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２.あいちミティゲーション 

～開発などにおける、自然の保全・再生とネットワーク化を進める方法～ 

 Point   

●「あいちミティゲーション」は、土地利用の転換や開発などにおいて、自然への影響を回

避、最小化した後に残る影響を、生態系ネットワークの形成に役立つ場所や内容で代償す

ることにより、開発区域内のみならず、区域外も含めて自然の保全・再生を促す、本県独

自のしくみです。 

●「あいちミティゲーション」の基本的な考え方は、回避・最小化・代償の順に検討するこ

とと、生態系ネットワークの形成に役立てることです。 

●「あいちミティゲーション」の対象となる取組タイプは、「A.開発事業」で、大規模行為

届出制度や生態系ネットワークチェックリストによって進めます。 

（１）あいちミティゲーションとは 

ミティゲーションとは、開発の際に自然への影響を回避したり緩和することです。本県で推

進する「あいちミティゲーション」は、このミティゲーションの考え方に基づいて、土地利用

の転換や開発などにおいて、自然への影響を回避、最小化した後に残る影響を、生態系ネット

ワークの形成に役立つ場所や内容で代償することにより、開発区域内のみならず、区域外も含

めて自然の保全・再生を促す、本県独自のしくみです。 

自然への影響の回避、最小化、代償を行うミティゲーションを、生態系ネットワークの形成

に役立てて、地域全体の自然の質の総量の維持向上を図っていくしくみであることが、「あいち

ミティゲーション」の特徴です。 

この特徴に基づき、以下に「あいちミティゲーション」の基本的な考え方を示します。 
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１）回避・最小化・代償の順に検討 

「あいちミティゲーション」は、開発などにおける自然への影響の回避、最小化した後に残

る影響を代償するという順番に則って検討・実施します。 

回 避：開発を中止したり、別の場所で行うことにより自然への悪影響を避ける 

最小化：開発面積を縮小するなどして自然への悪影響をできる限り少なくする 

代 償：開発によって失われる自然のかわりに、開発区域内で自然を創出して代償をする。

または、開発区域外で自然を保全・再生・創出して代償をする。 

回避、最小化、代償の例 

（森をつらぬく道路の建設計画があった場合） 

回避、最小化、代償の方法としては、次に示すものが考えられます。 

回避・最小化の方法 

・開発区域の縮小や区域の移動 

・道路の地下化や、橋梁化 

・造成の際の、自然の改変を最小に抑える配慮 

・法面を直壁にして、自然の改変面積を少なくするなどの構造の変更 

・アンダーパスやオーバーブリッジによる動物の移動経路の確保 など 

回避・最小化・

代償の順に検討 
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回避・最小化の例：愛・地球博における取組 

平成 17（2005）年に「自然の叡智」をテーマに開催された愛・地球博では、開発な

どにおける自然への影響を回避、最小化し、さらにその後に残る影響を代償する取り組み

が行われました。 

平成６（1994）年にまとめられた当初の構想では、瀬戸市南東部を会場候補地とし、

その中心地にある「海上の森」を大幅に造成する計画でした。しかし、「海上の森」は、

樹林や水田、湿地など多様な環境が入り組んだ里山で、生物多様性の高い地域であること

から、情報公開や関係者からの意見聴取をふまえ、環境への影響を回避・最小化する対策

がとられました。 

その結果、約650ha を造成する予定だった海上の森のほとんどを保全し、約15ha に

減らす計画に変更されました。さらに、残った環境への影響を代償する対策として絶滅危

惧種の保全対策が実施されました。 

回避・最小化によって残された海上の森 

代償の方法 

●開発区域内における代償 

・開発区域内でのビオトープの創出 

・開発区域内に創出する緑地における生物生息への配慮 

・開発区域内に残存する自然地の生物の生息生育空間としての質の向上（人工林の広葉樹

林化、外来種の森の在来種の森への転換など） など 

●開発区域外における代償 

・開発事業者が所有する土地でのビオトープの創出 

・県有地や大学などにおけるビオトープの創出や樹林や湿地などの継続的な保全管理の実

施 

・NPOなどによる自然環境保全活動への継続的な支援 
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２）生態系ネットワークの形成に役立てる 

あいちミティゲーションでは、開発区域内や開発区域外で代償を行う場合に、生態系ネット

ワークの形成に役立つ場所や内容で実施します。開発区域外での代償では、生態系ネットワー

クに協力する方から土地の提供を受け、多様な主体の参加とコラボレーション（協働）によっ

て実施します。 

あいちミティゲーションの考え方 

（２）あいちミティゲーションの対象となる取組タイプ 

・下記の３つの取組タイプのうち、「A.開発事業」があいちミティゲーションの主な対象です。 

      A.開発事業    B.ビオトープ創出事業    C.自然環境保全活動 

・「A.開発事業」はさらに次の３つに区分します。 

１.法や条例に基づく環境アセスメント対象事業（75ha以上など） 

２.大規模行為届出制度の対象事業（１ha超の開発（既に造成された土地を除く） 

３.大規模行為届出制度の対象事業以外 

・それぞれ、下図に示すように法や条例、制度、チェックリストに基づく対応を行います。 



51 

開発事業の区分と対応 

・取組タイプ「B.ビオトープ創出事業」と「C.自然環境保全活動」は、「総ポイント※」を計算

して、「A.開発事業」で失われた自然の「代償」として扱うことができます。 

※総ポイント：「あいちミティゲーション定量評価手法」によって算出した数値 

P.52へ 

１ha 超の開発 

（既に造成され

た土地は除く。）

         ※ 

大規模行為届出制度 

生態系ネットワーク 

チェックリスト 

75ha 以上 

など 

環境影響評価法又は、 

愛知県環境影響評価条例

適用制度など 

１ha 以下の開発

面積などの要件 

P.16へ 

創出した生物の生息生育空間を総ポ

イントに換算し、代償として扱う 

活動によって向上した総ポイント

を代償として扱う 

A.開発事業 

B.ビオトープ創出事業 

C.自然環境保全活動 

開発事業者によるビオトープ創出への支援 

開発事業者による活動への支援 

※大規模行為届出制度 

（注１）届出対象外となる場合 

    道路・公園・鉄道・砂防施設などの公共の用に供される施設を目的としたもの 

（注２）届出に代えて通知する必要がある場合 

    注１以外の国または地方公共団体が行うもの 
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県

構想・計画段階

管理段階

事業者

回避・最小化の検討
可能な限り複数案を検討
【定量評価手法の活用】

代償の検討
可能な限り複数案の検討
【定量評価手法の活用】

回避、最小化、
代償方法につい
ての相談

助言・指導

管理・モニタリング

届出書の提出

通知
届出内容の審査

設計段階

事業の実施

・自然環境保全上の問題点
の確認（希少種の有無など）
・回避・最小化・代償方法に
係る助言・指導についての検
討

代償地や支援先の
NPOの選定

事業地や代償地の状況確認
相　談

改善に向けた支援等

優良な取組の情報収集

表彰等（予定）

生態系ネットワーク
協議会

大規模行為届出制度の観点
からの事前指導

優良な取組の
選定等

協議

情報
提供

施工段階

着工

完了

事業内容の設計

大規模行為届出制度に基づく
届出書の作成・提出
（着手予定日の61日前）

（必要に応じ）
自然環境の保全
に係る指導・調整

着手届出の受理

施工状況の確認

完了検査

調整

代償地や支援先のNPOの紹介

着手届の提出

（必要に応じ）
調査及び助言・指導

完了届の提出

大
規
模
行
為
届
出
制
度

(※協議会設立前の地域では県)

代償方法についての相談

（３）大規模行為届出制度対象事業におけるあいちミティゲーション 

大規模行為届出制度対象事業におけるあいちミティゲーションの内容を示します。 

１）実施手順 

次のフローにしたがって実施します。できるだけ早い段階で、県や地域の生態系ネットワー

ク協議会に相談してください。 
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％以上 ％以上 ％以上 ％以上

20ha 未満 5 2

20ha 以上 6 2

5 2 10 4

20 5 25 8

20 10 50 40

20 5 30 10

備　考

ゴルフ場用地　※２

宅
地
の
造
成

土地の開墾　※３

鉱物の掘採、土石の採取

水面の埋立、干拓

競技場、運動場、遊園地、その他
これらに類する屋外施設の用地

可能な限り保全緑地を確保すること。

行為後の植栽可能地は、すべて回復緑地とすること。

その行為の目的により宅地造成等の例による。

うち現況山林の場
合の保全緑地率

その他の区域

5 2

うち現況山林の場
合の保全緑地率

緑地率

※１ 用地の周囲を５ｍ以上緩衝樹林地とすること。
※２ 芝生地は緑地としない。またゴルフコース間及び境界内側の周囲を20ｍ以上樹林地とすること。
※３　農地、果樹園、牧草地等は回復緑地とみなす。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区　域

　　　　　　　　　　　　　緑地率

　　　　　行為の区分

住宅地

事業所、営業所、倉庫等用地

工場用地　　　 ※１

都市計画法による市街化区域

２）実施内容 

①開発事業における緑地の確保について 

開発事業を行う際に、開発区域内において、樹木の植栽などを行い整備する「回復緑地」や、

元の自然を破壊せずに残す「保全緑地」は、地域の生物多様性の保全の観点から考えると、開

発された区域に残される貴重な自然と捉えることができます。 

回復緑地の整備などを行う際に、例えば、景観上の観点から園芸種の植栽を選択することに

代えて、その地域に本来生育するはずの在来種を選択して植栽することにより、その地域の鳥

や昆虫など生物の生息空間につながりを持たせる生態系ネットワークの形成に役立ち、生物多

様性の保全に資すると考えられます。 

平成 22 年の COP10 開催以来、自然環境や生物多様性の保全に対する関心が高まっている

今日、開発事業に伴って行う緑地の整備を、生物多様性保全に配慮したものにすることは、開

発に対する住民の理解につながると期待されます。 

開発事業に伴う緑地の確保を、生物多様性保全に配慮したものにすることにより、自然の

「質」を向上させ生態系ネットワークの形成につなげるしくみをつくることで、県内の生物多

様性の維持・向上がさらに図られることを目指していきます。 

そのために本県は、昭和 48 年に制度を開始した「大規模行為届出制度」の対象となる開発

事業について、現行の緑地面積の確保の基準（下表参照）に加えて、緑地の質についても確保

の指標を設けています。 

「緑地の確保に関する基準」（大規模行為届出制度） 
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②緑地の質の確保基準 

ア 緑地の質の確保の指標 

以下の２つを緑地の質の確保の指標とします。 

総ポイント（定量評価手法によって算出した開発区域の自然の質） 単位：点 

質ポイント（単位面積あたりの自然の質） 単位：点／㎡ 

イ 指標の確保基準（質ポイントの確保） 

・開発前の「開発区域の質ポイント」が 20 点／㎡以上の場合は、開発後の「緑地の質ポイン

ト」について、開発前の「開発区域の質ポイント」以上を確保していただくようお願いしま

す。 

・開発前の「開発区域の質ポイント」が 20 点／㎡未満の場合は、開発後の「緑地の質ポイン

ト」を20点／㎡以上になるよう、緑地の質の向上を図っていただくようお願いします。 

ウ 緑地の確保にあたっての推奨事項 

・開発区域内での代償及び、開発区域外での代償注）により、開発後の「総ポイント」を、開発

前の「総ポイント」の50％以上を確保することを推奨します。 

注）開発区域外での代償 

開発区域外での代償は、事業者自らが行う自然の保全・再生のほか、ＮＰＯなどによるビオトー

プを創出する活動への支援、ＮＰＯなどによる自然保全・再生活動の支援が該当します。 



55 

■緑地の確保基準の説明 

ア.開発前の「開発区域の質ポイント」が20点/㎡以上の場合 

・開発後の「緑地の質ポイント」について、開発前の「開発区域の質ポイント」以上を確

保。 

イ. 開発前の「開発区域の質ポイント」が20点/㎡未満の場合 

・開発前の「開発区域の質ポイント」が 20 点／㎡未満の場合は、開発後の「緑地の質ポ

イント」を20点／㎡以上確保。 

（参考） 質ポイントの状態の目安 

■ 40点／㎡ ：評価対象面積のすべてが、在来種の樹林の状態 

■ 20点／㎡ ：評価対象面積の約4割が在来種の多い樹林で、残りが芝地の状態 

■ 20点／㎡未満 ：評価対象面積のすべてが裸地・芝地・竹林・外来種の草地や、 

 外来種の高木の状態 

■ 10点／㎡ ：評価対象面積のすべてが、外来種の多い草地の状態 

市街化区域の工場用地（緑地率 20％）の場合 

市街化区域の工場用地（緑地率 20％）の場合 

※緑地は、既存緑地を保全するものと、植栽によって再生・創出するものがある。

開発区域面積 10,000㎡

開発区域の質ポイント
40点/㎡

開発区域の総ポイント
400,000点

〈開発前〉 〈開発後〉

【開発区域の条件】
○開発区域面積：10,000㎡
○総ポイント ：400,000点（定量評価ツールで計算）
○質ポイント ：40点/㎡（400,000点÷10,000㎡）

①緑地の量の確保

従前の基準通り
2,000㎡の緑地を確保

緑地※の質ポイント
40点/㎡以上を確保

【推奨】開発区域内外で、
200,000点以上の総ポイントを確保

②緑地の質の維持

開発前の開発区域の質ポイントを

開発後の緑地で維持

③【推奨】開発前の総ポイントの

50％以上の確保

開発区域面積 10,000㎡

開発区域の質ポイント

10点/㎡

開発区域の総ポイント

100,000点

〈開発前〉 〈開発後〉

2,000㎡の緑地を確保

緑地の質ポイント

20点/㎡以上を確保

【開発区域の条件】
○開発区域面積：10,000㎡
○総ポイント ：100,000点（定量評価ツールで計算）
○質ポイント ：10点/㎡（100,000点÷10,000㎡）

②緑地の質の向上

開発後の緑地の質ポイントを

20点/㎡以上確保

①緑地の量の確保

従前の基準通り

③【推奨】開発前の総ポイントの

50％以上の確保

【推奨】開発区域内外で、
50,000点以上の総ポイントを確保
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３.あいちミティゲーション定量評価手法 

～取組の成果を見える化するツール～ 

 Point   

●地域の様々な主体の方々の取組を効果的に進めていくために、取組の成果を測定し、「見

える化」するための「共通のものさし」となるツールです。 

●一定の区域について、生物の生息生育空間としての質を反映した点数（総ポイント）を表

示します。様々な主体の方々が自然環境の保全・再生を行うにあたって、その場所の特性

に合わせたより良い方法を選択するための点数化を行うものです。 

●一つの事業案を入力し点数を出せば終わりではなく、樹種を変えるなど何度もトライして

いただき、より良い取組内容となるよう活用していただきたいと考えています。 

●評価する土地の分割・分類を行い、質問に沿って分割した区画ごとに環境条件を Excel フ

ァイルへ入力するだけで、その事業計画の評価点が算出されます。 

（１）定量評価のねらい 

・自然環境の保全・再生の取組については、土地利用者、開発事業者、活動者など、地域の

様々な主体の方々が、様々な場所で、様々な方法により進めていただいています。 

・このような様々な主体の方々の取組を、今後より効果的に進めていただくためには、取組の

成果を測定し、「見える化」するための「共通のものさし」が必要です。この「あいちミティ

ゲーション定量評価手法」は、このような共通のものさしとして、様々な主体の方々が自然

環境の保全・再生に取り組む際の具体的な目安を得るために活用いただくものです。 

（２）この定量評価手法が明らかにすること 

・ 一定の区域について、生物の生息生育空間としての質を反映した点数（総ポイント）を表示

します。この点数は、その区域において各主体の方々が取り組む自然環境の保全・再生の

「やり方」によって変わります。 

・しかし、具体的にその区域にどんな生きものがどれだけ生息しているのかは評価に投影され

ません。特に、絶滅危惧種や希少種について、評価を行うことはできません。 

・ あくまでも、様々な主体の方々が自然環境の保全・再生を行うにあたって、その場所の特性

に合わせたより良い方法を選択するための点数化を行うものです。 
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（３）この定量評価手法の使いみち 

・この手法は、以下のような事例に活用していただけます。 

A 開発事業 自然を点数として評価することにより、開発時の回

避･最小化の検討にあたって、影響が少ない計画の

立案、複数の計画案の比較などに活用いただけま

す。また、代償によって創出される自然を点数とし

て把握することにより、失われる自然の量と質を少

なくすることに役立てていただけます。 

B ビオトープ創出事業 ビオトープ整備により創出される自然を、点数とし

て評価できます。 

複数の取組案の比較、取組成果の発信などに活用い

ただけます。 

C 自然環境保全活動 活動により向上する自然の質を、点数として評価で

きます。 

複数の取組案の比較、取組成果の発信、コラボレー

ション（協働）の推進などに活用いただけます。 

・評価対象の最小面積の目安は、植生や小動物の最低限の生息生育空間を考慮して、樹林が主

体の環境では100㎡以上、低木・竹・草地で25㎡以上、湿性環境で10㎡以上とします。 

創出

公園・公共施

設・工場・事業

所・学校など 

自然の質 

の向上 

活動 

（管理など） 

林・草地・湿地・

農地など 

創出

開発

区域

創出

保全

生態系ネットワーク 

の形成に貢献 

生態系ネットワークの形成に貢献 



58 

・本手法で点数化できる事業や活動と点数化できない事業や活動の例を下表に示します。その

他の取組については、事前にご相談ください。 

点数化できる事業や活動の例 点数化できない事業や活動の例 

水草の刈り取り 

湿性環境での外来動物の駆除（池干しなど） 

里山管理 

竹の除伐 

外来植物の拡大防止 

草地の維持（草刈り、火入れなど） 

貴重な動植物の保護 

湿性環境以外での外来動物（アライグマなど）

の駆除 

地域性系統の種苗の使用 

有機減（無）農薬による作物づくり 

堆肥づくり 

ゴミ清掃 

・生きものの生息基盤として、植生を主な指標としているため、大河川や海洋は、評価対象外

となります。 

・ 一つの事業案を入力し点数を出せば終わりではなく、樹種を変えるなど何度もトライしてい

ただき、より良い取組内容となるよう活用していただきたいと考えています。 

・評価する土地の分割・分類を行い、質問に沿って分割した区画ごとに環境条件を Excel ファ

イルへ入力するだけで、その事業計画の評価点が算出されます。

・あいちミティゲーション定量評価手法の、評価ツール及び評価ツール利用マニュアルは、以

下のウェブページで公表しており、どなたでも利用していただけます。 

http://www.pref.aichi.jp/0000059680.html 

・ 本ガイドラインの「生態系ネットワークチェックリスト」を活用していただく際には、あわ

せてこの手法を活用して、事業前と事業後の点数を算出していただくことにより、取組の成

果を定量的に把握いただくこととしています。チェックリストを県に提出いただく際には、

あわせてこの手法の基本情報シート、環境条件シート及び評価結果シートもご提出ください。 

（４）この定量評価手法を活用して自然の質を高めるには 

・この手法では、湿性環境や樹林といった環境タイプごとの量と質を、掛け合わせることで得

点付けしています。 

評価結果の算出 環境条件の入力 

環境タイプ 質の評価 量 評価値 

湿性環境 

樹林 

低木・竹・草地 

 面積（㎡） 数値化
 （0～70 点/㎡） 

総ポイント

（点） 
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・本県では、自然環境の保全・再生において以下のような取組にしていただくほど、生物の生

息生育空間としての質が高くなると考えており、この手法において高い点数になるよう設定

しています。 

・この手法によって、得点がより高くなるような取組内容を選択していただくことで、自然の

質を高める方法を簡単に知ることができます。 

＜環境タイプ別の、自然の質を高める方法＞ 

●湿性環境 

○人工護岸の割合が少ないほど高い点数 

○底張りの割合が少ないほど高い点数 

○外来植物が少ないほど高い点数 

●樹林 

○ 地域に適した植物が多く占めるほど高い点数 

○ 中層に植物があると高い点数 

○ 外来植物が少ないほど高い点数 

●低木・竹・草地 

○ 地域に適した植物が多く占めるほど高い点数 

○ 外来植物が少ないほど高い点数 

＜その他の、自然の質を高める方法＞ 

○ 緑地や水辺を、分散せずにまとまりをもって配置したり、周辺の自然とのつながりを考

慮して配置する。 

○ 適切に管理されていないことで将来的に自然の質が劣化していく可能性の高い環境にお

いて、適切な維持管理を行う（人の手を加えることにより、生物多様性の保全に貢献す

る）。 

（例）池や沼での外来動物の駆除（池干しなど）、竹の侵入しつつある広葉樹林での竹の

除伐、草地での外来植物（セイタカアワダチソウなど）の駆除 
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４.生物多様性ポテンシャルマップ  

～目標（グランドデザイン）を共有するためのツール～ 

 Point   

●県民や事業者、NPO、行政といった地域の様々な主体が目標を共有するための基礎資料

です。 

●地域の様々な主体がマップを確認しながら活動や事業を行うことによって、これまで個々

に行われてきた取組が一定の方向に向かい、生態系ネットワークの形成により高い効果が

発揮されます。 

●生態系ネットワークの形成の検討において、本マップを活用することで、目標とする生物

や、対象箇所で保全・再生する自然の検討が容易になります。 

（１）生物多様性ポテンシャルマップの活用 

・県民や事業者、NPO、行政といった地域の様々な主体が目標を共有するための基礎資料です。 

・地域の様々な主体がマップを確認しながら活動や事業を行うことによって、これまで個々に

行われてきた取組が一定の方向に向かい、生態系ネットワークの形成により高い効果が発揮

されます。 

・生態系ネットワークの形成の検討において、本マップを活用することで、目標とする生物や、

対象箇所で保全・再生する自然の検討が容易になります。 

（２）生物多様性ポテンシャルマップの内容 

・生物多様性ポテンシャルマップは、県域全体の 10 万分の 1 の地図に、実際に生きものの生

息が確認されている場所のほか、森や草地、水辺などの分布や広さといった環境条件から、

生きもののすみかとして適している場所（生態系ネットワークの形成において大切と考えら

れる場所）を予測して示しています。 

・マップの活用方法を示した「活用の手引き」を作成し、示された手順や考え方に基づき検討

を行うことによって、事業や活動を生態系ネットワークの形成に役立てることができるよう

にしています。 

・ポテンシャルマップの内容及び種類については、NPO などから寄せられた情報をはじめとす

る最新の情報をもとに、定期的に追加・更新し、精度の向上を図ります。 

（参考）指標種とした生物 17種 

ほ乳類３種 カヤネズミ、ツキノワグマ、テン 

鳥 類８種 サギ類、ヨシゴイ、カモ類（マガモ属）、オオタカ、サシバ、クマタカ、 

      シギ・チドリ類、シジュウカラ 

は虫類１種 アカウミガメ  

両生類１種 アカガエル類 

魚 類２種 アユ、ウナギ 

昆虫類２種 止水性イトトンボ類、オオムラサキ 

生物多様性ポテンシャルマップは、県自然環境課から画像データで提供します。 
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（例）ポテンシャルマップの活用イメージ（止水性イトトンボ類の場合） 

① イトトンボ類のポテンシャルマップ（全県） 

池や湖などに生息するイトトンボ類は、池や

湖の間が１㎞であれば行き来できることが分か

っています。 

この地図では、本県内の池と湖の周囲

500m 以内にある緑地（イトトンボ類の移動

に適した場所）を水色で示しています。 

② 拡大図 

濃い青色は池や湖を、青い線で書かれた円は

その周囲 500m の範囲を示しており、円と円

が接していれば、池と池の間は１㎞未満です。

水色は緑地、つまりイトトンボ類が移動しやす

い場所を示しています。 

イトトンボ類の生態系ネットワークを作るた

めには、水色の途切れたところをつなげること

が必要です。 

③ 学校や公園を重ねた図 

イトトンボ類の生態系ネットワークを作るた

めに、活用できる可能性のある公的な場所（学

校や公園など）を重ねた地図です。学校や公園

はピンクで示しています。 

※実際の生物多様性ポテンシャルマップはこの

イメージです。 

④ 学校や公園を使って、イトトンボ類の道をつ

くる 

学校や公園を使ってイトトンボ類のための水

辺のビオトープを作ると、赤い円の部分がつな

がり、イトトンボ類の生態系ネットワークが形

成されます。 
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５.生態系ネットワーク協議会 

～地域の多様な主体のコラボレーション（協働）を進める場～ 

 Point   

●地域ごとに、多様な主体がコラボレーション（協働）する場として、生態系ネットワーク

協議会を設置します。 

●生態系ネットワーク協議会は、普及啓発事業を行うとともに、生態系ネットワーク形成の

実施計画を作り、構成団体は実施計画に基づき、それぞれの立場に応じて取組を推進しま

す。 

（１）生態系ネットワーク協議会の設置 

・生態系ネットワークの形成を推進するためには、多様な主体が参加・協働する場や、共通の

目標設定が必要になります。 

・そこで、県内を９地域に区分し、地域ごとに、多様な主体がコラボレーション（協働）する

場として、生態系ネットワーク協議会を設置します。 

・地域区分は、流域や土地利用、風土などの自然のまとまりと、行政や市民団体による活動、

文化などの社会的つながりを勘案して、設定しています。 

・協議会の設置は、まず、県が支援して設置を促進します。その後、地域が主体となって持続

する組織を目指します。 

地域区分 
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（２）協議会の構成員 

・多様な主体が協働することで、取組を実現しやすくなり、ノウハウの蓄積によってさらに取

組が進みます。まずは、協議会にご参加ください。 

・生態系ネットワークの形成は、生きものが生息できる土地の確保が重要なので、企業や大学

などの大規模土地所有者に構成員になっていただくことが望まれます。 

■協議会構成員の候補例 

・大規模土地所有者（製造業、小売業、大学など）   ・地域の自然に詳しい団体 

・学識経験者（大学と一緒に参加していただくとよい） ・農林漁業団体 

・消費者団体 ・市町村 ・愛知県 

（３）協議会の役割 

・生態系ネットワーク協議会は、普及啓発事業を行うとともに、生態系ネットワーク形成の実

施計画を作り、構成団体は実施計画に基づき、それぞれの立場に応じて取組を推進します。 

・協議会における検討内容としては、次に示す内容が考えられます。 

・協議会を通じて、地域の自然の状況を蓄積するとともに、生物生息生育空間の保全・再生の

取組において、蓄積されたデータを活かすことが望まれます。 

・地域内だけの検討に留まらず、隣接する市町村や県とも連携を図り、事業や計画に反映させ

ることが重要です。 

■協議会での検討内容例 

・地域を特徴付けるテーマ  ・地域や取組を象徴する生きもの 

・目標とする自然      ・取組方針や具体的な事業内容 

・ロードマップ 

参考 地域の自然情報を蓄積する方法の例 

「いきものみっけ」（環境省） 

            http://www.mikke.go.jp/

・多くの人に生物多様性に興味を持っていただくことを

目的として、身近な生きものや自然現象をみつけて、

その時期・場所・写真などの情報をインターネット、

携帯電話、郵便、FAXで送ってもらう取組です。 

・送ってもらったデータは、生きものの分布の変化などの把握にも活用されています。 

・特に送っていただきたい生きものとして、セミやカブトムシなどの昆虫、イチョウなど

の植物、ウグイスなどの鳥類、合計 30 種類があり、30 種類以外の生きものも募集し

ています。  
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（４）運営における留意点 

・立場の異なる主体が、連携して具体的な取組を進めていくためには、ロードマップの検討を

はじめとして、合意形成に重点を置くことが重要です。 

・協議会を運営していくためには、会議の参集や、資料作成を支援する事務局が必要になりま

す。事務局を担う主体は、地域ごとに検討する必要がありますが、実務的な面を考えると、

大学や市町村に担ってもらうことが望ましいと考えられます。 

・協議会に所属する市町村には、事業や計画の連携が図りやすくなるよう、関係各課や出先機

関などをメンバーとする庁内調整の場を、それぞれ設けていただくことが望まれます。 

・地域によっては、イノシシやニホンジカなどが農林業被害を与えています。そこで、生態系

ネットワークの検討においてネットワークの分断の視点を盛り込むなど、人と野生生物の軋

轢の緩和に配慮し、広く地域住民の理解を得ることに留意してください。 

（５）あいち方式と生態系ネットワーク協議会との関わり 

・県は、９つの協議会が、情報交換や調整を行う場の設置を進めます。 

・県に提出された「生態系ネットワークチェックリスト」は、生態系ネットワーク協議会と共

有し、地域でのコラボレーション（協働）を進める資料とします。 

・「あいちミティゲーション」において代償可能な区域は、地域の生態系ネットワーク協議会の

対象範囲とし、代償を行う場所やＮＰＯの紹介などを地域の生態系ネットワーク協議会が行

うしくみを構築します。 


