの生態に
生態に配慮した
配慮した取組
した取組
森、里、川、海のそれぞれの課題を踏まえ、地域の生きものの生態に十分配慮した生態系保
全の取組を進めます。
① 奥山・高山地域での
高山地域での取組
での取組
我が国有数の原生的自然を有する白山一帯は、「白山国立公園」に指定され、厳正に

生態系が保全されていますが、近年、オオバコ等の低地性の植物の種子が、登山者の衣
服等に付着して高山帯に持ち込まれ繁殖するなど、高山植生への影響が問題になってい
ます。また、白山スーパー林道沿線では、オオハンゴンソウやフランスギクなどの外来
生物が生育域を拡大し、在来の植生への影響が懸念される状況となっていることから、
防除等の取組を推進します。
なお、国立公園区域は 1981 年、自然保護と開発の軋轢解消を目的とする国際連合教
育科学文化機関（UNESCO、ユネスコ）の「人間と生物圏（MAB＝Man And the Biosphere）
計画」の生物圏保護区に全国４箇所のうちの１つとして指定されています。
○ボランティアの協力を得て、高山帯や種子の供給源となっている登山口、駐車場等におけるオオ
バコ等の低地性植物の駆除活動を推進するとともに、国と連携しながら種子の高山帯への持ち込
みを防止する対策に取り組みます。また、白山スーパー林道沿線の市町や民間団体等と連携、協
働して、沿線の外来生物の防除活動を推進します。（環境部）

登山口の種子除去マット

ボランティアによる駆除作業

○「人間と生物圏計画」による生物圏保護区の生態系の保全や遺伝資源、生物学的多様性の保護等
の保全的意義、モニタリング調査等の研究的意義、環境保全と持続的開発の調和モデル等の開発
的意義などを踏まえ、今後さらに、生態系の保全に関するモニタリングや調査研究を推進すると
ともに、環境学習をはじめワイズユースに取り組んでいきます。また、必要に応じて公園区域や
保護計画を見直し、開発等の行為については、自然公園法に基づき厳正に対処していきます。
（環
境部）

クロユリと御前峰
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ブナ林

②里山地域での
里山地域での取組
での取組
トキが羽ばたく生きものが豊かな里山を創造していくため、水田や水路、ため池などの農業
資産の保全、整備を適切に行うとともに、生きものに優しい農業技術や農法の開発、実施に努
めます。

また、適切に管理された森林は、多種多様な生きものの生息・生育地となり、生物多様
性の保全上重要な役割を果たしていることから、森林の持つ多面的機能を発揮できるよう
多様な森林整備を推進します。

○都市住民等の参加による農村ボランティア制度や中山間地域等直接支払制度など、様々な事業・
手法により、生きものの生息に配慮した水田、水路、ため池、農道などの農業資産の保全、整備
を図ります。（環境部、農林水産部）
○耕作放棄地については、景観作物の栽培や水を張って水田ビオトープにするなど、景観や生物の
生息環境を創出するほか、周辺の森林と一体化している再生困難な耕作放棄地については、地元
ニーズを明確にしたうえで、クヌギやウルシ等の有用広葉樹を植栽するなど、有効利用を図りま
す。（環境部、農林水産部）
耕作放棄地の復元

水路の復元
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○冬期に水田に水を張ることにより、ガン、カモ、ハ
クチョウなどの渡り鳥のえさ場や水生生物の生息
地として、生物多様性を豊かにする「ふゆみずたん
ぼ」や、水田を繁殖の場としている魚やカエル、ト
ンボ等に配慮した水田の水管理などについて、地域
の特性に合わせ、地域住民の合意のもとで推進しま
す。（農林水産部）
ふゆみずたんぼ

○地域住民や農家の方々に環境保全型農業の取組の重要性について理解していただくためのガイド
ブックを作成するなど、普及啓発に努めます。（環境部、農林水産部）
○資源として本格的に利用可能な段階を迎えている人工林については、適切な間伐を実施するとと
もに、長伐期化、針広混交林化、小面積皆伐・再造林等の組み合わせにより、多様な森林整備を
進めます。（農林水産部）【再掲】
○「いしかわ森林環境税」を活用し、林道から遠いなど不利な条件等により、経済的な価値が見込
めない手入れ不足の人工林の強度間伐を行い、安定して公益的機能が発揮できる針広混交林化へ
誘導します。また、侵入竹林など、森林所有者の自助努力や既存の制度のみで森林の公益的機能
の発揮を確保するために必要な施業を行うことが困難であることから、「いしかわ森林環境税」
の活用を含め公的主体による森林整備を推進します。（農林水産部）
強度間伐による針広混交林への誘導

手入れ不足の人工林

通常の２倍にあたる本数
を一度に間伐

林内に光を入れて下草や
広葉樹の育成を促す

針広混交林へ誘導

○竹林の荒廃や周辺森林への竹の侵入・拡大について、荒廃竹林の整備とその拡大防止対策に加え、
伐採竹の有効利用の促進を図ります。（環境部、農林水産部）

荒廃した竹林
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竹林整備

③河川・
河川・湖沼での
湖沼での取組
での取組
河川は、生きものの生息環境の連続性や適切な物質循環の確保にとって重要な役割を果たす
ものであり、魚道の設置や護岸整備における環境ブロックの使用など、生物多様性に配慮した
河川改修を進めます。
また、湖沼への生活排水や農地等からの窒素、リン等の流入の防止などに努めるとともに、
在来の魚類や水生生物を捕食するオオクチバスやブルーギル等の外来生物の防除に取り組み
ます。

○国土交通省の「多自然川づくり基本指針」に基づき、可能な限り自然の特性やメカニズムを取り
入れ、魚道の設置や多段式の落差工を採用するなど、生きものの生息・生育環境を保全・創出し、
地域の暮らしや歴史・文化と結びついた河川改修や維持管理等を実施する、多自然川づくりを推
進します。（土木部）【再掲】

○砂防事業を行う際には、流域独自の生態系や自然環境及び
地域に調和した整備を行うとともに、魚類などが行き来で
きる透過型砂防堰堤が設置可能な箇所には積極的に採用す
ることにより、渓流の連続性の確保を図ります。（土木部）

生態系に配慮した砂防堰堤

○生活排水処理施設の整備を促進するとともに、工場・事業所からの排水規制を継続して実施し、
排水の水質改善を進めるとともに、湖沼の水質改善に向けた調査研究を推進します。（環境部）

○河北潟において、環境技術実証事業の実用化実験に取り組み、水質浄化効果や費用対効果を検討
するとともに、人とのふれあいや豊かな生態系、水辺景観の確保など、総合的な視点での水環境
保全のあり方を検討します。（環境部）

○農業者一人一人が化学肥料や農薬などを適正に使用し、環境保全に向けて取り組む農業環境規範
の普及定着を図るとともに、たい肥などによる土づくりと化学肥料・農薬の低減に一体的に取り
組む持続性の高い農業生産方式の導入を図り、化学肥料・農薬の使用を地域で通常行われている
レベルから３割以上低減して生産するエコ農業者の育成を推進します。また、有機農業や化学肥
料・農薬の使用量を大幅に削減する先進的な環境保全型農業を支援します。（農林水産部）【再
掲】
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○県民に様々な機会を通じて、外来生物を入れない、捨てない、拡げないという「外来生物被害予
防三原則」や外来生物の防除方法などについて周知、啓発を図るとともに、ボランティアをはじ
め様々な団体等の防除活動への支援などにより、県民参加による防除活動の促進を図ります。
（環
境部、農林水産部）
外来生物被害予防三原則

入れない

悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入
入れない
まず、生態系等への悪影響を及ぼすかもしれない外来生物はむやみに日本に
「入れない」ことが重要です。

飼っている外来生物を野外に捨
捨てない
捨てない
もし、すでに国内に入っており、飼っている外来生物がいる場合は野外に出さない
ために絶対に「捨てない」ことが必要です。

野外にすでにいる外来生物は他地域に拡
拡げない
拡げない

野外で外来生物が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上「拡げない」こ
とが大切 です。

④里海を
里海を含む沿岸域・
沿岸域・島しょ地域
しょ地域での
地域での取組
での取組
県内の砂浜では海岸侵食が進み、一部では生きものへの影響が懸念されることから、その対
策に取り組みます。また、人が深く関わってきた里海は、陸域の影響を最も受けやすい海域で
すが、その生物多様性については、保全施策の基礎となる科学的データが不足していることか
ら、今後、これらの情報を収集・整備しながら、保全施策を推進していきます。

○里海等の生物多様性に関するモニタリング調査を継続的に実施し、科学的データを収集するとと
もに、藻場の造成を推進します。（環境部、農林水産部）
○県内の河川や流域の状況、森林や里山の荒廃に伴う濁水等の海への流入による藻場や魚介類への
影響など、森から海にいたる生態系やその関連性等に関する調査研究に努めます。（環境部）【再
掲】
○世界でも３箇所しかない、車で走行できる千里浜海岸などで、養浜、人工リーフの整備等の海岸
侵食対策を実施し、砂浜を保全・回復することにより、自然とふれあうことのできる空間を確保
するとともに、生きものの生息・生育地の保全に努めます。また、県と市町との連携やボランテ
ィアによる海浜の清掃活動への支援等により、海岸環境の保全に努めます。（環境部、農林水産
部、土木部）
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⑤都市での
都市での取組
での取組
人との関わりが深い都市での生態系ネットワーク形成の視点から、都市内の水と緑のネットワ
ークの形成に努めます。

○市町が策定する「緑の基本計画」に生物多様性の視点を取り入れるよう指導するなど、水と緑の
ネットワークの形成に努めます。（土木部）
○都市における緑とオープンスペースのネットワーク確保のため、都市公園の整備を促進するとと
もに、適切な管理に努めます。（土木部）
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４．多様な
多様な人材の
人材の育成・ネットワークの
育成・ネットワークの推進
・ネットワークの推進
多様な主体の参画による新しい里山里海づくりを推進し、地域振興を図るためには、里山里
海地域と都市住民や特定非営利活動法人、企業等を結びつけ活動を推進していく人材や、里山
里海における農林水産業を担う人材が不可欠です。
このような人材の育成を推進するとともに、
里山里海の利用保全に携わる主体相互や地域との連携や協働を進めるネットワークの構築を図
ります。

（ １ ） 多様な
多様 な 人材の
人材 の 育成
自然や農林水産業に関する知識だけでなく、幅広い知識や経験を基に里山里海地域と都市住
民や特定非営利活動法人、企業等多様な主体を結びつけるコーディネーターや、里山里海の地
域資源を活用したビジネス等をサポートするアドバイザーなど、地域の課題に実践的に対応で
きる人材の育成を図ります。

○里山里海地域と企業、特定非営利活動法人、県民など多様な主体を結びつけ、里山里海の利用や
保全活動を推進するコーディネーターやアドバイザーなどの人材を育成し、
その活用を図ります。
（環境部）【再掲】
里山里海の利用保全活動を推進する人材の育成と活用

人材の
人材の活用
●生物多様性を活用した里山里海の地域おこしやコミュニティビジネス
等についてのアドバイス
●地元との協働による「地域づくりプラン」や 「ビジネスプラン」づくり
●里山里海地域と多様な主体（企業・教育機関・特定非営利活動法人等）を
結びつけ、協働で利用保全活動を展開

地域の課題・問題に
実践的に対応できる
人材

○森林ボランティア活動を指導できる「フォレストサポーター」や野外活動の指導者である「森林
インストラクター」等を引き続き養成するとともに、地域に応じて多様で継続的な森づくり活動
を企画立案できる「フォレストコーディネーター（仮称）」を新たに配置します。（農林水産部）

○幼児向けの森林体験学習や小学生等に対する森林・林業体験活動を行う学校等の拡大を図るとと
もに、学校林の活用や「緑の少年団」活動等を通じ、森林環境教育を実践できる、より高度な専
門性を持った指導者の育成を推進します。（農林水産部）
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○いしかわ自然学校インストラクタースクールや里山保全活動リーダー養成講座において、里山里
海の生態系や生物多様性の意味・重要性、人の暮らしとの関わり等に関する講座をより充実し、
里山里海の利活用や保全活動のプログラムを企画・実施できる指導者の育成を進めます。（環境
部）

里山リーダー養成講座

（ ２ ） 農林漁業を
農林漁業 を 担 う 人材の
人材 の 育成
幅広い農業者を育成する「いしかわ耕稼塾」、一体的かつ体系的に林業就業者を育成する「あ
すなろ塾」、入門コースと実戦コースにより新規漁業後継者の育成を図る「わかしお塾」など
により、農林水産業を担う人材育成を進めます。
○農業に関する「ワンストップ総合相談窓口」である(財)いしかわ農業人材機構において、農業人
材に関する情報を発信し、個別相談や就業相談会を行うほか、就農希望者と受入側とのマッチン
グのためのコーディネートを行います。
（農林水産部、(財)いしかわ農業人材機構）
○「いしかわ耕稼塾」において、プロの農業者から農業の応援団まで、目指すタイプや本人の段階
等に応じたきめ細かい支援を行い、幅広い農業人材の育成を図ります。
（農林水産部、
（財）いし
かわ農業人材機構）
（財）いしかわ農業人材機構の取組

農業にににに関関関関する総合相談窓口

いしかわ耕稼塾
いしかわ耕稼塾
プロ農業者
プロ農業者から
農業者から一般県民
から一般県民まで
一般県民まで幅広
まで幅広い
幅広い
人材を
人材 を育成

マッチング
農業に
農業 に関わりたい人
わりたい人と受入れたい
受入れたい人
れたい人との
マッチングをコーディネート

担い手支援
担 い 手農家等の
手農家等の経営発展や
経営発展や
安定化をサポート
安定化をサポート
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○「あすなろ塾」を拡充し、林業への新規就業者はもとより、森林所有者に対して施業を提案し、
施業の集約化を図る森林施業プランナー、簡易で耐久性のある路網の作設・維持を担う路網作設
オペレーター、高性能林業機械のオペレーター等の専門技術者まで含めた一体的かつ体系的な育
成を図ります。
（農林水産部）
○漁業の基礎知識を習得する入門コース、実際に漁業を体験する実践コースからなる「わかしお塾」
において、新規漁業就業者の確保・育成を進めます。
（農林水産部）
○漁村地域のリーダーとして、資源増大、環境保全など幅広い活動を行う若い漁業者を漁業士に認
定し、漁業後継者の確保等を図ります。
（農林水産部）

（ ３ ） ネットワークの構築
ネットワークの構築
ボランティアや特定非営利活動法人、企業など、里山里海の保全活動等に取り組む多様な主
体の連携や、これらと地域、行政との連携、協働を進めるネットワークの構築を目指します。
また、県の試験研究機関や大学、研究機関・団体、専門家等のネットワークを構築し、研究成
果等の効果的な活用を図ります。

○企業、団体、特定非営利活動法人、学校等の組織が実施する里山里海の利用保全に係る取組を県
が認証する「いしかわ版里山づくりＩＳＯ」制度により、多様な組織の活動への参加を促すとと
もに、先進事例の紹介や情報交換等を行うワークショップ、活動に必要なノウハウ等が学べる研
修会等を開催するなど、その取組やネットワークづくりを支援していきます。（環境部）【再掲】
○里山里海地域と活動に取り組む団体等を適切にマッチングするなど、両者の良好なネットワーク
を構築し、連携、協働を推進します。（環境部）
○県の各調査研究機関や自然史資料館などの社会教育施設、大学、学術研究機関などの連携を
推進するとともに、研究成果等のデータベース化を図るなど、情報の共有化に努めます。
（環

境部）
○「能登キャンパス構想推進協議会」において、能登の特性を生かした研究や、地域貢献活動を推
進します。（企画振興部、能登キャンパス構想推進協議会）
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■トピックス■

金沢大学の
金沢大学の「能登里山マイスター
能登里山マイスター」
マイスター」養成プログラムの
養成プログラムの取組
プログラムの取組

金沢大学では、奥能登地域において地域の活性化を目指し、環境に配慮した農業の担い手など地域活性化を担
うリーダーを育成する「能登里山マイスター」養成プログラムを 2007 年から始めています。養成対象は社会人で、
現在 3 期生と 4 期生 45 人が２年間のカリキュラムで講義と実習を通して、環境配慮型農業や農産物に付加価値を
つける「6 次化」のノウハウについて学んでいます。
授業で特徴的なのは、現地に駐在する 5 人の教員スタッフの専門である生態学や公共政策学などがカリキュラ
ムに生かされていることです。生態学を活用した環境配慮の農業の実践にカリキュラムとして「水田生物調査実
習」を実施しています。調査地選定から生物採集、標本作成・整理、データ分析、報告会・リポート提出までの
一連の作業に受講生が取り組みます。稲株上にいる昆虫類のすくい取り採集（スウィーピング）やはたき落とし
採集（ビーティング）などの調査活動は生態学者の得意技であり、受講生に教えています。安心安全なお米を求
める消費者にアピールするためには、自然農法や有機ＪＡＳ栽培の農法のほかに、田んぼにどのような生きもの
がどれだけ生息しているのかデータで示す「生き物田んぼ」も説得力があります。
すでに 1 期生と 2 期生 26 人を「里山マイスター」として輩出しています。新規就農者のほか、企業の農業参入
の中心になっている者や、神棚などに供えるサカキの能登産ブランドに取り組む者など多士済々です。そして、
今年迎えた 4 期生の 27 人の顔ぶれは、女性が 13 人、首都圏などからの移住組が 6 人のほか、デザイナーや青年
海外協力隊のＯＧ、ＩＴ技術者など多彩です。このプログ
ラムは文部科学省科学技術振興調整費を得て実施してお
り、2012 年 3 月までに 60 人以上の「里山マイスター」を
養成することになっています。

里山マイスター能登学舎

能登里山マイスター養成講座
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５．積極的な
積極的な種の保存と
保存と適切な
適切な野生生物の
野生生物の保護管理
「いしかわレッドデーブック」掲載種は増加していることから、その現状を的確に把握し、積
極的な種の保存に努めます。
一方、大型野生動物による被害が拡大していることから、里山の整備等により、すみ分けを図
ります。また、在来の生きものの脅威となっている外来生物の防除を多様な主体の参画を得なが
ら進めます。
（ １ ） 希少種
希少 種 の 保存
専門家や研究機関等との連携による希少な生きものに関するモニタリングや研究、絶滅の危
険が高い種の県指定希少野生動植物種の追加指定などにより、種の保存に努めます。特に緊急
に保全対策が必要な種については、生息域外保全にも取り組みます。
○専門家や研究者、研究機関等と連携し、希少な生物の現状把握や保全に関する調査研究・普及啓
発を推進するとともに、絶滅のおそれが特に高いと判断される種については、条例による県指定
希少野生動植物種の追加指定や保護地区の指定、指定種やその生息地を保護する保護整備事業計
画の策定に向けた検討を進めます。（環境部）
○市町や関係機関等と連携して「生物多様性保全活動促進法」に基づく地域連携保全活動を推進し
ます。（環境部）
○里山の希少な生物を保全するため、県や大学、研究機関、里山保全活動団体等で構成する「石川
の里山生物多様性保全再生事業推進協議会」の活動を推進します。（環境部）
○地元の専門家との連携を図り、クマタカやオオタカなどの希少な猛禽類の保全に配慮した森林整
備に努めます。（農林水産部、環境部）
○緊急に保全対策が必要であり、本来の生息域内における保全対策だけでは、種を存続させること
が難しい一部の種について、生息域外保全に取り組みます。また、国内で一度は絶滅したトキの
分散飼育に取り組み、その種の保存に貢献します。さらに、地球温暖化により絶滅が危惧されて
いるライチョウの将来的な生息域外保全に備えて、いしかわ動物園において近縁種のスバールバ
ルライチョウを飼育し、飼育繁殖技術の習得を図ります。（環境部、観光交流局）

スバールバルライチョウ

いしかわ動物園で飼育中のトキ
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（ ２ ） 野生鳥獣の
野生鳥獣 の保護と
保護 と管理
鳥獣保護区の設定等による野生鳥獣の適切な保護を行うとともに、農林業被害等を防止する観点
から、地域個体群の適正な管理を進めます。また、里山の整備を推進し、人と野生動物の緩衝地帯
としての機能の回復に努めます。

凡

例
1979 年までの生息地域
昭和５４年までの生息地域

凡

1979 年～2003 年までの
昭和５４年～平成１５年
までの生息拡大地域
生息拡大地域

例
2010年生息

平成１６年新規出没地域
2003
年新規出没地域

2009年生息

平成１８年新規出没地域
2006 年新規出没地域

2008年生息

平成１９年新規出没地域
2007
年新規出没地域

2003年生息
1978年および2003年生息

平成２０年新規出没地域
2008
年新規出没地域

1978年年生息
2010
年新規出没地域
平成２２年新規出没地域

ツキノワグマの分布図

イノシシの分布図

○地域や専門家の意見を聞きながら、鳥獣保護区等の積極的な指定を図るとともに、その適切な管
理を推進し、野生鳥獣の保護に努めます。（環境部）
○ツキノワグマ、ニホンザルについては、各々の特定保護管理計画に基づき、継続したモニタリン
グ調査を実施し、被害の発生や生
イノシシによる農業被害

息状況の正確な把握に努め、人身
や農林業被害等の防止を図ると
ともに、個体数管理等による共生

千円
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140000
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100000

を図ります。イノシシについて
は、狩猟者の協力を得ながら、捕
獲の一層の推進を図り、捕獲個体
については資源として食肉利用
等に取り組みます。また、本県へ
の侵入と増加が懸念されるニホ
ンジカについては、特定鳥獣保護
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10000
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20000
0
地下作物
地上作物
水稲
被害金額

管理計画の策定を念頭に、引き続
きモニタリング調査を実施し、早

H11

H12

H13

H14

1701
442

190
3000
4492
2032

444
0
11748
7893

544
1484
26163
6364

H15

H16

H17

H18

1260
339
3504.35 1675.55
89
367.333
1266
653.714
37083
58009
40866 29118.8
6521.14
9562 7100.41
5098

H19

H20

2438
1491
63254
11911

8115
3078
114039
27195

イノシシによる農業被害（石川県農業安全課調べ）

期の対策に努めます。（環境部、農林水産部）
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○特に近年、
大量出没により都市及びその周辺で人身被害が発生しているツキノワグマについては、
定着が危惧される里山において、生息実態調査を行い、人とのトラブルを解消するための適切な
方策の検討と対策を実施します。（環境部、農林水産部）

○里山の利用保全を推進するとともに、集落及び周辺の果実の早期収穫、ヤブの刈りはらいなどの
普及啓発を図り、和牛放牧や緩衝地帯の設置により、野生動物が生息しにくい環境を作り出し、
人と野生動物のすみ分けの普及に努めます。（環境部）

耕作放棄された水田
和牛放牧

○「鳥獣による農林水産業に係る被害防止のための特別措置に関する法律」に基づき、市町等によ
り構成される協議会が行うイノシシ等の被害防止対策に助言、協力するとともに、現地の状況に
応じて総合的な被害防止対策を組み立て、的確な技術を農業者等に指導できる「鳥獣被害防止ア
ドバイザー」の育成を図ります。（環境部、農林水産部）
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（ ３ ） 外来生物の
外来生物 の駆除
県内では、オオクチバスやオオキンケイギク等の特定外来生物やアメリカザリガニ等の要注
意外来生物が分布を拡大し、里山のため池に生息するゲンゴロウ類などの希少な生きものの生
存を脅かしています。
外来生物を入れない、捨てない、拡げないための普及啓発を進めるとともに、「いしかわ版
里山づくりＩＳＯ」制度などを活用し、多様な主体の参加による防除に取り組みます。

県内で
県内 で 確認されて
確認 されている
されている主
いる主な 特定外来生物
特定外 来生物

要注意外来生物

ア ラ イグマ

ウシ ガエル

オオク チバス

コ ク チバス

ア メ リカザリガニ

ブ ルーギル

ア レチウリ

オオキ ンケイギク

オオハンゴウソウ

ミシ シッピアカミミガメ

○県民に様々な機会を通じて、外来生物を入れない、捨てない、拡げないという「外来生物被害予
防三原則」や外来生物の駆除方法などについて、周知、啓発を図るとともに、ボランティアをは
じめ様々な団体等の防除活動への支援などにより、県民参加による防除活動の促進を図ります。
（環境部、農林水産部）【再掲】
○専門家や研究機関等と連携し、希少なトンボ類やゲンゴロウ類が多く生息する能登のため池等の
管理・保全方策の検討を進めるとともに、アメリカザリガニ等の外来生物の防除に取り組み、里
山の生物多様性の保全を推進します。（環境部）

ため池

ボランティアによる外来生物防除活動

○市町や関係機関等と連携し、外来生物の防除を行う里山保全活動団体等を支援します。（環境部）
○地域の団体やボランティア等の協力を得て、高山帯や種子の供給源となっている登山口、駐車場
等におけるオオバコ等の低地性植物の防除活動を推進するとともに、国と連携しながら種子の高
山帯への持ち込みを防止する対策に取り組みます。また、白山スーパー林道沿線の市町や民間団
体等と連携、協働して、沿線の外来生物の防除活動を推進します。（環境部）【再掲】
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６．生物多様性の
生物多様性の恵みに対
みに対する理解
する理解の
理解の浸透
「生物多様性」という言葉は分かりにくく、その保全の必要性や関わり方についての理解は十
分に進んでいないのが現状です。
県民一人一人が生物多様性や里山里海から得られる恵みについて理解し、これらに配慮した生
活を送ることにつながるよう、身近な自然である里山里海をテーマとしたイベント等を通じた普
及啓発や里山里海での体験学習の機会の提供などを推進し、理解の浸透を図ります。
（ １ ） 普及啓発の
普及啓発 の 推進
身近な自然である里山里海を通して、県民に生物多様性に関する理解を深めていただけるよ
う、「里山里海展」等のイベントの開催や様々な場所、機会を活用して、県民に分かりやすい普
及啓発を進めます。
○里山里海の生物や暮らし、文化などの展示・体験等により、生物多様性の理解を深める「里山里
海展」や国際生物多様性の日（５月 22 日）に世界で一斉に植林を行う「グリーンウェイブ」等の
イベントを開催するとともに、様々な機会を活用し、県民や企業等への生物多様性に関する理解
の浸透に努めます。（環境部、農林水産部）

里山里海展 2010

グリーンウェイブ 2010

○里山保全活動のモデル拠点である夕日寺健民自然園において、企業や学校等の活動の受け入れや
活動団体との協定など、多様な主体との協働による活用や整備を推進します。
（環境部）

夕日寺健民自然園での活動

夕日寺健民自然園

○里山里海保全活動に積極的に取り組む学校を里山里海スーパースクールに認定し、支援すること
で生物多様性の重要性や保全の必要性などの環境教育を進めます。
（環境部）
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○いしかわ動物園やふれあい昆虫館、のとじま水族館など、県の既存施設において、施設ごとの環
境学習プログラムの作成や大学生による解説など、大学との連携体制を確立し、生物多様性につ
いて分かりやすく学ぶことができる環境学習を推進します。
（環境部）

ライチョウ展示室完成予想図

○新たに育成する「フォレストコーディネーター（仮称）
」等の人材を活用し、広く県民を対象とし
た森林環境教育を推進することにより、幼児から大人まで幅広い森林・林業サポーターの拡大を
図ります。
（農林水産部）
（ ２ ） 里山里海での
里山里海 での体験
での 体験の
体験 の 推進
「いしかわ自然学校」の充実をはじめ、県民が実際に里山里海の生きものや暮らし、文化等と
ふれあい、体験できる環境の整備を進めます。
○民間団体等との連携・協働や部局横断による「里山のまなび舎」や「いしかわ田んぼの学校」
「水
辺のまなび舎」
「いしかわ子ども自然学校」などの自然体験プログラムからなる「いしかわ自然学
校」の充実を図り、里山里海の保全やその持続可能な利用などの視点を取り入れた多彩なプログ
ラムの提供に努めます。
（環境部、農林水産部、土木部、教育委員会ほか）
いしかわ自然学校の概要

行政・
行政・特定非営利活動法
人・民間事業者との
民間事業者との連携
との連携

広域ネットワーク
広域ネットワーク型
ネットワーク型の
自然学校
県下各地の
県下各地の自然や
自然や
施設を
施設を活用した
活用した
プログラムの提供
プログラムの提供
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＜５つの目的
つの目的＞
目的＞
①多彩な
多彩な自然体験プログラムをとおして
自然体験プログラムをとおして自然
プログラムをとおして自然と
自然と共生できる
共生できる人
できる人を育てます
②自然や
自然や文化を
文化を活かした独自性
かした独自性のある
独自性のある体験
のある体験プログラムを
体験プログラムを提供
プログラムを提供します
提供します
③自然の中で楽しく深
しく深く体験し
体験し、感動をわかちあうことをとおして
感動をわかちあうことをとおして、
をわかちあうことをとおして、
石川の
石川の自然ファンを
自然ファンを育
ファンを育てます。
てます。
④自然の
自然の大切さに
大切さに気
さに気づき、
づき、環境問題の
環境問題の解決に
解決に向けて行動
けて行動する
行動する人
する人を育てます
⑤自然と
自然と人が共生する
共生する夢
する夢のあるいしかわの未来
のあるいしかわの未来づくりを
未来づくりを目指
づくりを目指します
目指します。
します。

○保育所・幼稚園児を対象に幼少期から自然に親しみ、環境保全の大切さを身につけてもらうため
の「もりの保育園」事業の充実に努めるとともに、保育士を対象とした自然体験活動研修を実施
します。（環境部）

○児童・生徒に里山里海の自然体験を指導し、生物多様性について分かりやすく教えることができ
るよう、教員を対象とした研修に里山保全活動を取り入れます。（環境部、教育委員会）

○幼児向けの森林体験学習や小学生等に対する森林・林業体験活動を行う学校等の拡大を図るとと
もに、学校林の活用や「緑の少年団」活動等を通じ、森林環境教育を実践できる、より高度な専
門性を持った指導者の育成を推進します。（農林水産部）【再掲】

○全県を対象に 40 年にわたり実施している小学生による「ふるさとのツバメ総調査」を継続して実
施し、ホームページを利用した調査結果の情報発信などを推進します。(県民文化局、石川県健民
運動推進本部)

○子ども農山漁村交流プロジェクトの受入モデル地域は、現在、能登地区だけであることから、今
後は加賀地区をはじめ、全県的に豊かな体験活動の取組を支援していきます。(観光交流局)

○「いしかわ田んぼの学校推進プロジェクト」により、米作り体験や果樹・野菜の栽培と併せて、
生きもの調査や調理体験、ビオトープづくりなど、農業が育む環境を学ぶプログラムを提供しま
す。また、学習指導要領に沿った体験メニューを提案し、総合的な学習の時間等を活用した環境
教育の充実を図ります。（農林水産部）
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■トピックス■ 小学生の自然とのふれあい体験

○ふるさとのツバメ総調査
県健民運動推進本部で実施している「ふるさとのツバメ総調査」は、毎年５月の愛鳥週間中に、県内の全公立小学校
の６年生を中心とする児童が、自分たちが住んでいる地域で生息しているツバメの数を調べる調査で、県内全域を対象
にツバメの調査をしているのは、本県と富山県の２県のみとなっています。この調査は、ふるさとの環境をみつめ、自
然を愛護する心を育み、生きものに関心を持ってもらうことをねらいとしています。昭和 47 年から現在まで継続して
実施され、40 年にわたるツバメの生息数の推移など貴重な資料となっています。
また平成 16 年（2004 年）から、「特定非営利活動法人バードリサーチ」の協力を得て、本県の生息状況をインター
ネットで発信しているほか、平成 17 年からは、子どもたちが自分たちの行うツバメ調査に、より一層の興味を持って
取り組んでもらえるよう、ツバメの生態などを学ぶ「ツバメ学習会」を各学校に出向き開催しています。

○いしかわ田んぼの学校推進プロジェクト
県では、いしかわ自然学校の一環として、小学校を対象とする「いしかわ田んぼの学校推進プロジェクト」を平成 12
年度から実施しています。水田、畑、水路、ため池など里山を「遊びと学びの場」としてとらえ、農業や農作物への理
解促進と環境に対する豊かな感性を持つ子どもたちの育成、ひいては人間と自然との共生などを目標に、地域と密着し
た体験型の環境教育を実践しています。

稲刈りの様子

ツバメ学習会の様子
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７．国際的な
国際的な情報の
情報の共有と
共有と発信
生物多様性とその持続可能な利用は世界的な課題であり、本県では昨年 10 月に各国政府や地方
行政機関、市民団体等 51 の機関等で創設された「SATOYAMA イニシアティブ国際パートナーシッ
プ」に参画しています。このような取組等を通じて、国際的な情報を積極的に収集するとともに、
本県の取組を世界に発信し、世界の生物多様性保全に貢献していきます。また、世界的な環境問
題である地球温暖化を防止するための取組を積極的に推進します。
（１）国際的な
国際的な取組
「SATOYAMA イニシアティブ国際パートナーシップ」の一員として、国際的な取組に積極的に
協力します。また、国外の自治体、大学等との交流を進め、国際的な情報の収集や本県の取組
の発信を推進します。
○各国政府、地方行政機関、市民団体、民間企業、特定非営
利活動法人、教育研究機関で構成される「SATOYAMA イニシ
アティブ国際パートナーシップ」のメンバーとして、情報
共有や発信を通して、世界的な生物多様性の保全に貢献し
ます。
（環境部）

SATOYAMA イニシアティブ
国際パートナーシップ発足式

○国際連合大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットをはじめとした学術研
究機関と連携し、国際的な調査研究に貢献します。
（環境部ほか）
○海外からの視察や研修生を積極的に受け入れて、生物多様性や里
山里海の利用保全に関する事例や課題を共有し、諸外国の取組に
貢献していきます。
（環境部ほか）

ＪＩＣＡ里山研修

○インストラクターの派遣や研究者等の招へいなどにより、ドイツ
など諸外国の自治体、大学等との交流を推進し、先進的な取組や事例の習得、ノウハウの共有な
どを図り、本県の里山里海の利用保全に活かします。
（環境部ほか）
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■トピックス■

国際連合大学高等研究所
国際連合大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットの
大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットの取組
いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットの取組

国際連合大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット（以下、「ユニット」という。）では、持続可
能な社会づくりに向け、設立当初から、地域の里山里海研究等を行い、「日本の里山・里海評価（前掲 13 頁参照）」
の北信越クラスターレポートの作成においては、クラスター事務局を務めました。また、里海が生物多様性の保全
に果たす役割に着目しており、生物多様性条約事務局(CBD 事務局)の委託を受けて、日本国内における第一人者
の里海研究を集め、生物多様性条約テクニカルシリーズレポート「沿岸海域における文化、および生物多様性」を
作成し、COP10 においては、CBD 事務局とともに里海をテーマにしたサイドイベントを開催して、七尾湾や舳倉島を
始めとする日本の里海の取組事例を世界に紹介しました。
さらに COP10 では、ユニットと生物多様性事務局との共催で「持続可能な海洋イニシアティブ（SOI: Sustainable
Ocean Initiative）」が設立され、日本や世界の研究者や政策立案者が一堂に会して期間内に開催された会議にお
いて、共同議長を務めました。2012 年の COP11 に向けて、SOI では今後国内外でワークショップを開催する予定で
す。
このほか、ユニットでは、映像によってより多くの人々が生物多様性を身近に感じることができるように、国際連
合大学メディアセンターと連携し、本県の里山里海に見られる伝統文化にも焦点を当て、海女や揚げ浜式塩田、菊
炭などをテーマに映像作品を制作しています。このうち、揚げ浜式塩田と菊炭の２作品は、本県および金沢大学の
協力を得て撮影が行われました。これらの映像作品は、インターネットでも一般公開されていますが、ユニットでは、
「環境映像祭 IN 金沢」を開催したり、COP10 やユネスコの生物多様性展など、国際会議や展示会で上映の機会を
設けたりして、映像による里山里海の普及も行っています。
このように、ユニットは、研究や活動を通して、本県と国際社会を結ぶ役割を果たしています。近年、気候変動や
生物多様性の損失が世界共通の課題となっていますが、これらの問題の緩和の糸口を握るのは持続可能な資源
利用を継続してきた里山里海の文化であり、地域の人々が受け継いできた伝統的知識にほかなりません。
ユニットでは、国際連合のシンクタンクとして、今後更に、里海に関連する伝統知識やその応用方法も調査対象
に含めることを検討しており、本県や県内の学術・研究機関とも連携を図っていきたいと考えています。2011 年は、
国際森林年にあたりますが、これを機に里山里海への関心も更に高まることでしょう。また、2012 年には、次回の生
物多様性条約締約国会議（COP11）がインドで、ラムサール条約締約国会議（ラムサールＣＯＰ11）がルーマニアで
開催されます。気候変動の影響緩和や生物多様性の保全における里海の役割が重要視されるなか、ユニットでは、
今後も本県と共に里海の研究や活動を継続していくこととしています。

国際連合大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティ

「日本の里山里海生態系評価報告書」（左）

ング・ユニット開所式

「里山里海の伝統的知識・知恵の伝承」（右）
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（２）地球温暖化への
地球温暖化への対応
への対応
地球温暖化防止のため、国では、温室効果ガスの排出量を 1990 年比で、2020 年までに 25％、
2050 年までに 80％の削減を目指しています。

県ではこれまで、「いしかわ版環境ＩＳＯ」や「エコハウス」の普及などの事業を通じて、
県民、事業者、行政の協働により温暖化防止活動に取り組んでいますが、今後、京都議定書
の第一約束期間以降の新たな目標に向け、民生部門を中心に、地域における具体的で実効性
のある CO2 削減の取組をさらに深化させていきます。また、地球温暖化が本県の生物多様性
や里山里海の利用保全に及ぼす影響に関するモニタリングや調査研究を進めていきます。
○いしかわ版環境ＩＳＯ（家庭版、学校版、地域版、事業者版）に取り組む県民、事業者、団体の
更なる拡大とステップアップを図るとともに、４つのＩＳＯが連携したエコライフ活動の実践に
より、地域一帯となった取組を進めていきます。（環境部）
○具体的に削減量が積み上がる取組のステップアップを図るため、身近な省エネ活動の普及、省エ
ネ家電製品、太陽光発電の積極的導入、更にはエコ住宅の建築や住宅エコ改修の支援など、ハー
ド・ソフト両面から住宅の省エネ化・創エネ化を進めていきます。（環境部）
○エコ住宅・住宅エコ改修の普及による住宅関連の有効需要の掘り起こしや県産材の利用拡大、さ
らに、メタンの有効活用の技術開発など地域の経済活性化につながる地球温暖化防止の取組を進
めていきます。（環境部）
○企業等が社会貢献活動として整備した森林の二酸化炭素吸収量を認証することにより、企業など
による森林整備を推進します。また、里山の森林資源の活用による二酸化炭素排出削減・吸収量
のクレジット化、未利用森林資源を活用したニュービジネスの創出などにより、山村と企業、山
村と都市とのマッチングを推進します。（環境部、農林水産部）【再掲】
○県内における温暖化が生物多様性に及ぼす影響や対策について、大学や関係機関と連携し、調査
研究を行っていきます。
（環境部）
本県の地球温暖化防止の主な取組
○いしかわ事業者版環境ISOの普及促進
○いしかわ事業者版省エネ化モデル事業

○いしかわ版環境ISO（学校版、地域版、家庭版、事業者版）の普及促進
○いしかわ版環境ISO連携モデル事業
○いしかわエコチケット事業
○エコギフトによる学校、地域への支援
○エコリビングの普及啓発
○エコ住宅改修モデル設計事業
○いしかわ住まいのエコ性能評価システム事業
○いしかわエコハウスの活用

○エコドライブの普及啓発
○エコドライブ推進事業所の登録・表彰
○エコチケットを活用したEV試乗体験
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○温暖化の影響が顕著に現れることが予想される白山地域の生態系の変化について、注意深くモニ
タリングを行います。
（環境部）
○温暖化の影響と見られるイノシシやニホンジカの分布拡大による生息状況のモニタリングの実施
や資源としての活用を図るため捕獲を推進します。（環境部）
○地球温暖化により絶滅が危惧されているライチョウの将来的な生息域外保全に備えて、いしかわ
動物園において近縁種のスバールバルライチョウを飼育し、飼育繁殖技術の習得を図ります。
（環
境部）【再掲】

トキ（写真提供：環境省）

【写真提供】
金沢大学、環境省、佐野修、高橋久、竹田伸一、戸田光彦、富沢章、中川富男、
日本野鳥の会、白山自然保護センター、白山商工会、のと海洋ふれあいセンター、
美馬秀夫、宮崎光二、山本邦彦 （５０音順）
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用語解説
【あ行】
●愛知目標（あいちもくひょう）【P11,45】

愛知目標は生物多様性の損失を食い止める 2011 年からの目標で、生物多様性の保全や持続
的な利用を図るために、2020 年までに具体的な緊急行動を起こすことを掲げている。また、20
の個別目標が採択されている。生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）で、採択された新
たな戦略計画。
●亜高山帯（あこうざんたい）【P16】
山地にみられる植物の垂直分布帯のうち、山地帯と高山帯との間の部分。オオシラビソ、ダケカ
ンバなどの森林が成立する標高帯。白山では約 1,600～2,300ｍの標高帯が該当する。
●生きものマーク（いきもの～）【P59】
生きものが住める環境になるよう配慮して生産された農林水産物を、兵庫県のコウノトリや佐渡
のトキ等の地域の生きものでアピールするもの。
●石川県産業創出支援機構（ISICO) 【P54】
(財)石川県産業創出支援機構は、産学官のコーディネート機関、新産業創出のための総合的支援
機関・ワンストップウインドウとして、産学官の強い連携と人的、物的、知的資源を総合的に活用
し、県内、国内外を広範に結ぶ情報と人脈のネットワークの構築を通して、21 世紀の石川県経済を
牽引する新しい産業を生み出すことを目的としている。特に、
石川産業科学技術会議の策定する
「石
川県産業科学振興指針」に盛り込まれる各種の振興プロジェクトを他の産業支援機関、大学、公設
試等と連携して推進する中核的組織としての役割と機能を果たしている。
●石川県指定希少野生動植物種【P18,33,79】
石川県では、2004 年（平成 16 年）に「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」を定め、絶滅の
おそれのある動植物種の中でも、特に保護の必要性の高い野生動植物を「石川県指定希少野生動植
物種」として、これまでに、チュウヒ、コアジサシ、ホトケドジョウ、トミヨ、イカリモンハンミ
ョウ、マルコガタノゲンゴロウ、シャープゲンゴロウモドキ、イソコモリグモ、サドクルマユリ、
サギソウ、トキソウ、オキナグサ、エチゼンダイモンジソウ、イソスミレ、ウミミドリの 15 種を指
定し、その生きている個体の捕獲、採取、殺傷、損傷等は原則として禁止し、保護を図っている。
●いしかわ森林環境税（～しんりんかんきょうぜい）【P71】
木材価格の低迷等による林業採算性の悪化や山村の過疎化などにより、
山間奥地などにある人工
林では間伐が行われず、このままでは、森林は荒廃し、水源のかん養や山地災害の防止といった公
益的機能の低下により、安全で安心な暮らしへの影響が懸念されている。そこで、公益的機能の恩
恵を受けている社会全体で森林を支えていく新たな制度として、平成１９年度から「いしかわ森林
環境税」が導入された。
この財源をもとに始められた「いしかわ森林環境基金事業」は、主に手入れ不足人工林の整備を
行い、併せて里山林の整備等を含む「県民の理解と参加による森づくり」を推進している。
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●いしかわ田んぼの学校推進プロジェクト【P86】
農業や農作物への理解促進と環境に対する豊かな感性を持つ子どもを育てていくために、田ん
ぼ、水路、ため池などを遊びと学びの場とし、農業・農村が持つ多面的な機能を活用した体験型の
環境教育を実施するもの。
●栄養塩（えいようえん）
【P40,43,46】
植物（植物プランクトン）の栄養分として必要な、窒素、燐、珪素などの元素を含むアンモニア、
硝酸あるいは亜硝酸、燐酸や珪酸などを総称して栄養塩と呼ぶ。
湖沼やダム湖あるいは内湾などの水の出入りや交換が少ない閉鎖性水域では、窒素やリンなどの
栄養塩類が過剰に流入すると富栄養の状態となり、藻類が大量発生し、赤潮の発生など各種の環境
（水質）問題を引き起こす場合がある。
●エコトーン【P31】
森林とため池・水田というような二つの異なった生物の生息空間とそれら二つの空間が移りゆく
移行帯のことを「エコトーン」と呼ぶ。エコトーンでは、土壌の水分、日光の照度、温度、湿度な
どが、比較的限られた空間の中で連続的に大きく変化するので、そこに育つ動植物が多様となる。
また、人間活動によって成立している二次的な里山の自然環境は、大きな意味でエコトーンとも
言える。
●エコツーリズム【P6,40,56】
自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴
史文化の保全に責任を持つ観光のあり方。一般には 1982 年に IUCN（国際自然保護連合）が「第 3
回世界国立公園会議」で議題としてとりあげたのが始まりとされている。日本においても数多く企
画・実施されており、環境省・石川県では持続可能な社会の構築の手段としてエコツーリズムの推
進に向けた取り組みを進めている。
●奥能登ウェルカム・プロジェクト【P57】
「奥能登ウェルカムプロジェクト」は、人口減少や高齢化が進行している奥能登地域の活性化や、
交流人口の拡大を目指して、新たな誘客素材となる地域資源の発掘・活用や、継続的に誘客を図る
体制の構築に向けて取り組んでいる事業で、平成１９年５月から、石川県、輪島市、珠洲市、穴水
町、能登町、民間事業者、地域づくり団体等による「奥能登ウェルカムプロジェクト推進協議会」
を設立して、能登の地場でとれた旬の魚介類 、肉類・野菜等を食材に使い、能登産の器、箸を使っ
た「能登丼」の展開や里山里海体験ツアーの受入の推進など広域的に事業に取り組んでいる。

【か行】
●加賀野菜（かがやさい）【P4,5】
城下町である金沢周辺で江戸時代から受け継がれてきた特産野菜で、金沢市農産物ブランド協会
が、平成 23 年 3 月現在で、源助だいこん、金時草、加賀太きゅうりなど 15 品目を認定している。
●攪乱（かくらん）【P45】
自然植生に対する、外部からの生育を阻害する要因のことで、大きく人為的攪乱と自然的攪乱に
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分けられ、適度な攪乱によって多様な生育環境が生まれ生物多様性を高めている。人為的攪乱とし
て、伐採や草刈り、放牧、耕作、ため池の水抜き、火入れの他、開発行為も含まれる。また、自然
的攪乱として、地震、台風、火山活動、洪水、河川などにおける浸食や崩壊等などがあげられる。
里山では、人為的攪乱の減少による生物多様性の低下が懸念されている。
●夏緑広葉樹林帯（かりょくこうようじゅりんたい）【P16,17,29】
夏に緑葉をつけ、寒冷な冬に落葉する広葉樹からなる群落。落葉広葉樹林、クリ・ケヤキ・ブ
ナ・ミズナラ・カエデなどを主とする。
●環境ブロック【P72】
内部を空洞にして、上下、左右のつながりをもたせ、内部の保水性維持と生物行動範囲拡大を図
り、表面に植栽部を設け、植物の伸長を促す工夫をしたコンクリート二次製品。
●強度間伐（きょうどかんばつ）【P39,71】
通常の間伐の２倍にあたる 40％以上の本数を一度に間引きすること。
●漁獲可能量（ぎょかくかのうりょう：ＴＡＣ(Total Allowable Catch))【P62】
特定の魚種ごとに捕獲できる総量を定めたもので、ＴＡＣ魚種を指定し、持続可能な資源管理を
行っている。ＴＡＣ指定魚種：マアジ、マサバ及びゴマサバ、マイワシ、サンマ、スケトウダラ、
ズワイガニ、スルメイカ。
●漁獲努力可能量（ぎょかくどりょくかのうりょう：ＴＡＥ)【P62】
漁船の隻数や操業日数、投網回数などの漁労作業の量を漁獲努力量というが、魚種ごとに投入す
る総漁獲努力可能量を定めることによって、資源の管理と保存を図ろうとする制度。
●グリーン・ツーリズム【P40,56】
農村・山村・漁村に滞在して、農山漁村の自然や風景を楽しんだり、田植え、野菜や果物の収穫
などの農作業体験などを行ったり、民宿や農家などに泊まって、地域の伝統文化や人々との交流を
楽しむ旅のこと。
●グリーン・ウェイブ【P83】
未来を担う子どもたちに生物多様性の大切さを理解してもらうため、生物多様性条約事務局の提
唱で 2008 年から始まった取り組み。生物多様性の日である 5 月 22 日に世界各地の学校などで一斉
に植樹を行う運動。
●耕作放棄地（こうさくほうきち）【P25,30,39】
高齢化、過疎化による人手不足で、過去 1 年間耕作されたことがなく、今後数年の間に再び耕作
する意思のない農地のこと。耕作放棄地は、我が国の食料供給力確保の観点はもとより、国土保
全・水源かん養等の農業の有する多面的機能の発揮の観点、病虫害・鳥獣被害の発生・拡大、農
地利用集積の阻害、水利施設管理への支障といった営農面での悪影響、さらには、廃棄物の不法
投棄、景観の悪化等、地域住民の生活環境面でも大きな課題。
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●高山帯（こうざんたい）【P2,16,17,20,28,41,51,69,82】
山地にみられる植物の垂直分布帯のうち、森林限界の上部から一年中氷雪に閉ざされた氷雪帯の
下部までの間の部分で、石川県では白山の一部で見られる。動植物の生育や繁殖が可能な期間は限
られ、植物の生長は非常に遅く、比較的小型の多年生草本や小低木が多い。
●国際生物多様性年（こくさいせいぶつたようせいねん）【P14】
国連で採択・決議された国際年の一つで、2006 年にブラジルのクリチバで開催された生物多様性
条約 COP8 の勧告を受けて、同年の第 61 回国連総会において 2010 年を「国際生物多様性年」と決定
された。生物多様性条約と「2010 年目標」などを周知して生物多様性の重要性についての認識を高
め、条約の達成を推進するためのもの。
●国際森林年（こくさいしんりんねん）【P14】
国連で採択・決議された国際年の一つで、
2011 年を
「国際森林年」
（International Year of Forests）
と決定された。国際森林年では、現在・未来の世代のため、全てのタイプの森林の持続可能な森林
経営、保全、持続可能な開発を強化することについて、あらゆるレベルでの認識を高めるよう努力
すべきとされている。2010 年 12 月に金沢市で開催された「国際生物多様性年クロージング・イベ
ント」では、2010 年の「国際生物多様性年」から 2011 年の「国際森林年」への橋渡しのセレモニ
ーが行われている。

●国際連合大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット【P38,47,52,87,88】
国際連合大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットは、国際連合のシンク
タンクである、国際連合大学の研究・研修センターのひとつである国際連合大学高等研究所のオペ
レーティング・ユニットとして、同大学、石川県、金沢市が連携して 2008 年 4 月に金沢市に設立さ
れ、持続可能な社会づくりに向け、研究、政策、及び地域のパートナーとの連携を図ることを目的
に、生物多様性に関連する研究活動やセミナー、シンポジウムの開催を行っている。

【さ行】
●自然植生（しぜんしょくせい）【P28,29】
人間によって伐採や植林などの手が加えられていない植生で、石川県では、白山の高山帯や亜高
山帯の一部に見られる。人間の影響がなくなった場合に、気候や立地条件から成立するであろう自
然植生を理論的に類推したものを「潜在自然植生」という。
●シャープゲンゴウロウモドキ【P17,30】
シャープゲンゴロウモドキは、体長30 mm に達する大型のゲンゴロウの仲間で、1962年の石川県
の記録を最後に絶滅したと考えられていたが、1984年に千葉県で再発見された。現在、全国的に生
息地、個体数とも激減しており、本県でも、ここ10年で半減している。
石川県指定希少野生動植物種に 2005 年（平成 17 年）に指定され、その生きている個体の捕獲、
採取、殺傷、損傷等は原則として禁止されている。環境省及び石川県絶滅危惧Ⅰ類。
●循環型社会（じゅんかんがたしゃかい）【P12,42】
2000 年、日本は循環型社会を目指す「循環型社会形成推進基本法」を制定し、環型社会を「天然
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資源の消費量を減らして、環境負荷をできるだけ少なくした社会」と定義した。同法では、循環型
社会を構築する方法として、（1）ごみを出さない、（2）出たごみはできるだけ利用する、（3）ど
うしても利用できないごみはきちんと処分する―の 3 つを提示している。
●照葉樹林（しょうようじゅりん）【P16】
常緑の広葉樹が優占する森林。優占する樹種によりシイ林、カシ林、タブ林などと呼ばれること
もある。主な樹種はカシ類、シイ類、タブノキやクスノキなどのクスノキ科、サカキやヤブツバキ
などのツバキ科など。これらの種は、寒さや乾燥に適応した小型で厚い葉を持ち、葉の表面にクチ
クラ層が発達していて葉が日光を反射して光ることから「照葉」の名がついている。照葉樹林は階
層構造が発達し、林床にも常緑の種が多いため林内は暗い。石川県では、海岸部や一部の社叢で見
られる。
●常緑広葉樹林（じょうりょくこうようじゅりん）【P3】
→「照葉樹林」参照
●針広混交林（しんこうこんこうりん）【P60,71】
針葉樹人工林に広葉樹を交えた森林のこと。針広混交林は、20 年から 35 年生人工林の部分的な
抜き切りにより林床の光環境を改善し、立地環境に適応した有用な広葉樹を植栽したり、自然更新
を行う。従来の針葉樹だけの単純な人工林とは異なり、針広混交林の利点としては、種組成が豊富
になることや、齢の異なる針葉樹上木と広葉樹下木で伐採時期がずれるため相対的に長い伐期の計
画が組めるなどが挙げられる。また、一斉に皆伐する方法とは異なることから、土砂流出や地力低
下の防備にも大きな利点がある。
●人工リーフ【P73】
砂浜海岸の侵食を防ぎ漂砂を堆積させることで砂浜を復元することが目的。最近では、海藻によ
る水質の浄化機能、水産動物の増殖機能、魚礁機能など、海岸保全という本来の目的に加えて、水
産業への積極的な利用が期待されている。
●人工林（じんこうりん）【P2,16,25,28,30,39】
種をまいたり、植樹したりして人工的に育成した森林のこと。人の手により苗木の植栽・播種・
挿し木などが行われ、樹木の世代交代（造林）が達成されている。人間が樹木の生殖に関わること
により、品種・品質が整えられ、工業材料としての木材供給に適した樹木群となる。
●薪炭林（しんたんりん）【P43】
薪（まき）や炭などの燃料を得るため、15～20 年サイクルで、伐採が繰り返されてきた雑木林。
石川県では、コナラ、クヌギ林が多い。また、落ち葉は、堆肥の原料として利用されていた。近年
は薪炭林としての利用がされなくなった結果、植生遷移が進み、林床にみられるカタクリ、スミレ
等の二次林に特有な動植物が消失したり、タケやササ類の侵入・繁茂によって、更新が阻害され森
林構造の単純化を招くなどの問題が生じている。
●生物多様性国家戦略（せいぶつたようせいこっかせんりゃく）【P9,11,12】
生物多様性条約第 6 条に基づき、締約国が作成する生物多様性の保全及び持続可能な利用のため
の国家的な計画。日本では、平成 7 年に 1 次計画、平成 14 年に 2 次計画、平成 19 年に 3 次計画が
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策定された。なお、平成 20 年に施行された生物多様性基本法においても、政府の生物多様性の保全
及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画として、生物
多様性国家戦略の策定が規定された。
●生物多様性条約（せいぶつたようせいじょうやく）【P3,11,12,88】
生物の多様性に関する条約（平成 5 年条約 9 号）。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目的とする。1992 年にリオ・
デ・ジャネイロ（ブラジル）で開催された国際連合環境開発会議（地球サミット）で採択された条
約のひとつで、正式名称は「生物の多様性に関する条約」。翌 1993 年発効。日本は 1993 年（平成
5 年）5 月に締結した。条約に基づき生物多様性国家戦略を策定し、これに基づく各種施策を実施し
ている。
●世界農業遺産（せかいのうぎょういさん）【P14,38】
世界重要農業資産システム（Globally Important Agricultural Heritage Systems: GIAHS）のこ
とで、国際連合食糧農業機関（FAO、本部イタリア･ローマ）が、グローバル化の影響で衰退の途に
ある伝統的農業や文化、土地景観の保全及び持続的活用の推進を図ることを目的に、2002年に開始
した。以来、世界各地の事例や経験を保全するため、ペルー、チリ、中国、フィリピン、アルジェ
リア、タンザニア等でパイロット事業が実施展開されている。
GIAHSでは、現在営まれている農業や土地利用のみならず、生態系や土地景観、慣習、伝統農業な
ど農業を営む上で関連する文化的諸要素を含めて地域資源として考える。これらの地域資源のうち
農業生産と生物多様性保全について、包括的・体系的な視点から、現在営まれている農業生産活動
及び基盤となる生物資源や生物多様性を重視し、次世代への継承を目指している。
●遷移（せんい）【P31】
自然の植生は年月とともに次第に変化する。これを「植生遷移」あるいはただ単に遷移とよぶ。
遷移にともない、土壌も変化する。植生は有機物を土壌に供給し、一方で、水分・養分の供給を土
壌に依存するため、両者は互いに影響を受けながら進行する。また遷移が進み最も発達した状態を
極相という。

【た行】
●都市公園（としこうえん）【P74】
都市公園とは、都市計画施設である公園または緑地で，地方公共団体または国が設置するもの及
び地方公共団体が都市計画区域において設置する公園または緑地のことで、県内においては、平成
20 年度末までに、県・市町により、1,040 箇所、1,334.26ha の都市公園が供用されている。

●特定外来生物（とくていがいらいせいぶつ）【P20,41,82】
外来生物（移入種）のうち、特に生態系等への被害が認められるものとして、外来生物法（2004）
によって規定された生物。石川県では、オオクチバス、ブルーギル、アライグマ、オオキンケイギ
クなど 9 種が確認されている。特定外来生物に指定されると、ペットも含めて飼育、栽培、保管又
は運搬、譲渡、輸入、野外への放出などが禁止され、これに違反すると 3 年以下の懲役、または 300
万円以下の罰金（法人の場合には 1 億円以下の罰金）が課せられる。
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●特定外来生物による生態系に関わる被害の防止に関する法律【P20,41】
外来生物（移入種）による生態系等への影響を防止するための法律。一般に、外来生物法と略称
される。2004 年 6 月制定、2005 年 6 月より施行。海外からの移入生物による、日本の生態系、人の
生命や健康、農林水産業への被害を防止するために、飼養、栽培、保管又は譲渡、輸入などを禁止
するとともに、国等による防除措置などを定めている。生態系等への被害が認められる生物は、特
定外来生物として指定され、飼育、栽培、譲渡、運搬、輸入、さらに野外への放出などが規制され
る。
●特定鳥獣保護管理計画（とくていちょうじゅうほごかんりけいかく）【P80】
野生鳥獣の適切な保護管理（個体数調整を含む）によって人と野生鳥獣との共生を図ることを目
的として「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づく計画制度。特定鳥獣保護管理計画
は鳥獣保護事業計画の下位計画であり、都道府県知事により各都道府県の鳥獣保護事業計画に基づ
いて鳥獣の種類ごとに策定する。

【な行】
●二次草地（にじそうち）【P18】
肥料や飼料、屋根葺材などの資源を得る場所として、人為的に維持管理されてきたススキなどの
草地。
●二次林（にじりん）【P9,16,28,29,30,31,32,39,61】
伐採後再生した森林など過去に伐採等の人為が加えられ、その影響を受けている森林で、クヌギ、
コナラの多い雑木林などのように、繰り返し伐採される萌芽林も多い。二次林は代償植生である森
林のことで、スギ、ヒノキなど植林地の植林は含まれない。放置されると遷移が進行し、石川県で
の里山では、主に照葉樹林化するため、その過程で夏緑樹林帯の特有の動植物種が消失することが
ある。
●農業環境規範（のうぎょうかんきょうきはん）【P60,72】
環境との調和のため取り組むべき項目（土づくりや適正な防除等で作物生産７項目、家畜の飼養・
生産６項目）を示したもの。この実行状況について農業者自らが点検を行う。

【は行】
●バイオマス資源【P45,61】
再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。バイオマスは、バイオ（bio=生物）
とマス（mass=量）からできている合成語。バイオマスの種類は、「資源作物系」、「廃棄物系」、
に分かれ、「資源作物系」にはサトウキビやトウモロコシなどの糖質系作物や菜種などの油糧作物
があげられ、「廃棄物系」には紙、家畜排せつ物・食品廃棄物・建設発生木材・製材工場残材・黒
液（パルプ工場廃液）・下水汚泥・し尿汚泥、稲わら・麦わら・もみ殻・林地残材（間伐材、被害
木等）があげられる。
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●半自然草原（はんしぜんそうげん）【P28】
半自然草原は，野焼きや刈り取りはするが，種を蒔いたり苗を植えたりはせず，芽生えを自然に
ゆだねてできている草原を指す。火入れや草刈り，牛馬の放牧といった人間側の「撹乱」する力と，
自然の側の「回復」する力とがうまくつり合って維持される。
●ビオトープ【P68,85】
ビオトープとは「さまざまな野生生物の生息・生育空間」の意味で、生息・生育のために最低限
の面積を持ち、周辺空間から明確に区別できるようなまとまりをもった空間のこと。
日本では、都市の中に植物、小動物、昆虫、鳥、魚などが共生できる場所を造成または復元した
ものを指している場合が多い。
●ふゆみずたんぼ【P71】
冬期に水を張った田んぼのことで、雑草を抑制する効果があるので、有機やエコ農業に使用され
る農法のひとつ。ふゆみずたんぼには、ガン・カモ類や白鳥などの渡り鳥が飛来し、越冬地として
利用するほか、アカガエルやサンショウウオなど冬季から早春に繁殖する動物の産卵場所として利
用される。
また、冬季湛水することにより、イトミミズやユスリカなどの個体数の増加が早まり、それらを
エサとするカエルやメダカなどの小動物の増加、さらにはそれらをエサとするは虫類や鳥類が見ら
れるようになるなど、生態系が豊かになることが知られている。

【ま行】
●マツ枯れ【P31】
マツノマダラカミキリが媒介するマツノザイセンチュウにより、アカマツ、クロマツ等が集団的
に枯損する現象。日本各地で発生している。
●ミレニアム生態系評価（Millennium Ecosystem Assessment）【P6,7,13】
国際連合の主唱により 2001 年（平成 13 年）から 2005 年（平成 17 年度）にかけて行われた、地
球規模の生態系に関する総合的評価。95 ヵ国から 1,360 人の専門家が参加。生態系が提供するサー
ビスに着目して、それが人間の豊かな暮らし（human well-being）にどのように関係しているか、
生物多様性の損失がどのような影響を及ぼすかを明らかにした。これにより、これまであまり関連
が明確でなかった生物多様性と人間生活との関係がわかりやすく示されている。生物多様性に関連
する国際条約、各国政府、NGO、一般市民等に対し、政策・意志決定に役立つ総合的な情報を提供す
るとともに、生態系サービスの価値の考慮、保護区設定の強化、横断的取組や普及広報活動の充実、
損なわれた生態系の回復などによる思い切った政策の転換を促している。
●木質バイオマス（もくしつ～）【P59,61】
「バイオマス」とは、生物資源（bio）の量（mass）を表す言葉であり、「再生可能な、生物由来
の有機性資源（化石燃料は除く）」のことを呼ぶ。そのなかで、木材からなるバイオマスのことを
「木質バイオマス」と呼ぶ。
●藻場（もば）【P36,37,40】
海洋の沿岸の浅所に生育する海草（海産顕花植物）や大形海藻の群落のこと。藻場には大別して、
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波の静かな沿岸や内湾の砂泥地に生育するヒルムシロ科のアマモ類の群落のアマモ場（またはアジ
モ場）と、岩礁地帯に生育するホンダワラ類で形成されるガラモ場がある。そのほか、アラメ・カ
ジメ類、コンブ類などの大形褐藻類の群落があるが、それらはその形状から海中林とよばれている。

【や行】
●養浜（ようひん）【P73】
浸食された海岸などに、人工的に砂を補給あるいは新たに投入したり、海岸線から直角方向の沖
合に向かって消波ブロックを並べる突堤や、海岸線と並行に消波ブロックを並べる離岸堤を設置し
て、砂の浸食を防止し、海浜の造成を行うこと。

【ら行】
●落葉広葉樹林（らくようこうようじゅりん）【P3】
冬に落葉する広葉樹が優占する森林。夏には葉が繁るので夏緑林ともいう。ブナ類、ナラ類、カ
ンバ類、ハンノキ類、カエデ類、シデ類などが多い。照葉樹林に比べると樹木の種類が少なく、構
造も単純で明るい。林床にササ類が生育するのが日本の落葉広葉樹林の特徴である。暖温帯の照葉
樹林と並んで人間活動の盛んな地域に分布するため、人為の影響を受けやすい。
→ 「夏緑樹林帯」参照

【アルファベット】
●ＥＳＤ（Education for Sustainable Development）
【P12】
持続可能な発展のための教育。将来にわたって持続可能な社会を構築するために、何をするべきか
を考え、行動できる人材を育てる教育。
「持続可能性のため（の教育）
」と称することもある。
●ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）【P10,42】
気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）。地球温暖化に
ついての科学的な情報の収集、整理を行う。
●ＭＡＢ計画（Man and Biosphere）【P29,69】
ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の長期政府間共同研究事業計画として 1971 年に発足した
研究計画。Man and Biosphere の英語名から MAB 計画または単に MAB（マブ）と呼ばれることが多い。
自然及び天然資源の合理的利用と保護に関する科学的研究を国際協力のもとに行うことにより、環
境問題の解決の科学的基礎を得ることを目的としている。研究フィールドとして「生物圏保存地域」
（バイオスフェアリザーブ）が指定され、日本では、屋久島、志賀高原、白山、大台ヶ原の 4 箇所
が指定されている。
●SATOYAMA イニシアティブ【P47,87】
「SATOYAMA イニシアティブ」は、国際連合大学高等研究所と環境省によって推進される試みで、里
山が、人の福利（=human well-being）と生物の多様性の両方を高める可能性があることに着目し、
土地と自然資源を最適に利用・管理することを通じて、人間と自然環境の持続可能な関係の再構築
を目指している。
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