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【要旨】 

 

 地域ごとに異なる生物多様性の保全を適切に実施するために、地域レベルの取り組みが

重視されている。国の政策をリードする実験的な先行取り組みの役割としての期待も大き

く、生物多様性視点の成長戦略の実施主体としての地域の創意工夫は重要である。都道府

県に対して 2012年 10月までに生物多様性地域戦略の策定に着手することが要請されてい

るが、2011 年 7 月末現在、地域戦略を「策定済み」あるいは「策定見込み」の都道府県は

全体の 35%（16 道県）に過ぎず、「検討中・予定」32%、「不明」34%という構成比は、努

力義務のみで策定時期目標を持たない政令指定都市の取り組み状況と大差がなかった。 

 生物多様性地域戦略と地域経済成長との関連付けは必須ではないが、生物多様性地域戦

略の内容が明確な先行取り組み 27 自治体の 85%（23 自治体）が、地域活性化・産業振興

との関連付けを行っていた。ほとんどの自治体が農林水産業・関連産業の振興に言及して

おり、生物多様性に配慮した農林水産物の「地域ブランド」化の検討例が多い。エコツー

リズムに代表される観光・交流型産業の振興についての関心も高い。一方、生物多様性保

全技術の振興に関する地域レベルでの検討例はほとんどない。経済効果の評価、生物多様

性指標や評価ツールの開発、市場メカニズムの活用は、海外での取り組みが先行しており、

地域レベルの試行錯誤から結果的に国際標準化に進む傾向がある。 

 生物多様性視点の地域成長戦略の検討には、生物多様性の現況評価、保全・回復方策の

検討、対策効果の評価、地域資源の洗い直しと既存施策の見直し、成長戦略への適用可能

性の検討、継続的改善の仕組みの構築のステップに沿って、地域の特性と政策目標を考慮

しながら政策具体化の優先順位を検討すべきである。生物多様性に配慮した魅力ある都

市・地域づくりや生物多様性配慮型企業・商品の育成・支援のほか、一部の先行自治体に

は、評価指標やツールの整備、市場メカニズム活用などの実験的取り組みへの着手が期待

される。 
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1 はじめに 

 

 2010 年 10 月に名古屋で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）1 の

成功を経て2、2011 年から新たに「国連生物多様性の 10 年」が始まった3。生物多様性へ

の取り組みの強化は国際合意となり、「2020 年までに生物多様性の損失を止めるために効

果的かつ緊急な行動を実施する」という新戦略計画「愛知目標」の達成に向けて、生物多

様性保全を着実に推進するための新たな実行段階に入ったといえる。 

 本研究に関する 初の先行研究（生田 2010）では、生物多様性の視点を組み込んだ企

業経営のあり方に注目し、サプライチェーンを含めた事業活動について生物多様性への影

響を精査してリスクの 小化を図りながら、ビジネス機会を戦略的に検討するための基本

的な考え方を提示した。続く先行研究（生田 2011）では、生物多様性の視点を考慮した

成長戦略について、国内市場において生物多様性に配慮した企業活動を支援しながら競争

力を強化したうえで、海外でのビジネス展開を支援するための産業政策のあり方を示した。

これまでの研究に共通する基本的な考え方は、生物多様性問題は我々の社会経済活動に密

接に関係していることから、生物多様性保全の取り組みは、環境政策と経済成長の調和を

目指す成長戦略の中に明確に位置づけられるべきということである。 

 先行研究で指摘したとおり、生物多様性の視点を成長戦略に加える認識が国際的に広が

りつつある。2011 年 2 月に公開されたUNEP（国連環境計画）のグリーン成長に関する

終報告書では、「年間 2%の世界GDPのグリーン投資で経済成長と環境的持続性の両立が可

能である」という試算結果が示されている4。このグリーン投資の内訳を見ると、生物多様

性との関わりが深い自然資本部門（農林水産業と水事業）と観光部門の合計で全体の 35%

（GDPの約 0.7%）を占めており 5 、パフォーマンス指標の中にも生態系負荷度

                                                  
1 生物多様性条約とは、1992 年の国連環境開発会議（地球サミット）にて、気候変動枠組条約とともに

採択された条約で、93 年に発効。この条約は、①生物多様性の保全、②生物多様性の構成要素の持続

可能な利用、③遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分、を目的としている。 
2 生物多様性 COP10 における主な成果は、①2050 年までのビジョン（中長期目標）、2020 年までのミ

ッション（短期目標）と 20 項目の個別目標から構成される新戦略計画「愛知目標」の採択、②遺伝資

源へのアクセスと利益配分（ABS）に関する「名古屋議定書」の採択、③生物多様性条約達成のために

必要な資金を確保するための「資金動員戦略」に関する決議、などが挙げられ、全体で 47 の決議が採

択された（生物多様性 COP10 の前週に開催されたカルタヘナ議定書第 5 回締約国会議と合わせて、合

計 64 の決議が採択）。 
3 「国連生物多様性年」と設定されていた 2010 年終了後、引き続いて国際社会が協力して生態系保全に

取り組むために、COP10 での決議を受けて、2010 年 12 月の国連総会で採択されたもの。 
4 世界 GDP の 2%にあたる追加投資を、従来の投資分野からグリーン投資分野に変更した際の比較。2020

年までは従来投資モデルの方が経済成長への寄与が高い（環境負荷は増大する）が、2030 年以降は、

グリーン投資モデルの方が、経済成長及び環境負荷とも（さらには貧困層縮小、総雇用数、資源利用量

なども）従来投資モデルより高いパフォーマンスを示すという試算

（http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx） 
5 自然資本部門の内訳は農業（グリーン投資シェア 8%）、林業（同 8%）、漁業（同 8%）、水事業（同 2%）

で、観光業のグリーン投資シェアが 10%（四捨五入の関係で全体の合計は 35%）。ちなみにグリーン投

資シェアが も大きいのはエネルギー業（26%）で運輸業（17%）が続く。 

1 



（biocapacity）が含まれているというように、環境分野の成長戦略を検討するうえで生物

多様性の視点が不可欠であることを示している。 

 日本でも、2010 年 12 月から始まった「農林水産省生物多様性戦略」の見直しや、環境

省の 2011 年度の重点施策の中に、生物多様性と成長戦略を関連付ける表現が見られるよ

うになってきた6, 7。とはいえ、2010 年の「新成長戦略」を受けて 2011 年 1 月に閣議決

定した「新成長戦略実現 2011」においては、環境分野の成長戦略の記述は従来の地球温暖

化対策中心のままで、いまだ生物多様性に関する言及がない。国家戦略としての位置づけ

には少し時間を要するようである。 

 生物多様性保全の推進主体として、地方自治体を中心とする地域レベルでの取り組みに

対する期待は大きい。地域の取り組みが注目される理由の一つは、地域ごとに異なる生物

多様性や生態系サービスの状況に適切に対応するためには、地域レベルでのきめ細やかな

取り組みが欠かせないということである。2010 年 12 月に制定された生物多様性保全活動

促進法は、地域の自然的・社会的特性に応じた生物多様性保全活動を促進するために、市

町村や民間団体など、地域の多様な主体の連携に注目した法律である8。地域の取り組みが

注目されるもう一つの理由は、国全体の政策をリードする実験的な先行取り組みの役割が

期待されるという点である。特に、農林水産省や環境省が意識し始めた生物多様性視点の

成長戦略が国内の地域活性化を目的としていることからも、その実施主体となる地域レベ

ルでの創意工夫がより重要となるものと考えられる9。 

 生物多様性保全における地域の取り組みの重要性は、国際的な共通認識でもある。2008

年に開催されたCOP9 では、都市および地方自治体の参加促進に関する決議が初めて採択

され、都市や地方自治体の果たす役割が認識された。続くCOP10 では「地方自治体の生

物多様性に関する行動計画」の決議が採択された10。COP10 に併催された生物多様性国際

自治体会議においても「生物多様性保全への都市と地方自治体による貢献」が提唱されて

いる11。COP10 を機に発足した「SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ」は、

                                                  
6 農林水産省生物多様性戦略の見直しの基本方針の一つに「生物多様性の保全及び持続的利用を通じ、農

林水産業や農山漁村の体質強化にも貢献する取組を推進」と明記（第 16 回農林水産省生物多様性検討

会資料：http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/pdf/2-1.pdf）。戦略見直し案は、2011 年 9 月

までに 終とりまとめ予定。 
7 「COP10 の成果を踏まえた自然共生社会実現に向けた取組」を構成する項目の一つとして「成長戦略

の実現に向けた自然資源の活用や国立公園等の魅力づくりの推進」が明記

（http://www.env.go.jp/guide/budget/h23/h23juten-2.pdf）。 
8 http://www.env.go.jp/nature/biodic/act_promo/index.html 
9 さらには、2011 年 7 月末時点での状況を見ると、与党が安定政権ではなく政局が混乱し、政府も東日

本大震災関連の対応で忙殺されていることも、地域レベルでの先行取り組みへの期待がされる理由の一

つである。 
10 “Plan of Action on Subnational Governments, Cities and Other Local Authorities for Biodiversity” 

（http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-22-en.doc） 
11 地方自治体と生物多様性に関する愛知・名古屋宣言

（http://www.cbd.int/doc/meetings/city/cbs-2010/official/cbs-2010-declaration-jp.pdf）。 

2 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/pdf/2-1.pdf%EF%BC%89%E3%80%82%E3%80%80%E6%88%A6%E7%95%A5%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%97%E6%A1%88%E3%81%AF2011
http://www.env.go.jp/guide/budget/h23/h23juten-2.pdf
http://www.env.go.jp/nature/biodic/act_promo/index.html
http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-22-en.doc
http://www.cbd.int/doc/meetings/city/cbs-2010/official/cbs-2010-declaration-jp.pdf


農地や二次林など（人間活動の影響を受けて形成・維持されている二次的自然環境）の持

続的な利用と管理を進める国際的なプラットフォームであるが、中核を担うのは地域レベ

ルの取り組みである12。国際的な地方自治体の連携という点では、ICLEI（持続可能性を

目指す自治体協議会）が 2006 年から生物多様性イニシアティブを立ち上げ、「生物多様性

のためのローカルアクション」など様々なプログラムを行っている13。また、TEEB（生

態系と生物多様性の経済学）の報告書では「地域生態系保全は地域経済、食糧・安全保障、

環境の持続可能性に重要」と記され、地域の生態系保全の取り組みと地域経済発展の関連

性に言及している14。 

以上の背景と検討を踏まえ、継続研究である本研究では、生物多様性の視点を考慮した

成長戦略のあり方について、地域政策を中心に詳細に検討を進める。次章以下では、国内

の地方自治体に策定努力義務が課せられている生物多様性地域戦略の趣旨と、都道府県・

政令指定都市における検討状況を把握したうえで（2 章）、生物多様性の取り組みを地域活

性化・産業振興と関連付けている地方自治体の先行取り組みの状況について、海外事例と

の比較を交えながら整理し（3 章）、生物多様性視点を考慮した地域成長戦略検討のポイン

トについて、具体的な政策設計の考え方を含めて述べることとする（4 章）。 

 

 

                                                  
12 http://satoyama-initiative.org/jp/ 
13 http://www.iclei.org/index.php?id=8346 
14 TEEB(2010) “TEEB for Local and Regional Policy Makers” 

（http://www.teebweb.org/ForLocalandRegionalPolicy/tabid/1020/Default.aspx） 
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2 国内の生物多様性地域戦略の検討状況 

 

2.1 生物多様性地域戦略検討の要請 

 我が国では、2008 年 6 月に施行された生物多様性基本法によって、地方自治体（法律

上は「地方公共団体」）に対して、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を策

定・実施する責務が定められるとともに、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関す

る基本的な計画（生物多様性地域戦略）を策定することが努力義務として定められている

15。生物多様性地域戦略は、都道府県・市町村が単独または共同で策定することとされて

いる。策定すべき事項としては、①対象地域、②目標、③施策、④その他必要事項、が定

められているだけで自由度が高いが、2009 年 9 月に環境省が作成（2010 年 5 月改訂）し

た「生物多様性地域戦略策定の手引き」によって、戦略策定・推進・進行管理の手法が例

示されている16。 

基本法上は、生物多様性地域戦略の策定は地方自治体にとって努力義務であったが、

2010 年 3 月に策定された「生物多様性国家戦略 2010」17, 18において、COP11（2012 年

10 月 8 日～19 日にインドで開催予定）までに全ての都道府県が策定に着手する（完成し

ている必要はない）という目標が設定された。このことによって、少なくとも都道府県レ

ベルでは、地域戦略策定に向けた取り組みが必須となったのである。 

 

2.2 都道府県・政令指定都市の検討状況 

 富士通総研では、2011 年 7 月末現在の 47 都道府県と 19 政令指定都市における生物多

様性地域戦略の検討状況を、公開情報及び一部インタビューによって調査した。検討状況

の評価は、①すでに生物多様性地域戦略が策定・公開されている場合を「策定済み」、②地

域戦略の検討が進んで地域戦略の素案が開示されている場合を「策定見込み」、③地域戦略

の検討会を立ち上げて検討を開始している、あるいは今後の戦略検討スケジュールを明示

しているなどの場合を「検討中・予定」、④検討予定が明示されていない場合を「不明」と

分類した。調査結果の概略は図表 1 に示す通りである。地域戦略の策定着手期限の目標が

設定された都道府県と、努力義務にとどまる政令指定都市について、「策定済み」と「策定

見込み」を合計した構成比（都道府県 35%、政令指定都市 31%）や、「検討中」の構成比

（都道府県 32%、政令指定都市 37%）、「不明」の構成比（都道府県 34%、政令指定都市

32%）を比較しても、両者の検討状況に大きな違いは見られなかった。 

                                                  
15 「地方公共団体の責務」は生物多様性基本法第 5 条、「生物多様性地域戦略等の策定」は同第 13 条。 
16 http://www.biodic.go.jp/biodiversity/local/guide/index.html 
17 2007 年 11 月策定の第三次生物多様性国家戦略を改定したもの。

（http://www.env.go.jp/nature/biodic/nbsap2010/index.html）。 
18 COP10 の結果を踏まえて見直し作業に着手（2012 年度に次回改定を予定） 
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図表 1 都道府県・政令指定都市の生物多様性地域戦略検討状況（2011 年 7 月末現在） 

 策定済み 策定見込み 検討中・予定 不明 

都道府県 
12 

（26%） 
4 

（9%） 
15 

（32%） 
16 

（34%） 

政令指定都市 
5 

（26%） 
1 

（5%） 
7 

（37%） 
6 

（32%） 

（注）上段の数値は該当する自治体数、下段カッコ内の数値は構成比（小数点以下四捨五

入のため合計が 100%にならない） 
（出所）富士通総研作成 

 

2.2.1 都道府県の検討状況 

 各都道府県における生物多様性地域戦略の検討状況は、図表 2 に示したとおりである。

2011 年 7 月末現在、12 道県において生物多様性地域戦略が策定済みである。2008 年 3 月

に、埼玉県の「生物多様性保全県戦略」19と千葉県の「生物多様性ちば県戦略」20が策定

されたのを皮切りに、2009 年 2 月には「滋賀県ビオトープネットワーク長期構想」21、同

3 月には愛知県の「あいち自然環境保全戦略」22、兵庫県の「生物多様性ひょうご戦略」23、

「長崎県生物多様性保全戦略」24が策定され、2010 年 7 月に「北海道生物多様性保全計画」

25、同 9 月に栃木県の「生物多様性とちぎ戦略」26が策定されている。さらに、COP10 を

経て、2011 年 3 月には、福島県の「ふくしま生物多様性推進計画」27、「石川県生物多様

性戦略ビジョン」28、熊本県の「生物多様性くまもと戦略」29、大分県の「生物多様性お

おいた県戦略」30が策定されている31。 

                                                  
19 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/ikimonoiroiro/tayouseihozen.html 
20 http://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/keikaku/kankyouseikatsu/tayousei.html 
21 http://www.pref.shiga.jp/hodo/e-shinbun/dg00/20090226.html 

滋賀県では、「ビオトープネットワーク長期構想」と「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する基

本計画」（2007 年 3 月策定：2011 年度から第 2 期計画に移行

http://www.pref.shiga.jp/d/shizenkankyo/kyoseijourei.html#kyosei_kihonkeikaku）の両者を合わせ

て、地域戦略に相当するという立場をとっている。 
22 http://www.pref.aichi.jp/0000028443.html 
23 http://www.pref.hyogo.jp/JPN/apr/topics/biodiversity/020_strategy/sub.html 
24 http://www.pref.nagasaki.jp/sizen/20tayou/index.html 
25 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/hokkaidotayousei.htm 
26 http://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/1284000180082.html 
27 http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/shizen23-tayoseizenpen.pdf 
28 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/satoyama/vision/download.html 
29 http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/44/seibutusenryaku.html 
30 http://www.pref.oita.jp/soshiki/13000/tayouseisennryaku.html 
31 秋田県は 2000 年に「生物多様性保全構想」を策定しており、地域戦略に準ずるとされているが、生物

多様性基本法制定のかなり以前になるため、2012 年までに新たな戦略策定が必要とされており、2011
年度から修正に着手する予定である。このため、本調査では秋田県を「検討中・予定」と分類している。 
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図表 2 都道府県の生物多様性地域戦略検討状況（2011 年 7 月末現在） 

策定済み

策定見込み

検討中・予定

不明

 
 
（注）非公開の検討状況は反映されていない 
（出所）富士通総研作成 

 

 「策定見込み」に分類した長野県、岐阜県、三重県、宮崎県の 4 県は、2011 年 7 月末

現在、すでに生物多様性地域戦略の案を開示し、県民に対して意見募集を行っていること

から、早期の地域戦略策定が見込まれる32。また、「検討中・予定」に該当するのは、宮城

県、秋田県、山形県、群馬県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、奈良県、岡山県、徳

島県、香川県、愛媛県、佐賀県、沖縄県であるが、これらの 15 都府県の中でも検討の進

度には違いがある。2010 年 5 月から地域戦略策定のための委員会が立ち上がっている神

奈川県や、2010 年度の環境省「地域生物多様性保全活動支援事業」33に採択された沖縄県

                                                  
32 2011 年 7 月末時点で地域戦略の案を開示しているのは、「生物多様性長野県戦略（仮称）」、岐阜県「生

物多様性ぎふ戦略」、三重県「みえ生物多様性地域戦略（案）」の 3 県。宮崎県は県民への意見募集時（2011
年 1 月 19 日～2 月 18 日）には「宮崎県生物多様性地域戦略（案）」を公開していたが、意見を反映し

た内容修正作業のため、2011 年 7 月末時点では公開していない。2011 年 12 月までに策定予定とのこ

と（電話インタビューによる） 
33 生物多様性に関する各種法律に基づく計画の策定や保全のための実証事業に対する支援事業で、生物

多様性地域戦略の策定も対象に含まれる。2010 年度（平成 22 年度）事業で、生物多様性地域戦略策
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では、比較的検討が進んでいるといえる。また、京都府と徳島県は、2011 年度の環境省「地

域生物多様性保全活動支援事業」に採択されている34。特に徳島県では、自治体主導では

ない形で、市民団体、学識経験者、関係機関などが連携して、地域戦略に関する提案を行

っており、地域戦略策定が早期に進む可能性が高い35。また、佐賀県では、独立した生物

多様性戦略ではなく、2011 年度からの「第 2 期佐賀県環境基本計画」の中に生物多様性地

域戦略に相当する内容を盛り込む予定である36。 

 

2.2.2 政令指定都市の検討状況 

 都道府県と異なり、政令指定都市には生物多様性地域戦略の策定に関する目標時期が設

定されていないが、地域戦略策定に対する関心は総じて高い。各政令指定都市における生

物多様性地域戦略検討状況は、図表 3 に示したとおりである。 

 

図表 3 政令指定都市の生物多様性地域戦略検討状況（2011 年 7 月末現在） 

政令指定都市 検討状況 概要 

札幌市 不明 － 

仙台市 不明 － 

さいたま市 策定済み 2011 年 3 月改訂の「さいたま市環境基本計画」の中に盛り込み 

千葉市 検討中・予定 独立した地域戦略にするか環境基本計画に盛り込むか検討中 

横浜市 策定済み 2011 年 4 月に「生物多様性横浜行動計画」策定 

川崎市 検討中・予定 2011 年度から「生物多様性川崎地域戦略」の調査・検討開始 

相模原市 不明 － 

新潟市 検討中・予定 2010 年度から「（仮称）新潟市生物多様性地域計画」の検討開始 

静岡市 策定見込み 「静岡市生物多様性地域戦略（案）」開示 

浜松市 不明 － 

名古屋市 策定済み 2010 年 3 月に「生物多様性 2050 なごや戦略」策定 

京都市 不明 － 

大阪市 検討中・予定 2011 年度に「生物多様性地域戦略策定等事業」実施 

堺市 検討中・予定 2011 年度に生物多様性地域戦略策定会議設置 

神戸市 策定済み 2011 年 2 月に「生物多様性神戸プラン 2020」策定 

岡山市 検討中・予定 2011 年度から生物多様性地域戦略策定開始 

広島市 不明 － 

北九州市 策定済み 2010 年 11 月に「北九州市生物多様性戦略」策定 

福岡市 検討中・予定 2010 年度から生物多様性地域戦略の策定検討 

（出所）富士通総研作成

                                                                                                                                                  
定について支援を受けた地方自治体 7 件のうち、都道府県では沖縄県のみ

（http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12669）。 
34 2011 年度（平成 23 年度）事業では、生物多様性地域戦略策定について支援を受けた地方自治体は全 6

件で、都道府県は京都府と徳島県（http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13650）。 
35「生物多様性とくしま会議」（http://tokushima-kaigi.aicon-tokushima.co.jp/）。 
36「第 2 期佐賀県環境基本計画」骨子案

（http://www.pref.saga.lg.jp/web/var/rev0/0078/9606/kankyokoshian.pdf） 
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2011 年 7 月末現在、さいたま市、横浜市、名古屋市、神戸市、北九州市の 5 市が、生

物多様性地域戦略を策定済みである。このうち、2010 年 3 月策定の名古屋市「生物多様

性 2050 なごや戦略」37と同 11 月策定の「北九州市生物多様性戦略」38、2011 年 2 月策定

の「生物多様性神戸プラン 2020」39、同 4 月策定の「生物多様性横浜行動計画」40が独立

した戦略であるのに対して、さいたま市では、2011 年 3 月に改訂した「さいたま市環境基

本計画」の中に、生物多様性地域戦略に相当する内容を盛り込んでいる41, 42。「策定見込

み」に該当する静岡市では地域戦略の案を公開し、市民からの意見募集を行っている。そ

のほか、「検討中・予定」に該当する 7 政令指定都市のうち、新潟市と福岡市は 2010 年度

から検討を開始しているが、千葉市、川崎市、静岡市、大阪市、堺市、岡山市では 2011

年度からの本格検討を予定している。ちなみに政令指定都市で、環境省「生物多様性保全

活動支援事業（生物多様性地域戦略策定支援）」に採択されたのは横浜市のみである（2010

年度事業）。 

 

2.3 その他の地方自治体の取り組み 

 都道府県・政令指定都市の他にも、一部の地方自治体が、生物多様性地域戦略の策定に

向けた取り組みを行っている（図表 4 参照）。「策定済み」の例としては、2010 年 3 月策

定の流山市「生物多様性ながれやま戦略」43と高山市「生物多様性ひだたかやま戦略」44、

2011 年 3 月策定の「柏市生きもの多様性プラン」45、明石市「生物多様性あかし戦略」46

が挙げられる。このほか、小山市、野田市、佐渡市、高島市、西宮市、加西市、北海道黒

松内町、同礼文町、広島県北広島町において地域戦略の検討が進められている。このうち、

佐渡市では、農林水産業の振興と直結させる形で生物多様性地域戦略が検討されている47。

加西市では、地域戦略の策定にあたって、市内外の民間企業等からの寄付金を原資として

市民参画や公民連携（PPP）を活用するというユニークな手法を取り入れている48。なお、

                                                  
37 http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-5-14-2-0-0-0-0-0-0.html 
38 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/file_0380.html 
39 http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/environment/tayosei/index.html 
40 http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/mamoru/tayou/ 
41 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1299138954432/index.html 
42 2010 年度に「さいたま市生物多様性地域戦略検討専門委員会」を設置して検討が行われた。 
43 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/kankyouhozen/seibutsu-senryaku.htm 
44 http://www.city.takayama.lg.jp/chiikiseisaku/tayousei.html 
45 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080500/p008317.html 
46 http://www.city.akashi.hyogo.jp/kankyou/earth_kankyou_ka/ecoist/keikaku/seibutsu/senryaku.pdf 
47 佐渡市の 2011 年度施政方針では、方針「農林水産業の振興」の中に「生物多様性の基本とした販売戦

略」が位置づけられている（http://www.city.sado.niigata.jp/mayor/policy/2011/index03.shtml） 
48 寄付者には、市内の森林・農地・ビオトープの 5 年間無償使用、企業名のPR、寄付金控除などのメリ

ットがある。募集金総額 2000 万円の受付は終了。
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図表 4 に示した 13 自治体のうち、5 自治体（佐渡市、西宮市、黒松内町、礼文町、北広

島町）が 2010 年度環境省「生物多様性保全活動支援事業」採択自治体、4 自治体（小山

市、野田市、高島市、加西市）が 2011 年度同事業採択自治体であることから、同事業が

都道府県・政令指定都市以外の地方自治体の取り組みを牽引しているともいえる。 

 

図表 4 生物多様性地域戦略を策定・検討中の主な地方自治体（2011 年 7 月末現在） 

自治体 検討状況 概要 

流山市 策定済み 2010 年 3 月「生物多様性ながれやま戦略」策定 

高山市 策定済み 2010 年 3 月「生物多様性ひだたかやま戦略」策定 

柏市 策定済み 2011 年 3 月「柏市生きもの多様性プラン」策定 

明石市 策定済み 2011 年 3 月「生物多様性あかし戦略」策定 

小山市 検討中・予定 2011 年度から生物多様性地域戦略策定検討 

野田市 検討中・予定 2011 年度から生物多様性地域戦略策定検討 

佐渡市 検討中・予定 2010 年度から「生物多様性環境経済戦略」を検討 

高島市 検討中・予定 2011 年度から生物多様性地域戦略策定検討 

西宮市 検討中・予定 2010 年度から「西宮市生物多様性地域戦略」検討 

加西市 検討中・予定 2010 年度に「加西市生物多様性地域戦略（仮称）」策定の寄付金募集 

北海道黒松内町 検討中・予定 2011 年度に「黒松内町生物多様性地域戦略」策定予定 

北海道礼文町 検討中・予定 2010 年度から「礼文町生物多様性地域戦略」を検討 

広島県北広島町 検討中・予定 2010 年度から「生物多様性きたひろ戦略」を検討 

（注）都道府県・政令指定都市は図表 2 と図表 3 を参照 
（注）網掛けは、環境省「地域生物多様性保全活動支援事業」にて地域戦略策定について

支援を受けている自治体 
（出所）富士通総研作成 
 
 
 

                                                                                                                                                  
（http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/11osir/osir1008/osir100830a.htm） 
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3 地方自治体による生物多様性と地域活性化・産業振興との関連付け 

 

3.1 生物多様性地域戦略と地域活性化・産業振興 

2.1 に前述したように、生物多様性地域戦略において策定すべき事項として定められて

いるのは、①対象地域、②目標、③施策、④その他必要事項、だけである。環境省の「生

物多様性地域戦略策定の手引き」では、地域戦略の構成について、各地方自治体が、地域

特性やこれまでの取り組みを踏まえて検討して工夫することを望んでおり、3 つの構成イ

メージを例示している（図表 5 参照）。 

生物多様性地域戦略は、いうまでもなく、生物多様性の保全と持続可能な利用を地域レ

ベルで推進するための戦略であり、地域の経済成長との関連付けが主目的であるわけでは

ない。「手引き」においても、地域経済との関連について、「地域戦略をつくり、行動する

ことが、社会経済活動と自然が調和した魅力あふれる地域づくりにつながります」と記さ

れているものの、地域活性化や産業振興等への具体的な関連付けが求められているわけで

はない。逆に言えば、地域レベルでの成長戦略と生物多様性戦略を関連付けるかどうかは、

それぞれの地方自治体の考え方に任されているということでもある。 

 以下では、すでに策定・公表されている地方自治体の生物多様性地域戦略を参照しなが

ら、地域活性化・産業振興との関連付けに関する地方自治体の考え方や取組の現状を見て

いくこととする。 

 

図表 5 生物多様性地域戦略の構成イメージ例 

例 1 例 2 例 3 

第 1 章 戦略策定にあたって 

・策定の背景 
・戦略の位置づけ 
・生物多様性の重要性 

第 2 章 生物多様性の現状と課題 

・現状 
・課題 

第 3 章 基本的な考え方と目標 

・基本的な考え方 
・目標 
・長期構想 

第 4 章 行動計画（具体的施策） 

第 5 章 推進体制と進行管理 

第 1 章 現状と課題 

・里地里山地域 
・都市地域 
・河川・沿岸地域 
・・・・・・・ 

第 2 章 方針と目標 

・方針 
・目標 

第 3 章 プロジェクト 

・プロジェクト 1： 
・プロジェクト 2： 
・・・・・ 

第 4 章 プロジェクトの工程表 

第 1 章 基本認識 

（策定の背景、戦略の位置づけ、

生物多様性の現状と課題など）

第 2 章 目標 

第 3 章 戦略 

・戦略 1： 
・戦略 2： 
・・・・・・ 

（出所）環境省「生物多様性地域戦略策定の手引き」を基に、富士通総研一部修正 
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3.2 生物多様性地域戦略の先行取り組み自治体の状況 

3.2.1 地域活性化・産業振興との関連付け 

ここでは、2 章で生物多様性地域戦略の検討状況を紹介した地方自治体のうち、地域戦

略の内容が明確な 27 の自治体を先行取り組み自治体として位置付けて、生物多様性地域

戦略と地域活性化・産業振興との関連付けについて精査する。先行取り組み自治体の内訳

は、行政単位で見ると、16 都道府県と 11 市（6 政令指定都市＋5 その他自治体）、検討状

況で見ると「策定済み」が 21 自治体49、「策定見込み」等が 6 自治体である50。 

図表 6 に示した通り、27 自治体の 85%にあたる 23 自治体が、生物多様性地域戦略にお

いて地域活性化・産業振興との関連付けに言及している51。地域活性化・産業振興との関

連付けは、生物多様性地域戦略の必要条件ではないにも関わらず、多くの自治体では、生

物多様性への取り組みを地域活性化・産業振興と結び付けようとする意識が高いようであ

る。地域活性化・産業振興との関連付けを行っていない 4 自治体については、生物多様性

の保全と持続可能な利用という本来の趣旨に沿った形で、地域戦略を策定したということ

に過ぎない52。各自治体が生物多様性地域戦略の中で言及している地域活性化・産業振興

に関する内容は、①農林水産業・関連産業の振興、②観光・交流型産業の振興、③生物多

様性保全型技術による市場創出、の 3 分野に大別することができる。このうち、農林水産

業や関連産業の振興については、23 自治体のすべてが言及していた。観光・交流型産業の

振興についても関心が高く、17 自治体で言及されている。一方、生物多様性保全型技術に

ついては 1 自治体が言及していたにすぎなかった53。 

また、図表 7 に示したとおり、生物多様性地域戦略と地域活性化・産業振興を関連付け

ていた 23 自治体のうち 17 自治体が農林水産業・関連産業と観光・交流型産業の両分野に

ついて言及していた。農林水産業・関連産業のみ言及していたのは 6 自治体、観光・交流

産業についてのみ言及していた自治体はみられなかった。もちろん、生物多様性地域戦略

との関連付けをしていない自治体が地域活性化・産業振興の施策を行っていないというわ

けではなく、むしろ、関連付けを行っている自治体は、農林水産業、産業、観光などの各

部署と環境部署とが連携しながら、生物多様性地域戦略を検討していると言えよう。 

                                                  
49 北海道、福島県、栃木県、埼玉県、千葉県、石川県、愛知県、滋賀県、兵庫県、長崎県、熊本県、大

分県、さいたま市、横浜市、名古屋市、神戸市、北九州市、流山市、柏市、高山市、明石市 
50 「策定見込み」の長野県、岐阜県、三重県、宮崎県、静岡市に、地域戦略策定に関して明確な考え方

（農林水産業の振興）を示している佐渡市（「検討中・予定」）を加えたもの 
51 「策定見込み」の自治体については、検討内容が変更される可能性がある 
52 埼玉県、滋賀県、さいたま市、流山市が該当する（いずれも「策定済み」自治体） 
53 三重県が地域戦略の案の中で「生物多様性保全型技術による市場創出」について言及していたが、2011

年 3 月現在、具体的な施策イメージを持っているわけではないとのこと（電話インタビューによる） 
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次節以下では、先行取り組み自治体の関心が高い農林水産業・関連産業と観光・交流型

産業のそれぞれについて、生物多様性との関連づけの現状を紹介する。 

図表 6 先行 27 自治体の生物多様性地域戦略と地域活性化・産業振興との関連付け 

 自治体数 構成比 

地域活性化・産業振興との関連付けに言及 23  85% 

農林水産業・関連産業の振興 23  85% 

観光・交流型産業の振興 17  63%  

生物多様性保全型技術による市場創出  1   4% 

地域活性化・産業振興との関連付けに言及なし  4  15% 

合計 27 100% 

（出所）富士通総研作成 

 

図表 7 生物多様性地域戦略と農林水産業・関連産業及び観光・交流型産業との関連付け 

 検討状況 都道府県 
政令指定都市 

その他自治体 

策定済み 

栃木県、千葉県、 

石川県、愛知県、 

兵庫県、長崎県、 

大分県 

横浜市、神戸市、 

北九州市、柏市、 

高山市 農林水産業・関連産業と 

観光・交流型産業の両分野に言及 

策定見込み等 
長野県、岐阜県、 

三重県、宮崎県 

静岡市 

策定済み 
北海道、福島県、 

熊本県 
名古屋市、明石市 

農林水産業・関連産業のみ言及 
策定見込み等  佐渡市 

（出所）富士通総研作成 

 

3.2.2 農林水産業・関連産業の振興 

 生物資源を直接利用する農林水産業と農林水産物の加工に関わる産業の振興は、生物多

様性地域戦略との関連付けを想起しやすい分野であるようだ。例えば、千葉県における「環

境保全型農業の推進、持続可能な林業・漁業の支援」、兵庫県における「生物多様性に配慮

した農林水産業の振興」、高山市における「生物多様性に配慮した農林水産業の推進」とい

うように、多くの自治体が生物多様性に配慮した持続可能な農林水産業の推進による地域

活性化を掲げている。また、農林水産業の比重が小さい政令指定都市においても、横浜市

の地域戦略案における「食と農によるまちの活性化と新たなビジネスモデルへの支援」54

のように、農林水産業・関連産業の振興との関連づけが意識されている。 

                                                  
54 http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/etc/shingikai/kankyousouzoushin/tayou/shiryo/toushin02.pdf 
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 地域活性化・産業振興の具体的な方策として、生物多様性に配慮した農林水産物の「地

域ブランド」55化を検討している自治体が多い。例えば、北海道の戦略には「認証制度に

より生物多様性に配慮した商品がブランド化され、民間会社の好感度が向上するなど、生

物多様性の保全が企業活動にも利益をもたらすような社会的な仕組みづくり」が言及され

ている。石川県の戦略ビジョンでは、重点戦略の一つとして「里山里海における新たな価

値の創造」を掲げ、里山里海の資源を生かしたビジネス創出や農林水産業の振興の施策の

中に、しいたけ等を対象とした「能登山の幸」ブランド化の推進を挙げている。岐阜県の

戦略（案）においても、「自然環境や生物多様性の保全に配慮した農産物をブランド化し、

販売力を強化」するために、対象となる農法・農産物の優遇を図ることが言及されている。 

 生物多様性に配慮した農林水産物の地域ブランド化の先鞭をつけたのが、兵庫県豊岡市

の取り組みである56, 57。豊岡市では、一度絶滅したコウノトリの餌となる生物が生育でき

るような水田環境の整備を図り、2005 年にコウノトリの野生復帰を実現させた。無農薬・

減農薬、冬期湛水58、魚道水路設置などによる「コウノトリ育む農法」59によって生産さ

れた米や酒などが高付加価値商品として認知され、通常商品よりも 4 割～6 割程度高価で

あるにもかかわらず60、2010 年度の全国販売店舗数が 5 年前の 7 倍近い 400 店舗以上、

市内の作付面積も 2003 年の 0.7haから 2010 年には約 220haまで拡大するなど61、地域活

性化につながったというものである62。同様に、宮城県大崎市では、マガンの保護を目的

とした水田づくりとブランド米販売の取り組みが行われている63。また、滋賀県では地域

戦略との関連付けは行っていないが、湖南地域で琵琶湖沿岸魚類の生育環境と関連付けた

「魚のゆりかご水田米」の生産・販売を行っている64。そのほか、宇都宮市逆面地区にお

                                                  
55 「地域ブランド」の本来の意味は、地域が持つ価値を人々の知識・感情に働きかけて地域イメージを

普及させ、ヒト・モノ・カネを誘因するものであり、地域全体のブランド化と地産品等の個別ブランド

化の両者から成り立つ。日本では、2006 年 4 月の商標法改正による「地域団体商標制度」導入によっ

て、「地域名＋商品名」の商標登録による地産品のブランド化が「地域ブランド」の代表イメージとし

て定着しており、本節で述べている「地域ブランド」も地産品等の個別ブランドを対象としている。 
56 豊岡市は前述の生物多様性地域戦略策定の先行自治体としては扱っていないが、2005 年に「豊岡市環

境経済戦略」を策定（2007 年改定）し、コウノトリをシンボルとした環境と経済の両立を図っている。 
57 http://www.city.toyooka.lg.jp/www/genre/0000000000000/1000000000724/index.html 
58 通常、水田を乾かす冬期に湛水する（水を張る）ことで、水鳥の餌となる生物が生息しやすくするこ

と。雑草の抑制や肥料効率の向上などの効果も挙げられている。 
59 兵庫県豊岡農業改良普及センターとＪＡたじまを中心として作成。

（http://www.ja-tajima.or.jp/agricultural/kounotori-hagukumu/） 
60 JAたじまのネットショップ（http://www.rakuten.co.jp/jigomeya/）で販売されている通常の但馬産コ

シヒカリが 5kgで 2,180 円であるのに対して、コウノトリ育むお米（コシヒカリ）の無農薬米が 3,500
円（通常品より 61%割高）、減農薬米が 3,000 円（同 38%割高） 

61 http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1295930245080/files/hagukumu-okome.pdf 
62 TEEB（2010）では、コウノトリ野生復帰によって 2005 年の市の粗付加価値額に対して 1.4%増の経

済効果がもたらされたという豊岡市の事例が取り上げられた（原典は大沼・山本（2009））。 
63 http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/book/monthly/0807/html/f05.htm 
64 http://www.pref.shiga.jp/g/noson/fish-cradle/index.html 
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いても、フクロウをシンボルとしたまちづくりに取り組んでおり、減農薬減化学肥料栽培

米をフクロウ保護と関連付けた「育む里のフクロウ米」の生産・販売を行っている65。 

地域戦略の先行取り組み自治体の中では、トキの生育環境再生を目指す佐渡市が 2008

年に「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」66を創設し、トキの餌場整備と佐渡米の再生を図

っており、2010 年度の認証米の作付面積は全作付面積の 2 割にまで拡大している67。神戸

市の地域戦略においても「生きものブランド米などの生産･販売などにより、生物多様性を

活かした農業の活性化」が言及されているが、同様に水田の冬期湛水管理による有機ブラ

ンド米生産を図るもので、2011 年度からモデル事業を開始する68。 

 このほか、農林水産物の加工を含めた事例として、名古屋市の地域戦略では「流域内の

資源を活かした産業創出」のために、「名古屋市上流域の間伐材を使用した商品の販売」や

「国産材を使用し、山林の保全につながる住宅産業を育成」する取り組みが示されている。

また、ユニークな例としては、宮崎県の地域戦略（案）の中に、「ラン科植物などの希少野

生植物の人工増殖を推進し、廉価で販売することで、それらの保護と地域の活性化を推進」

することが盛り込まれている69。 

 

3.2.3 観光・交流型産業の振興 

 前節で述べた農林水産業・関連産業の振興が、主として地域外への地産品販売を企図し

ているのに対して、観光・交流型産業の振興は、地域外から地域内にヒトを呼び込むもの

である。例えば、栃木県は「都市住民の農業・農村や自然環境に関するニーズに対応し、

本県の立地や特徴を活かしたニューツーリズムの促進」を掲げている。生物多様性保全と

関連付けた観光・交流型産業として代表的なものが、環境保全と観光による地域振興の両

立を図るエコツーリズムである。エコツーリズムといえば、環境保全に配慮しながら自然

環境や歴史文化を体験・学習する観光というのが一般的なイメージである70, 71。生物多様

性地域戦略の中では、エコツーリズムの推進とともに、農山漁村での体験・滞在型の観光

                                                  
65 http://166.119.78.61/j/nousin/noukei/binosato/b_maturi/pdf/h22_n_daizin4.pdf 
66 http://www.city.sado.niigata.jp/eco/info/rice/index.shtml 
67 JA さどの直送価格（http://www.ja-sado-niigata.or.jp/tokusan/tokinomai.htm）を見ると、「朱鷺と暮

らす郷」米（コシヒカリ）は 5kg 当たり 3,200 円で、通常の佐渡産コシヒカリの同 3,000 円と比べて

7%割高というように、豊岡市のケースに比べて価格プレミアムはあまり高くない（通常品価格が高い）。

また、「朱鷺と暮らす郷」米の売り上げの一部はトキ保護募金に寄付される。 
68 産経新聞 2011 年 2 月 19 日付

（http://sankei.jp.msn.com/region/news/110219/hyg11021902220000-n1.htm） 
69 脚注 32 に前述のとおり、宮崎県では 2011 年 3 月末現在、地域戦略（案）を公開していないが、その

内容は、横浜国立大学生物多様性アジア戦略ホームページ

（http://www.bas.ynu.ac.jp/japan%20local/miyazakidraft.pdf）から参照することができる。 
70 http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/about/index.html 
71 2008 年に環境保全を前提とした適切なエコツーリズムの推進を図る「エコツーリズム推進法」が制定

されている。 
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を対象としたグリーンツーリズム72（栃木県、千葉県、兵庫県、大分県など）や、特に漁

村を対象としたブルーツーリズム73（千葉県、長崎県など）というような農林水産業との

連携を強く意識する自治体や、山岳や海岸などの貴重な地形・地質の景観を対象としたジ

オツーリズム（長崎県）などの観光・交流型産業の振興について言及する自治体もある74。 

 このようにエコツーリズムに代表される観光・交流型産業というと、自然の豊かな地域

や農山漁村を舞台とするイメージが強いが、都市部の多い政令指定都市の地域戦略におい

ても、都市プロモーションとの関連付けが検討されている。この場合、地域外からのヒト

の呼び込みとともに、地域内住民への訴求（住んでいる地域への満足度向上）が考慮され

ているように思える。例えば、横浜市では、激化する都市間競争に対応するための都市の

魅力づくりという観点から、都心部（関内・関外地区、みなとみらい地区、横浜駅周辺地

区など）の生物多様性創造を目指し、河川や海域沿いの親水空間の創造や生態系の回復、

オープンスペース等での緑化空間の創造などに取り組む方向を示している。神戸市でも、

「六甲地域でのエコツーリズム」の促進や、ウミガメエコツーリズム、グリーンツーリズ

ムなどによる自然体験型環境学習の展開などを、地域戦略の取り組みの目標としている。

北九州市の地域戦略では、観光・レクリエーション産業としての効果を強く意識したエコ

ツーリズム、グリーンツーリズム、ブルーツーリズムの研究・開発とともに、環境の視点

による集客産業として「エコビジターズインダストリー」の推進を掲げている75。 

 

3.3 海外の地域レベルでの先行的な取り組み 

 成長戦略との関連づけという観点から、海外における地域レベルでの生物多様性への取

り組みについて、日本国内の取り組みを比較すると、①経済効果の評価、②生物多様性関

連の指標や評価ツールの開発、③市場メカニズムの活用について、先行している面がある

ように思われる。このような海外での先行的な取り組みの特徴は、実験的な意味合いが強

いながらも、地域レベルでの試行錯誤を通じて、結果的にコンセプトやツールなどが国際

標準化に進む傾向があるということである。 

 

                                                  
72 農林水産省によれば「農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動」

（http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kyose_tairyu/k_gt/index.html）。 
73 国土交通省・水産庁によれば「島や沿海部の漁村に滞在し、魅力的で充実した海辺での生活体験を通

じて、心と体をリフレッシュさせる余暇活動」

（http://www.mlit.go.jp/crd/chirit/blue-t/blue_index.html） 
74 エコツーリズム、グリーンツーリズム、ブルーツーリズム、ジオツーリズムの概念は、厳密には異な

るが、重複する部分も多い（特に、ブルーツーリズムはグリーンツーリズムに包含されると言ってもよ

い）。それぞれ管轄官庁が異なっている（エコツーリズム：環境省、グリーンツーリズム：農林水産省、

ブルーツーリズム：国土交通省・水産庁、ジオツーリズム：国土交通省）点が、これらの用語の「乱立」

の一因と考えられる。 
75 北九州市では、2009 年度から市外の住民を対象とした市民ガイドによる「市内エコツアー」を実施し

ている。メニューは、「自然保護」のほかに、「環境産業」「公害克服」「環境まちづくり」がある。 
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3.3.1 経済効果の評価 

 生物多様性の価値を経済的に評価する考え方は、国際的にTEEBのプロジェクトにおい

て検討されており、地域経済発展における地域の生態系保全の重要性について言及されて

いることは既述のとおりである。成長戦略という観点から、生物多様性保全の取り組みの

費用対効果を経済的に評価した国レベルの例としては、韓国における河川再生事業がある。

これは、韓国のグリーン成長戦略の一部として計画されたもので、2009 年から 2012 年ま

でに 22.2 兆ウォン（約 1.7 兆円）76を投じて、国内の 4 大河川（漢江、洛東江、錦江、栄

山江）の再生事業を行うことで、水資源確保、洪水防止、生態系復元などの効果に加えて、

20 万人の新規雇用の創出を見込んでいる77, 78。 

 地域レベルの取り組みでは、イギリスのNatural Economy Northwestプログラムの例が

ある。このプログラムは、2006 年から 09 年の間、イギリス北西部地域79で実施されたも

ので、生態系保全を重視した土地利用を行う「グリーンインフラストラクチャ」80プロジ

ェクトを推進するために、グリーンインフラストラクチャの計画の費用対効果を評価する

ツールキットとガイドブックを開発している81。Natural Economy Northwestプログラム

には、3 年間で 300 万ポンド（約 4 億円）82が投資され、26 億ポンド（約 3,500 億円）/

年の粗付加価値形成と 10.9 万人の雇用創出効果があったと試算されている83。また、カナ

ダ中央部の針葉樹林で世界遺産（自然遺産）候補地のピマチオウィン・アキ（Pimachiowin 

Aki）84では、自然保護・エコツーリズムのプロモーションを行っている。ここでは、448

万カナダドル（約 3.8 億円）85/年の支出に対して、1.3 億カナダドル（約 110 億円）/年に

相当する生態系サービスの経済価値総額を享受していると試算されている86。 

 

                                                  
76 2010 年平均レート（100 韓国ウォン＝7.6 円）で換算 
77 http://japanese.korea.net/news.do?mode=cur_more&subcode=jpn030012 
78 TEEB for National and International Policy Makers (2010) 
79 マンチェスター、リバプールを含むイングランド北西地域のリージョン（イギリス 上位の地方区分）。 
80 グリーンインフラストラクチャについては 4.3.1 に後述 
81 “Green Infrastructure Valuation Toolkit” 

http://www.greeninfrastructurenw.co.uk/html/index.php?page=projects&GreenInfrastructureValu
ationToolkit 

 “Northwest Green Infrastructure Guide” 
（http://www.greeninfrastructurenw.co.uk/resources/GIguide.pdf） 

82 2010 年平均レート（1 ポンド＝135.6 円）で換算 
83 2009 年のPark City Conference におけるNatural England 報告資料 “Green Growth for Local 

Community” 内に他のリージョンの事例とともに紹介

（http://www.naturalengland.org.uk/Images/GI%20case%20studies_tcm6-10331.pdf）。 
84 http://www.pimachiowinaki.org/ 
85 2010 年平均レート（1 カナダドル＝85.68 円）で換算 
86 試算を行ったのは、International Institute for Sustainable Development 
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3.3.2 指標・評価ツールの開発 

 海外では地域レベルの生物多様性や生態系サービスに関する様々な指標や評価ツールが

開発・試行されている。試行的取り組みから標準化の方向に進むものも少なくない。例え

ば、都市の生物多様性評価については、シンガポール政府の主導によってCOP10 で報告

された都市生物多様性インデックス（CBI）がある87。CBIは、COP10 までに 15 都市で

の試行を終え、新たに 20 都市で試行されている。日本の自治体では、名古屋市がCOP10

前の試行を行っている（新規試行の自治体はない）。CBIは 23 の指標で構成されているが

88、地域の実情に合わせて柔軟に指標を選択することが可能なため、必ずしも全ての指標

を用いる必要はない。このような使い勝手の良さもあって、今後、導入を検討する自治体

が増えるものと考えられる。 

地域の生態系サービス評価ツールとしては、米国で開発されたInVESTが普及している

89。InVESTは、土地利用変化に伴う生態系サービス（生物多様性、炭素隔離、作物受粉、

木材生産、浄水機能、水力発電など）の変化を定量化して地図に示すことができるもので、

β版のソフトウェアをインターネット上からダウンロードすることができる。また、同様

に米連邦政府の助成で開発された地方自治体向けの都市森林生態系評価ツールの i-Tree 

も90、2006 年の開発以来、2011 年 7 月末現在、全米で 5,910 件の使用実績があるほど標

準化が進んでいる。米国外でも 1,600 件以上の使用例があり、カナダ（344 件）、インド（195

件）、オーストラリア（136 件）、イギリス（134 件）、イタリア（96 件）、メキシコ（56

件）、中国（53 件）などで導入実績が多い（日本は 6 件）。現在、国連と国際標準化に向け

た協議を行っている91。 

 

3.3.3 市場メカニズムの活用 

 市場メカニズムの活用については、先行研究（生田 2010）で述べたとおり、北米、オー

ストラリア、ニュージーランドを中心として、開発事業などに伴う生態系の損失を定量評

価して、他の場所で同等の生態系保全活動を行うことで相殺（オフセット）する「生物多

様性オフセット」と呼ばれる仕組みが盛んに行われている。2008 年の市場規模実績は 34

億ドル、2020 年には約 100 億ドルに市場が拡大することが予想されている。生物多様性

オフセットの市場創出は、開発事業者に対する生態系損失補償義務規制（及びオフセット

による義務履行の容認）による部分が多い。日本の場合、同様の規制が存在しないため、

市場ニーズが乏しい。このような生物多様性分野での市場メカニズムの活用は、対策総費

                                                  
87 http://www.cbd.int/authorities/doc/User's%20Manual-for-the-City-Biodiversity-Index27Sept2010.pdf  
88 都市の生物多様性に関する指標が 10、生態系サービスに関する指標が 4、ガバナンス・マネジメント

に関する指標が 9 である。 
89 http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html 
90 http://www.itreetools.org/ 
91 i-Tree 開発に携わった The Davy Institute の Scott Marco 氏からのヒアリング情報 
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用の 小化だけでなく、生物多様性の評価ツールやオフセットガイドライン、取引プラッ

トフォームの提供、コンサルティングサービスなどの新しいビジネスモデルの提案・試行

にもつながっている。 

 

3.4 国内地方自治体の取り組み状況の整理 

 生物多様性と地域活性化・産業振興を関連付けた国内の地方自治体の取り組みを海外事

例との比較を加えて整理したのが、図表 8 である。国内の地方自治体において取り組みが

進んでいる分野は、地産品の市場拡大などを意図した農林水産業・関連産業や、魅力ある

地域づくりと関連させた観光・交流型産業であった。これらの分野は、地域経済に直結す

るために取り組みが行いやすいといえよう。しかし、これらの取り組みが、関連部署の政

策の寄せ集めという事態に陥らないためにも、それぞれの取り組みの有機的な連携ととも

に、本当に生物多様性保全と地域成長に寄与するかどうかの実効性が問われる。 

 一方、国内の地方自治体の取り組みがあまり進んでいない分野としては、生物多様性保

全技術による市場創出との関連付けや、海外で活発に行われている成果評価や指標ツール

の開発、市場メカニズムの活用などが挙げられる。生物多様性保全技術の育成は、地場企

業による国内外の市場展開を期待するものであるが、このような産業政策は、どちらかと

いえば国家戦略の要素が強く、地域政策としての必要性が低いと受け取られやすい面があ

るかもしれない。ちなみに、ここでいう生物多様性保全技術としては、（生物多様性に配慮

した）農林水産物の生産に関する分野を除くと、生物多様性に配慮した建造物や都市設計、

緑地の保全・修復、生態系ネットワーク構築・再生、外来種の阻止・駆除などに関する技

術や、生態系のモニタリング・管理技術・サービスなどが挙げられる。既存の技術・サー

ビスであっても、生物多様性保全への影響を評価することができれば、従来の機能に生物

多様性視点の価値を加えることができよう。これらの評価システムを含めた生物多様性関

連技術の育成は、都道府県・政令指定都市レベルであれば十分対応可能であろう。 

 

図表 8 国内地方自治体の取り組み状況の整理 

農林水産業・関連産業

成果評価・指標ツール開発
市場メカニズム活用

観光・交流型産業

生物多様性保全技術

取り組みが
進んでいる

分野

あまり
取り組みが

進んでいない
分野

魅力ある
地域づくり

国内外の
市場展開

マネジメント
標準化

地産品の
市場拡大

• 地域経済に
直結

• 取り組みの
実効性がカギ

• 地域政策の
必要性低い

• 先行取り組み
に意義

 

（出所）富士通総研作成 
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同様に、評価手法やツールの開発、市場メカニズムの導入についても、生物多様性に関

する取り組みのマネジメントを標準化するという意味から、地域政策としての必要性が低

く見られがちかもしれない。しかしながら、海外で動きが見られるように新たな市場の創

出や国内の標準化を促すという観点からは、地域主導での先行取り組みに意義がある分野

ということもできる。国内でも、2011 年 3 月に地域戦略を策定した柏市が、開発行為に関

する環境影響評価に、生物多様性確保や自然環境の体系的保全、生物多様性オフセットを

加味した「生きもの環境影響評価」制度の創設を表明しており、今後、意欲的な取り組み

に着手する例が増えていくことが期待される。 
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4 生物多様性視点の地域成長戦略の検討 

 

4.1 検討ステップ 

 生物多様性への取り組みを地域の成長戦略につなげていくために、次のような検討ステ

ップを踏むことが考えられる（図表 9 参照）。まずは、通常の生物多様性戦略の検討と同

様に、対象とする地域内の生物多様性の現況評価を行い、生物多様性保全・回復の方策を

検討する。次に、成長戦略との関連づけを図るためには、生物多様性対策を行った際の効

果について、従来の環境面の評価だけでなく、保全・回復される生態系サービスの経済的

価値などの評価を加えることが望まれる。このような環境面と経済面の双方の評価の仕組

みを活用することで、対象地域が有する地域資源92を生物多様性の視点から洗い直すこと

ができる。同様に、既存の地域活性化施策についても生物多様性の視点から費用対効果を

評価しながら見直しを図ることで、総合的に、生物多様性対策の成長戦略への適用可能性

の検討を進めることができる。 終的には、これらの取り組みを継続的に改善するために、

PDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクルの仕組みを構築する必要がある。 

 

図表 9 生物多様性視点の地域成長戦略の検討ステップ 

１．地域内の生物多様性の現況評価

３．生物多様性対策による効果（環境・経済面）の評価

４．生物多様性の視点からの地域資源の洗い直しと既存施策の見直し

２．生物多様性保全・回復の方策の検討

６．取り組みの継続的改善を図る仕組みの構築

５．生物多様性対策の成長戦略への適用可能性を検討

 

（出所）富士通総研作成 

 

                                                  
92 地域資源とは、一般的に、自然環境、歴史・伝統、産業・地産品、文化、地域社会・住民気質など、

その地域の価値・魅力を表す有形・無形の資源である。ここでは、生物多様性及び生態系サービスとの

関連性から、これらの地域資源を再評価することになる。 
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4.2 政策具体化の検討ポイント 

 生物多様性視点の地域成長戦略のための政策を具体化させるためには、それぞれの自治

体における地域特性と政策目標を考慮しながら、優先順位を検討することになる。図表 10

は、生物多様性視点の地域成長戦略を、「生物多様性に配慮した魅力ある都市・地域づくり」、

「生物多様性配慮型企業・商品の育成・支援」、「実験的な先行取り組みへの着手」のタイ

プに分類し、それぞれについて政策具体化の検討ポイントを示したものである。 

「生物多様性に配慮した魅力ある都市・地域づくり」に関しては、観光・交流の拡大、

や定住誘致（あるいは住民の満足度向上）などを目的とした成長戦略として、多くの自治

体が検討対象としやすい。具体的な政策を検討する際には、特に地域資源の洗い直しが重

要なポイントとなる。まずは、生物多様性に関する地域イメージをアピールしやすい自然

環境や生物種などの特徴的な地域資源があるかどうかを確認する必要がある。当然のこと

ながら、その地域でなければ体験することができない自然や固有の生物種の存在は、他地

域からの集客あるいは居住を促す誘因となる。また、樹木などの緑や生物種の豊かさ、固

有種の存在が、景観や地域の文化・伝統資源などと密接に関連付けることができれば、生

物多様性をキーワードとするストーリーを作り上げながら、その地域の魅力を発信するこ

とが容易となるであろう。 

「生物多様性配慮型企業・商品の育成・支援」についても、地産品の販売拡大目的を中

心に、場合によっては投資促進や産業誘致の観点から、多くの自治体が検討対象としやす

い。政策具体化に向けては、地域資源の洗い直しに加えて育成・支援策の検討が重要とな

る。まずは、地域特性に関連した生物多様性配慮型商品の開発が可能かどうかを検討する

必要がある。これは、前述の生物多様性に配慮した魅力ある都市・地域づくりとも密接に

関係しており、生物多様性に関する特定のイメージを持つ地域で生産され、実際に地域の

生物多様性保全に寄与している商品（多くの場合、農林水産物及びそれらを加工した地産

品）ということが認知されることが重要である。また、今後、国内外でニーズが高まると

考えられる生物多様性保全に関する技術やサービスがあるかどうか、その育成が図れるか

どうかを検討する必要がある。さらには、地域内の企業の生物多様性配慮型経営の支援も

検討課題となる。企業にとって、生物多様性配慮を含めた環境経営の強化が、環境リスク

低減とイメージ向上などによる長期的な競争力向上につながるという認識が深まれば、そ

れを支援する地域での立地という点でもアピールできる。 

 「実験的な先行取り組みへの着手」に関しては、生物多様性対策に積極的であるという

地域イメージの獲得や、新たな地域モデルの提案と他地域への展開のアピールなどを企図

する自治体の意欲次第であり、国に先駆けた政策手法を導入するかどうかを検討すること

になろう。具体的には国レベルで導入されていない規制的手法の適用や市場メカニズムな

どの活用が検討課題となろう。 
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図表 10 生物多様性視点の地域成長戦略の政策具体化の検討ポイント 

地域成長戦略のタイプ 検討対象 政策具体化の検討ポイント 

生物多様性に配慮した 

魅力ある都市・地域づくり 

ほとんどの

自治体 

 アピールしやすい特徴的な地域資源（自然・生物種

など）があるか 

 緑や生物種の豊かさ、固有種、景観、文化・伝統資

源等の関連付けはどうか 

生物多様性配慮型企業・

商品の育成・支援 

ほとんどの

自治体 

 地域特性に関連した生物多様性配慮型商品の開発

が可能か 

 先進的な生物多様性保全技術・サービスの育成が

図れるか 

 企業の生物多様性配慮型経営を支援するかどうか 

実験的な先行取り組みへ

の着手 

一部自治体  規制的手法を適用するか 

 市場メカニズムを活用するか 

（出所）富士通総研作成 

 

4.3 生物多様性地域成長戦略の設計 

図表 11 は、生物多様性視点の地域成長戦略の具体的な設計をする際に検討すべき個別

政策の例を整理したものである。 

 

4.3.1 生物多様性に配慮した魅力ある都市・地域づくり 

 生物多様性に配慮した都市・地域づくりのための政策として、まず、総合的な効果を勘

案したグリーンインフラストラクチャの整備が挙げられる。自然資本を我々の生活・経済

活動に必要不可欠な社会基盤とみなして土地利用計画を行うグリーンインフラストラクチ

ャの考え方は93、1990 年代半ばに米国で提案された後、北米及び欧州全域にまで普及し始

めている94。例えば、イギリスでは土地開発時にグリーンインフラストラクチャの検討が

推奨され、計画費用の一部助成が行われている95。欧州委員会は、COP11（2012 年）ま

でに欧州生物多様性戦略を策定を予定しているが、グリーンインフラストラクチャの導入

目標 50%の設定が検討されている96。 近では、4.1.1 前述のNatural Economy Northwest

                                                  
93 グリーンインフラストラクチャの考え方は、従来の公共サービス、交通、情報通信などの社会インフ

ラを「グレイインフラストラクチャ」とした際の対語として位置付けられており、例えば、林地や草地、

荒地、河川、湖沼、海岸、農地、公園、庭園、街路樹、さらには屋外運動場など、生態系と関連する全

ての土地空間（及び生物そのもの）が構成要素として該当する。 
94 国によってグリーンインフラストラクチャについて重視するポイントが異なっており、米国・イギリ

スでは、都市計画、治水対策、エンジニアリングの観点が重視されるのに対して、欧州（イギリス以外）

では、生態系ネットワーク、気候変動対策、復元力（resilience）が重視されると言われている。 
95 実際のグリーンインフラストラクチャ計画検討率は約 3 割とのこと（英 Land Use Consultants への

インタビューによる）。 
96 欧州環境政策研究所（IEEP: Institute for European Environmental Policy）によれば、欧州委員会

は、2011 年に、欧州域内のグリーンインフラストラクチャ戦略導入に向けた予備調査を行うとのこと
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のように、経済価値を含めた費用対効果を評価する取り組みが盛んである 97。米国の

Center for Green Infrastructure Designは、グリーンインフラストラクチャによる効果

（便益）を、健康面、社会面、環境面、経済面の 4 分類にて示している（図表 12 参照）98。 

 

図表 11 生物多様性視点の地域成長戦略の個別政策の例 

生物多様性に配慮した 

魅力ある都市・地域づくり 

 費用対効果を勘案したグリーンインフラストラクチャの整備 

 生物多様性に配慮した建造物や都市計画に対する優遇措置 

 生物多様性価値を評価したモデル地域の設定とプロモーション 

 域内エコ活動ポイント制度等への生物多様性価値の反映 

生物多様性配慮型企業・

商品の育成・支援 

 生物多様性配慮型企業に対する優遇措置 

 生物多様性配慮型商品への優遇措置 

 生物多様性保全ビジネスの国内・海外展開支援サービス 

実験的な先行取り組みへ

の着手 

 生物多様性評価指標やツールの整備 

 生物多様性オフセット制度の整備 

その他  生物多様性視点の経済活動に関する情報プラットフォームの整備 

 地域住民、NPO、事業者等の協同の場の整備 

 他地域との連携 

（出所）富士通総研作成 

 

図表 12 グリーンインフラストラクチャ整備に伴う便益の例 

健康面  大気汚染物質吸収、都市部気温の低下 

 水質浄化機能の向上 

 新鮮・健康な食品の安価な供給 

 運動機会増加による心身の健康増進 

 子供が自然に触れ合う機会の維持 

社会面  ストレス低下、生活の質向上、家族の娯楽の増加 

 コミュニティの交流拡大 

 公共空間の安全度向上 

 都市部の犯罪率低下 

環境面  生息域保護、炭素吸収、帯水層の維持 

 野生生物や生態系への影響の低減 

 輸送費用と排出物削減 

 雨水排水の改善 

経済面  不動産価値の向上 

 高賃金（高付加価値型サービス）の雇用環境創出 

 生態系サービス強化による公共サービス費用（インフラ整備・水管理）の低減 

（出所）Center for Green Infrastructure Design 資料を基に富士通総研作成 

                                                                                                                                                  
（http://www.ieep.eu/newsletter/winter-20102011/green-infrastructures-contribution-to-halting-bi
odiversity-loss/） 

97 脚注 96 の IEEP による予備調査の目的も、欧州域内のグリーンインフラストラクチャ整備の個別事例

について、費用対効果の把握となっている。 
98 http://www.greeninfrastructuredesign.org/ 
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 生物多様性に配慮した建造物や都市計画に関する優遇措置としては、容積率の緩和や税

制上の優遇などが考えられる。容積率緩和については、例えば、名古屋市が、都市計画制

度を運用する形で、市内の緑地・森林保全への貢献と引き換えとした都心部建築物の容積

率を緩和する独自の制度導入を検討している。そのほか、先行研究において国レベルの政

策として提案したような、生物多様性に配慮した緑地の保全・創出に寄与した開発地域自

体の容積率緩和や、老朽ビルなどの環境配慮型ビルへの建替え時の容積率特例において、

屋上・壁面緑化を含めた生物多様性配慮を含めるという措置を、地域独自に行うことも考

えられる。また、税制上の優遇については、例えば、横浜市は、2009 年 4 月から「緑化

地域制度」を導入しており99、基準以上の緑化に対して固定資産税・都市計画税を軽減す

る措置を開始している100。このほか、先行研究で提案したような、生物多様性保全目的の

土地取得に関する不動産取得税及び固定資産性の非課税措置や、生物多様性配慮施設に係

る課税標準の特例措置に類似した措置を、自治体の裁量で行うことも検討できよう。 

 効果的な地域プロモーションを図るために、ターゲットとするモデル地域を設定して集

中的に各種支援を行うことも考えられる。この際、重要となるのが、前述した生物多様性

価値の総合的な評価である。このような評価手法は、行政管理を目的としたものだけでな

く、地域住民や外部からの観光・交流者に地域の価値をアピールするためにも有効である。 

 このほか、地域の住民や事業者の環境配慮活動を促すことを目的として様々に試行され

ている「エコ活動ポイント制度」101などに、生物多様性の視点を加えることで、地域の生

物多様性への認知度向上と、生物多様性に配慮した都市・地域づくりへの住民・事業者の

参画につなげていき、さらには地域への愛着を強める結果となることも期待される。具体

的な施策としては、対象とする「エコ活動」の中に生物多様性保全に関連した活動を付加

したり、例えば植林や緑地整備などの従来の活動においても生物多様性の視点による価値

評価（ポイント換算）に反映したりすることが考えられる。 

 

4.3.2 生物多様性配慮型企業・商品の育成・支援 

 生物多様性配慮型企業・商品を育成・支援するための政策としては、生物多様性配慮型

企業に対する優遇措置、生物多様性配慮型商品への優遇措置、生物多様性保全ビジネスの

国内・海外展開支援サービス、などが考えられる。いずれも、先行研究において国レベル

の政策として提案したものであるが、地域レベルで試行することが可能である。 

                                                  
99 http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/etc/jyorei/jyorei/ryokuka-pubco/ 
100 建築物緑化保全契約（基準緑化率プラス 5%以上の緑化を 10 年間続けることが条件）を結ぶと、翌年

度から 10 年度分上乗せ緑化部分の税額を 1/4 軽減

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/etc/jyorei/keikaku/midori-up/midori-up-plan/jigyo/midori
-ryokuka/material/krh.html）。 

101 例えば、環境省では「エコ・アクション・ポイントプログラム」を推進している。2008 年度から 2010
年度まで実施されたモデル事業では、温暖化対策の取り組みが主であったが、今後は、生物多様性を含

めた他の環境保全活動を包含したプログラムへの転換が図られようとしている

（http://www.env.go.jp/policy/eco-point/top.html）。 
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 生物多様性に配慮した環境経営に取り組む企業や、生物多様性に配慮した製品・サービ

スを供給する企業に対する優遇措置として、取り組みやすいのが表彰制度や企業ラベリン

グである。また、公共調達の参加要件として、企業に生物多様性への取り組みを求めるこ

とで、配慮型企業を優遇するということも考えられる。さらにインセンティブを強めた方

策としては、税制上の優遇措置として、生物多様性保全関連の設備投資に係る特別償却や

法人税額控除や、一定基準以上のパフォーマンスを示す生物多様性配慮型企業に対する法

人税の優遇などの導入も検討できよう。 

 生物多様性に配慮した商品の市場拡大を図るための優遇措置としては、製品ラベリング

や、公共調達基準への反映による自治体の率先購入のほか、小売店や商品購入者に対する

補助金や税制上の優遇などのインセンティブ供与などが考えられる。また、生物多様性保

全ビジネスをアピールして国内他地域や海外への展開を支援するためには、まず、地域内

のビジネス情報を集積し、情報発信が可能なデータベースを構築するべきである。域内企

業への国内外のビジネス市場情報や展示会イベントなどの情報提供も望まれる。今後、途

上国を中心とした海外での生物多様性保全ビジネスニーズの拡大が期待されることから、

海外への域内企業の情報発信やマッチングサービスや、具体的な海外進出支援のための事

業化や資金調達に関する各種支援サービスの充実が望まれる。特に海外へのビジネスプロ

モーションの場合、都道府県や政令指定都市などを中心とした一定規模以上の行政単位の

方が、取り組みやすいであろう。 

 

4.3.3 実験的な先行取り組みへの着手 

 4.2 で述べたように、生物多様性の取り組みの成果評価手法や指標・ツールの開発、市

場メカニズムの活用などは、海外と比べて国内の取り組みが遅れている。生物多様性に関

する問題は地域個別性が強いため、地域レベルでの取り組みが主体とならざるをえない。

それだけに、海外より取り組みが遅れている分野においても、地域レベルで先行的な取り

組みを試行錯誤しながら、新たなビジネス機会の創出や標準化の促進を図ることが期待さ

れる。 

 地域の取り組みとしては、まず、海外で開発・導入が進んでいる生物多様性関連の評価

指標やツールの適用可能性を検討することが考えられる。実際には、指標やツールのコン

セプトを活用しながら、地域の実情に合わせて、修正を試みることとなろう。これらの試

行結果を公開することで、先行取り組み地域として国際的な認知が進むだけでなく、国際

的な指標・ツール開発に貢献することになれば、地域のアピールに加えて、成果評価支援

から具体的な生態系保全・回復に関連する先行取り組みに参加した地域内企業のビジネス

機会創出につながるだろう。 

 生物多様性オフセット制度などの市場メカニズムを活用するためには、海外のように開

発行為等による生態系損失補償義務（及びオフセットによる義務履行の容認）を条例化す

ることが も有効である。義務化が困難であれば、自主的なオフセットを推奨するために、
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地域独自ルールやオフセット関連情報の整備や、企業や開発事業の生物多様性評価指標へ

のオフセット項目の追加、他の優遇措置とのポリシーミックスなども検討できよう。 

 

4.3.4 その他 

 これまで述べてきた政策の例のほかに、生物多様性視点の地域成長戦略を実現させてい

くために留意すべき事項として、まず、生物多様性視点の経済活動に関する情報プラット

フォームの整備が考えられる。そもそも、生物多様性保全の取り組みや生態系サービスと

経済活動の密接な関係性についての一般的な認知度はまだまだ高くない。地域レベルでの

生物多様性への取り組みが、地域の持続的な経済成長につながる具体的な事例や、経済効

果などの考え方に関する情報を、例えばインターネット上で、容易に入手できるようにす

ることで、地域の取り組みに対する理解を促し、地域住民や事業者の円滑な取り組みを容

易にすることが期待できる。また、同様に、地域の住民、NPO、事業者等が協同して具体

的な取り組みを検討・実施できるような場の整備や、先行的な取り組みを検討している他

地域との連携を図ることで、取り組みの広がりと実効性を高めるなどの方策も検討すべき

であろう。 
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5 おわりに 

 

地方自治体による生物多様性地域戦略の策定の取り組みが始まっている。2012 年 10 月

（COP11 開催）までの策定着手を求められた都道府県だけでなく、多くの政令指定都市、

その他の地方自治体にまで取り組みが広がっている。また、これらの先行取り組み自治体

の多くが、生物多様性戦略の必須要件でないにも関わらず、農林水産関連産業や観光・交

流型産業の振興と結び付ける形で、地域経済成長との関連付けを意識していたことは、こ

れまで述べてきたとおりである。関連部署の従来の取り組みを並列したような形ばかりの

戦略策定に陥らないためにも、それぞれの取り組みの有機的な連携に加えて、成果評価を

取り入れた PDCA サイクルの構築が不可欠である。 

 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災とそれに伴う原発事故は、岩手・宮城・福島の 3 県の

被災地域を中心に、我が国の社会経済にいまだ深刻な影響を及ぼしている。生物多様性に

関しても、津波による沿岸部の自然生態系の破壊に加えて、放射能汚染に伴う生態系・生

物多様性への被害など、現時点ではとても影響が把握しきれず、回復・再生プロセスを含

めて、長期的なモニタリングが必要となることは言うまでもない。被災 3 県を中心に、生

物多様性地域戦略の見直しを検討する自治体も出てくるであろう。2011 年 3 月に「推進計

画」を策定した福島県では、内容を一部修正したうえで、今後の推移を見極めながらの課

題や必要な取組みについての検討・加筆の可能性について言及している102。 

 東日本大震災からの復興の議論は、地域の再生と密接に関係しており、環境分野の成長

戦略と関連づけた議論も活発である。原発事故に伴う電力需給ひっ迫問題の解消を目指し

た被災地での再生エネルギー開発に関心が集中しているが、生物多様性保全と関連した議

論も行われている。環境省では 2011 年 5 月 18 日に東日本大震災からの復興に関する基本

方針を発表し、東北の特徴を活かして、災害に強く、環境負荷の低い地域を目指すとして

いる103。ここで掲げられた 7 つの基本方針のうち、生物多様性の視点が含まれていると考

えられるのが「三陸復興国立公園」構想である104。これは三陸沿岸の国立・国定公園105

を再編成して、「水産業の振興、観光地としてのブランド化を目指し、地域再生の起爆剤と

する」ことを目指すもので、生物多様性及び生態系サービスの価値を高めるという視点で

                                                  
102 福島県の「戦略計画」では、新たに「「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」に伴う当計画

の対応について」という項を設け、震災後に計画を公表した趣旨、被害が著しい「沿岸域」の記載内容

の修正、今後の対応などについて記している（ちなみに同「戦略計画」のホームページ上の公開は、2011
年 5 月 17 日）。 

103 「東日本大震災からの復興に向けた環境省の基本的対応方針」

（http://www.env.go.jp/jishin/kihon-hoshin.pdf） 
104 他の基本方針は、①災害廃棄物の撤去と木質系廃棄物・コンクリートくずの有効活用、②放射能汚染

のおそれのある災害廃棄物の安全・適切な処理、③再生可能エネルギー導入とエネルギー効率向上、④

先端循環ビジネス拠点としての再生、⑤環境モニタリング調査、⑥東北のエコタウン化支援 
105 陸中海岸国立公園（岩手県・宮城県一部）と南三陸金華山国定公園（宮城県）を中心に、青森県立の

種差海岸階上岳自然公園、宮城県立の気仙沼、硯上山万石浦、松島の 3 自然公園を含める構想 
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の公園整備とエコツーリズム等の産業育成を組み合わせることで、生物多様性視点の地域

活性化の成功事例となることが期待される。また、同 7 月 29 日に政府が発表した「東日

本大震災からの復興の基本方針」においても、環境先進地域（エコタウン）を被災地域に

実現するため、自立・分散型エネルギーシステムの導入とともに、「地域に根ざした自然と

の共生の知恵も活かしつつ、森・里・海の連関を取り戻すための自然の再生などによる自

然共生社会を実現する」と記されており106、生物多様性視点の地域復興の進展が期待され

る。 

 一方で、注意が必要なのが、2011 年 6 月 25 日に東日本大震災復興構想会議が提言の中

で言及した高台移転の考えである107。高台移転は、沿岸部平地で被災を受けた住居や都市

の中枢機能を津波による浸水の可能性の低い安全な場所に移転するという「減災」の考え

方に基づくというものである。生物多様性保全の視点からみれば、高台移転による開発行

為が、被災地域が既に被っている生態系への被害に加えて、新たな自然破壊を引き起こす

おそれがある。前述した政府の「基本方針」には高台移転について明記されなかったため

108、地域の判断に委ねられることになるが、仮に、高台移転を検討する際には、開発に伴

う生態系損失をオフセットする措置の導入を合わせて検討することが必要ではないだろう

か。 

 東日本大震災からの復興への対応が、我が国にとって 大かつ喫緊の課題となっている

ことは間違いないが、国際社会において生物多様性保全の重要性が低くなったわけではな

い。COP11 開催まで議長国であり続ける日本は、国際的な生物多様性保全推進に向けてリ

ーダーシップをとる立場にある。また、2012 年 5 月にブラジル・リオデジャネイロで開

催される「国連持続可能な開発のための世界会議」（地球サミット「リオプラス 20」）109

では、環境と経済の融合を目指すグリーン経済が主要テーマの一つである。生物多様性保

全に直結する自然資本部門の成長と環境の調和に関する議論は不可欠であり、課題解決に

向けた日本の提案力が問われている。 

 本研究では、都道府県・政令指定都市を中心に生物多様性地域戦略の策定・検討状況の

把握を起点として、生物多様性視点の地域成長戦略のあり方について述べてきた。生物多

様性視点の地域成長戦略の検討ステップを提示するとともに、地域の特性と政策目標を考

慮しながら、生物多様性に配慮した魅力ある都市・地域づくりや、生物多様性配慮型企業・

商品の育成・支援などの政策の具体的な提案と、それらを具体化するための優先順位を検

討することの重要性を示した。海外では、経済効果評価指標やツールの開発、市場メカニ

                                                  
106 http://www.reconstruction.go.jp/topics/doc/20110729houshin.pdf 
107 「復興への提言～悲惨の中の希望～」（http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kousou12/teigen.pdf） 
108 「減災」の考え方自体は提示されているが、具体的施策（「減災」の考え方に基づくソフト・ハード

の施策の総動員）の中に高台移転は明記されていない（「被災都市の中枢機能の復興のための市街地の

整備・集団移転」という表現はあるが「高台移転」に特定されていない）。 
109 1992 年にリオデジャネイロで開催された地球サミットから 20 年後に同じ都市で開催予定の国際会議

（地球サミットから 10 年後の 2002 年には南アフリカ・ヨハネスブルグで「リオプラス 10」開催）。 
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ズムの活用など、地域レベルでの試行錯誤を経て標準化に進んでいる例が見られている。

実験的な取り組みの実施主体としての地域の創意工夫に対する期待は日本でも大きい。地

域にとって、精緻な戦略を策定することが目的ではなく、具体的な行動を試行錯誤ながら

進めることが肝要であることは言うまでもない。その際に、生物多様性保全と地域経済成

長の両立を目指すべきであることが本研究の趣旨であり、取組の成果を生物多様性と経済

の両面から評価することが肝要であることは強調してきたつもりである。 

東日本大震災後の取り組みにおいて、我が国の「現場力」の強さが再確認されたことは

不幸中の幸いであった。生物多様性保全の取り組みが、単なる環境対策にとどまるのでは

なく、自然資本の整備を通じた地域の持続可能な成長に不可欠であるという認識を持ち、

地方自治体、事業者、住民、NPO などによる地域レベルの「現場力」を駆使して、成功

事例が蓄積されていくことが望まれている。地域レベルでの成功事例の積み上げが、国レ

ベルでの環境成長戦略に生物多様性視点を反映させていく駆動力となり、生物多様性保全

と経済成長が調和した地域モデルとして国内外に発信していくことにつながることを期待

したい。本研究が、地域における成長戦略と調和した生物多様性戦略のあり方を検討する

際の一助となれば幸いである。 
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