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第４章 たくさんの生命（いのち）輝く行動施策２４ 

 

 現状における課題を解決し、めざすべき将来像を実現するための具体的な取り組みとし

て、前章で示した 3 つの「基本方針」に基づく以下の 24 の施策を推進していきます。 

各施策において、「めざすべき将来像」を実現する第１ステップである「短期目標：2020

年（平成 32 年）」にむけ、施策の達成目標を提示していきます。  

 次ページ以降に各施策の具体的な推進内容を提示します。  

 

■行動施策２４一覧 

基本方針 施策№ 施 策 名 

１．自然を 

守る・再生する 

 

～生きものや

その生息環境

を守り・再生

します～ 

1-1 水辺・湿地の保全・再生とネットワーク 

1-2 樹林地の保全・活用とネットワーク 

1-3 農地の保全・生きものにもやさしい農業の推進 

1-4 ビオトープの創出 

1-5 生きものの移動等に配慮した施設整備 

1-6 希少野生動植物の保護 

1-7 在来種の活用による地域遺伝子の保全 

1-8 外来種対策 

1-9 市域の動植物に関する情報の収集・活用 

２．自然と 

社会・経済を 

つなぐ 

 

～自然とくら

しのつながり

を守り・再生

します～ 

2-1 

産業 

環境にやさしい農業の振興 

2-2 環境にやさしい企業・事業活動の推進 

2-3 エコツーリズムの推進 

2-4 

暮らし 

生物多様性に配慮した消費行動の促進 

2-5 きれいな川づくりの推進 

2-6 温暖化防止対策（低炭素社会の実現）の推進 

2-7 循環型社会の実現の推進 

2-8 制度 自然の保全・再生のためのしくみづくり 

３．自然と生き

る人づくり 

 

～自然を守り、

くらしにつな

げる人になり

ます～ 

3-1 学校教育における生物多様性に係る教育・体験学習の推進 

3-2 生涯学習における生物多様性に係る学習・実践の推進 

3-3 市民団体等への活動支援 

3-4 生物多様性を守り・伝える人材の育成・活用 

3-5 生物多様性に係る活動の情報交換・人材交流の機会・場の創出 

3-6 生物多様性に係る広域的な行政、多様な主体による連携の推進 

3-7 生物多様性の普及・啓発の推進 
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第１節 自然を守る・再生する ～生きものやその生息環境を守り・再生します～ 

 多種多様な生きものが生息・生育する自然環境空間を保全・再生するとともに、拠点と

しての空間と空間をつなぎ、“おやまエコロジカル・ネットワーク”の再生をはかります。 

市内における「守るべき場、再生するべき場、つなげる場」を明確にし、守り・再生し・

つなげるために必要なしくみづくりと保全・再生・ネットワークに係る施策の推進をはか

ります。 

 

エコロジカル・ネットワークの概念 

（出典：「ビオトープネットワーク－都市・農村・自然の新秩序－」㈶日本生態系協会）  

  

    

      ■施策一覧 

№ 施策名 

1-1 水辺・湿地の保全・再生とネットワーク 

1-2 樹林地の保全・活用とネットワーク 

1-3 農地の保全・生きものにもやさしい農業の推進 

1-4 ビオトープの創出 

1-5 生きものの移動等に配慮した施設整備 

1-6 希少野生動植物の保護 

1-7 在来種の活用による地域遺伝子の保全 

1-8 外来種対策 

1-9 市域の動植物に関する情報の収集・活用  
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施策１-１ 水辺・湿地の保全・再生とネットワーク 

 市内の水辺環境としては、渡良瀬遊水地をはじめ、11

本の一級河川をはじめとする利根川水系に属する多くの

河川、農業用用排水路、ため池、湧水など、多様な水辺

環境があります。これらの多様性を活かしつつ、生物の

生息・生育環境としての保全・再生・ネットワークを図

る必要があります。  

従って、渡良瀬遊水地や河川敷等の湿地環境の保全・

再生、水辺のエコトーンの保全・再生、田んぼ・農業用

用排水路、河川のつながり、川の浄化流域のつながりの

保全・再生など、市内はもとより、流域全体を視野に入

れた水辺エコロジカル・ネットワークの再生を国や県、

流域自治体との連携をはかりながら進めます。また、水

辺だけでなく、周辺の樹林地等とのネットワークに留意

し、市全体のエコロジカル・ネットワークの形成を推進します。また、ラムサール条約湿

地である渡良瀬遊水地を中心に、世界基準の評価をはじめ、外部からの評価を高めること

による、地域の自然の効果的な保全・再生にも留意していきます。  

  

具体施策内容・目標  担当課 

水辺エコロジカル・ネットワークのシンボルとなるコウノトリの飼

育・野生復帰を推進します。小山市の自然と共生する環境づくり、地

域づくりは、コウノトリをシンボルに「小山市治水促進・ラムサール

条約湿地登録・コウノトリ・トキ野生復帰推進計画」（2013.3 策定）

に基づき推進します。  

企画政策課  

ほか 

「渡良瀬遊水地湿地保全・再生基本計画」（2010.3：利根川上流河川

事務所）に基づく湿地再生が小山市域において早期実現するよう関係

機関に働きかけを行っていきます。 

企画政策課 

治水地籍対策室 

市内の思川、鬼怒川における河川敷の現状の保全・利活用状況を把握

し、ゾーニングによる生物多様性保全と自然に親しむ空間との区分を

明確にし、利用ルールを作成・普及による、水辺の生物多様性の保全・

再生をはかります。  

水と緑の推進課  

「生井ふるさと公園」を含む旧思川（市管理水域）一帯において、コ

ウノトリをシンボルとした自然と共生した地域づくりの拠点エリア

として、利用と生物多様性に配慮した自然環境の保全を推進します。 

・旧思川の生物調査の実施と、調査に基づく適切な整備の実施 

・旧思川全域のゾーニング設定、利用ルールづくりと活用 

水と緑の推進課  

企画政策課  

市内水田地域の田んぼ・用水路・河川における水域としての連続性を

再生し、水辺の生きものが繁殖や生育等にあわせて移動できる環境づ

くりを進めます。  

【目標】魚道の整備 25 ヶ所（2012）→30 ヶ所（2015） 

農村整備課  

（■：リーディング・プロジェクト施策）  

思川（小山大橋下流） 
水辺のすぐ傍まで車両が入る

ことは河川敷を生息環境として
利用する動植物の生息・生育を脅
かすため、ゾーニングなど、人と
生きものの利用域の区分が必要
です。  
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施策１-２ 樹林地の保全・活用とネットワーク 

市内に残されている樹林地の効果的な保全・再生およびネットワークを推進します。  

個人や社寺、企業等、民間の所有地が 98％を占める市内の平地林の保全であること、保

全した樹林地も維持管理なしでは良好な環境を保てないことから、所有者をはじめとす

る市民の理解・協力を得るための普及広報や仕組みづくりなどの取り組みも必要です。

さらには、保全・再生すべき場所を明確にするとともに、世界的な共通認識となってい

る「SATOYAMA イニシアティブ」を踏まえ、「里地里山」として一体的に保全・再生す

るための多様な手法（法規制、協定、購入等）の検討、推進をはかります。  

 

具体施策内容・目標  担当課 

全市域を対象とした生物調査とあわせて、市内の里山環境、平地林

の現状の把握を行います。 
農政課 

市民団体や企業・事業者、学校等と連携した里地里山の保全管理活

動のモデル事業を立ち上げ、一体的な環境としての持続的な保全・

活用のありかたを検討、実践し、市全域に取り組みを広めます。  

【目標】取り組みを相互にサポートする情報と人材交流の仕組みと

して「（仮称）おやま里山ネットワーク」の構築 

企画政策課  

農政課 

「小山市緑の基本計画」に基づく樹林地等の保全・再生に際し、生

物多様性の観点からの保全・再生（植栽等）等の推進に留意します。 

【目標】市内の緑の量の確保を推進します。（次ページ表参照） 

水と緑の推進課 

都市計画課  

「小山市緑の基本計画」に基づく都市公園整備にあたり、生物多様

性に配慮した公園整備（在来種植栽、ビオトープ創出等）を推進し

ます。 

水と緑の推進課  

「小山市森林整備計画」（2012.4）に基づく平地林保全に向けた活

動・啓発の推進、森林所有者の理解・協力による保全施策の推進を

はかります。  

農政課 

「とちぎの元気な森づくり県民税」を活用した元気な森づくり事業

の推進による平地林の保全を推進します。  

【目標】６地区 11.1ha（2011.3） → 26 地区 46.7ha（2020） 

農政課 

樹林地の保全を担保するための手法（規制、買取、協定、借地、維

持管理・活用の推進等）の検討を行い、保全の緊急度にあわせて適

用を進めます。  

農政課 

水と緑の推進課  

（■：リーディング・プロジェクト施策）  
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＜コラム＞ 

「小山市緑の健康づくりの森事業」における既存平地林の保全・活用 

（出典：「小山市緑の健康づくりの森基本計画」平成 24 年 10 月）  

小山市では、「新市民病院」を核として、緑豊かな森

を有効活用し、健康づくりから介護に至るまで包括的

に支援できる拠点施設や健康づくりの広場等を整備  

し、併せて現市民病院跡地の利活用によるリハビリ施

設等を一体的に整備する「小山市緑の健康づくりの森

事業」を進めています。計画地内には、まとまった規

模の樹林地が 3 箇所あり、これら既存樹林地を可能な

限り保全・活用し、「みどりの骨格」を形成することを

前提条件に、周辺の豊かな緑の借景と、計画地内の「み

どりの骨格」との相乗効果により「緑につつまれ感」

を感じる景観形成を目指しています。  

■確保する緑の目標量 

 基準年次（2004 年：平成 16 年） 目標年次（2020 年：平成 32 年） 

市街化区域内  市全域 市街化区域内  市全域 

総面積（ha） 3,248 17,161 3,248 17,161 

緑の面積（ha） 44.0 493.7 158.7 1,062.3 

緑の割合（％） 1.4 2.9 4.9 6.2 

（出典：「“水と緑と大地”のネットワーク整備構想－小山市・緑の基本計画－」（平成 18 年 3 月策定）） 

 

＜コラム＞里地里山とは 

 

人の暮らすところが「里」であり、その近くにあって人の暮らしの中で利用されてきた森

林が「里山」です。小山市内にある森林は全て、薪をとったり落ち葉を肥料にしたり、タ

ケノコや木の実、キノコを採取したりと、人の暮らしの近くにあって田畑とともに人が手

入れをし、管理してきた「里山」で、その周りにある田畑、農業用水路、ため池、草原等

を含む環境を「里地」または「里地里山」と呼びます。多様な環境があり、かつ人の管理

によって環境が維持されている「里地里山」は、多種多様な生きものをも育んできました。 

＜コラム＞ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブとは 

 

世界中で急速に進む生物多様性の損失を止めるためには、保護地域などによって原生的

な自然を保護するだけでなく、「里地里山」のような二次的自然地域において、自然資源

の持続可能な利用を実現することが必要だということが、世界的に認識され、里地里山で

育まれてきた自然資源の持続可能な利用形態、地域コミュニティのシステム等を、世界各

地の自然共生社会の実現に活かしていこうという取組が「SATOYAMA イニシアティブ」

です。 

既存樹林の遠景 
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施策１-３ 農地の保全・生きものにもやさしい農業の推進 

 水田農業は洪水防止、水源涵養、景観形成、文

化伝承、自然環境保全等、多面的な機能を有して

いることが認識されてきていますが、中でも多様

な生物を育む自然環境保全機能については、安

全・安心という人へのやさしさと、生きものを育

む環境へのやさしさという観点から、新たな付加

価値を米に与えるものとして、全国各地で生きも

のをシンボルとした米づくりへの取り組みが進

んでいます。  

 市域の約 40％という広大な水田を有する小山市においては、水辺の高次消費者であるコ

ウノトリをシンボルとした自然と共生する地域づくりの一環として、環境にやさしい農業

による新たな小山の米づくりを推進し、地域振興と調和した多様な生物を育む環境づくり

を推進します。  

 

具体施策内容・目標  担当課 

多面的機能を有する空間として、市内の農地の保全を推進します。  

【目標】経営耕地総面積 4,590ha（2012） → 同面積の維持（2020） 

  ※H22.2.1 現在：世界農林業センサス  

農政課 

減農薬、無農薬、玄米黒酢栽培等、安全・安心で生きものを育む環境に

やさしい農法の確立と市内での普及を推進します。  

【目標】環境にやさしい農法実施農地面積  

約 150ha（2012）→ 200ha（2015） 

【目標】冬期湛水の実施   4.5ha（2012） → 10.0ha（2015） 

農村整備課 

農政課 

環境にやさしい農業を推進する体制づくりを支援します。 

エコファーマーと協力し、環境にやさしい農法の拡大を図ります。  

【目標】エコファーマー 424 名（2012） →450 名（2015） 

農村整備課 

農政課 

休耕田を活用したビオトープ水田の創出をはかります。  

【目標】ビオトープ水田面積 0.05ha（2012）→1.0ha（2015） 

農村整備課 

農政課 

水田魚道の設置など生きものの移動を助ける構造整備を推進します。  

【目標】水田魚道の設置など、田んぼ⇔用水路⇔河川の間を生きものが

移動できる構造の再生 25 か所（2012）→30 ヶ所（2015） 

【目標】江の創出など田に水がなくなる時期に水生動物が避難する空間

の確保     ９カ所（2012） → 13 ヶ所（2015） 

農村整備課 

農業集落活動の組織を活かした取組の推進をはかります。  

・市内各農業集落の組織において、環境にやさしい農業や生きものの移

動や避難空間の創出・維持管理を行うための取組マニュアルの作成 

・市内における農業集落組織間の情報交流や連携・協力を推進するため

のコーディネートを行うとともに、取組状況に関する情報をホームペー

ジや広報などを通じた積極的発信  

農村整備課 

（■：リーディング・プロジェクト施策）  
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施策１-４ ビオトープの創出 

 開発によって縮小・分断された生息空間も、都市空間ならではの特性を活かした多様な

ビオトープを創出することによって、生息空間の創出になるばかりでなく、拠点間をネッ

トワークする飛び石（小拠点）の役割を果たし、市全体の生物多様性の質の向上をはかる

ことが可能です。また、身近で自然に触れ合える空間の創出にもつながります。  

したがって、市域でも特に開発の進んだ市街化区域の都市公園、学校、公共施設、住宅、

工場等の敷地や庭、屋上などにおいてビオトープの創出を進め郊外の自然とつなげていく

とともに、樹林や草地を人工的に創出・管理をしている公園やゴルフ場においては生きも

のの生息に配慮した維持管理の見直しによるビオトープの質の向上をはかっていきます。  

 

具体施策内容・目標  担当課 

市内の学校施設における学校ビオトープの創出、活用を支援、推

進します。 
学校教育課  

都市公園や公共施設敷地や屋上等の空間を活用したビオトープの

創出を検討・推進します。  

水と緑の推進課  

建築課 

庭やベランダ等の空間を利用し、蝶や鳥などを指標とした生きも

の小拠点となるガーデン・ビオトープづくりについて、パンフレ

ットの作成や講習会やコンクールの開催、オープン・ガーデンの

実施、庭の登録制度等、普及を推進します。  

都市計画課  

市内のゴルフ場において、生きものの生息空間としての環境づく

りや維持管理の実施を呼びかけるとともに、場内の生物生息調査

への協力や情報の提供を要請していきます。  

※小山市内のゴルフ場や栃木県ゴルフ連盟も加盟する（公財）日本ゴ
ルフ協会では「生物多様性を保全するゴルフ場宣言」をしています。 

環境課 

都市公園や街路樹の維持管理において、生きものの生息・生育に

留意した管理方法を検討し、小さな配慮によるビオトープ空間の

創出を進めます。  

水と緑の推進課  

市内企業の工場等敷地内の樹林地や排水貯水池などの水辺空間を

活かしたビオトープづくりを推奨するとともに、生きもの生息情

報の提供などを依頼していきます。  

工業振興課 

（■：リーディング・プロジェクト施策）  
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施策１-５ 生きものの移動等に配慮した施設整備 

生きものの生息環境・移動に配慮した各種施設や基盤整備を進めます。施設等の整備に

あたっては、計画・設計・施工の各段階においては、「ミティゲーション」の考え方を基本

に検討、実施していくことにより、開発と自然の保全との調和を図ることにつながります。  

  

具体施策内容・目標  担当課 

公共事業の実施における生きものの生息環境・移動に配慮し、「ミ

ティゲーション」の考え方による施設計画・整備を率先・モデル

的に推進します。  

・生きものの生息環境・移動に配慮した施設整備事例の収集など、

簡易マニュアルの作成と普及  

・公共事業における率先導入と取組事例としての普及  

都市計画課  

土木課 

農村整備課  

市内の道路における野生動物の交通事故（ロードキル）の状況（種

名・場所・時期等）の把握と、野生動物の専門家の助言に基づく

多発地における改善対策、および新規道路整備における計画段階

における対策の検討を進めます。  

環境課 

土木課 

農村整備課  

 

 

 

施策１-６ 希少野生動植物の保護 

 栃木県内で絶滅が心配される希少な野生動植物について調査した

「レッドデータブックとちぎ」によると、小山市内では、絶滅が心

配される動植物 139 種（群落含む）が確認されています。これらの

動植物が小山市域から姿を消すことがないよう、確認状況や特性を

把握し、生息・生息空間・環境の効果的な保全・再生をはかります。  

 

 

 

具体施策内容・目標  担当課 

「レッドデータブックとちぎ」に掲載されている小山市で生息・

生育が確認されている動植物（群落含む 139 種）の生息状況を確

認（施策 1-9）するとともに、特に保護が必要と考えられる種につ

いて、関係機関等との連携による保護・保全を推進します。 

【目標】渡良瀬遊水地（小山市域）におけるチュウヒの繁殖  

【目標】鬼怒川河川敷におけるコアジサシの繁殖の継続確認  

企画政策課  

種レベルだけでなく、遺伝子レベルにおいて絶滅の危機が懸念さ

れる種（地域個体群を含む）の保護について、市内における情報

を収集し、生息環境の保全等、必要に応じた対策を進めます。  

企画政策課  

 

【参考】栃木県では、県の全ての公共事業を対象とする「栃木県公共事業環境配慮指針」
（平成 19 年 3 月）を策定し、その中で生物多様性を含む環境全般に関する配慮指針
を定めています。公共事業の実施にあたっては、県の指針にも留意していきます。  

「レッドデータブックとちぎ」（栃木県
2005 年 3 月） 
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＜コラム＞ミティゲーションとは 

 ミティゲーション（mitigation）とは、開発の際に自然への影響を回避したり緩和す

るための考え方です。統一された定義はありませんが、多くは「回避」、「低減」、「代償」

の３つのステップで考えられています。いずれかの考え方で対応すればいいというもの

ではなく、「回避」→「低減」→「代償」の順で検討することが必要です。  

 計画が確定してからの変更は非常に難しいことが多いことから、できるかぎり計画の

早期から検討を行うことが、生物多様性の保全上からも、そして事業の経済性の面から

も効果的、効率的な事業の推進を可能にすると考えられます。  

 

■ミティゲーションの種類と優先される順序  

 ※森をつらぬく道路の建設計画の場合の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「とくしまビオトープ・プラン」徳島県）  
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施策１-７ 在来種の活用による地域遺伝子の保全 

 地域外から持ち込まれた「外来種」に対し、従来からその地域で生息・生育する種を「在

来種」と呼びます。街路樹や敷地内緑化、庭づくりなどの植栽では、管理のしやすさや花

の美しさを優先し、外来種や園芸種が多く使われ、１～２種類の限られた種類の植物だけ

が植えられることも少なくありません。種類によっては、在来の植物を駆逐してしまうこ

ともあり、単一種の植栽が病虫害の大発生を招くなど、地域生態系に大きな影響を与える

ことがあります。事業やビオトープの創出にあたっては、小山市域に元々生息・生育する

動植物の遺伝子の保全にさまざまな面から配慮していくとともに、教育・学習等を通じて

伝えていきます。  

具体施策内容・目標  担当課 

小山市の緑化・庭造り等への活用に適した在来種の紹介や、在来

種を活用した庭造りのノウハウなどを掲載したマニュアルを作成

し、在来種の普及ＰＲ、活用促進を進めます。 

水と緑の推進課  

地域の野山（小山市及び近接地域）から種子を採取し育成した苗

木・草の種等の使用とその育成のための仕組みづくりを進めます。 

・地域で採取した種子からの苗木等の育成の業者への推奨・支援 

・市内産苗木を取り扱う業者の紹介による活用の推進  

・事業を通じた在来種及び市内産苗木等の活用の推進・指導  

水と緑の推進課  

全 課 

渡良瀬遊水地の表土活用や在来種の植栽などを通じて地域の遺伝

子に関する教育・学習を進めるためのプログラムの開発、総合的

な学習の時間等における実践学習での実践等を進めます。 

学校教育課  

土木工事、ビオトープ創出等、土壌（特に表土）を移動する工事

を行う際には、表土の保全と活用に留意し、土壌中に眠っている

種子の保全・活用をはかります。  

・公共事業における表土保全の推進（工事仕様への組込み等） 

・民間事業における表土保全の推奨・指導  

管財課 

建築指導課  

※表土の保全：土壌の上層部には、過去に生育していた樹木・草本等の種が残っており、種を含

む土壌を保全することで、在来種による植生の回復を図ることにつながります。  

（■：リーディング・プロジェクト施策）  

＜コラム＞ホタル・メダカと生物多様性 

  

ホタルもメダカも、古くから我々の身近に見られた生きものですが、いずれ

も近年の生息環境の消失や変化、水質の悪化等によって激減し、国が作成する  

絶滅が危惧される生きもののリスト「レッドデータブック」に掲載されています。身近

な生きものであるだけに、全国的に増殖・放流等が盛んな種でもあります。  

しかし、地域によっては観光用に増やすために他地域のホタルを購入・増殖して放流

した結果、地域に生息していた本来のゲンジボタルが絶滅してしまったという事例も出

てきています。全国ホタル研究会は「ホタル類等、生物集団の新規・追加移植および環

境改変に関する指針」（2007 年）を発表し、生物多様性に留意した移植等に関する考え

方を示しています。 

 よかれと思った取り組みが地域の生態系に知らずに影響を与えることがないよう、十

分に注意するとともに、種としての保護にとらわれすぎず、その種が生息する生息環境

をて守っていくことが重要です。 
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施策１-８ 外来種対策 

 外来種には、外国から持ち込まれた種の他、国内他地域から持ち込まれた種があります。

どちらも地域の生態系やおやまに元から生息・生育している種に影響を与える危険がある

ため、地域に外来種が入らないようにするとともに、入ってしまった外来種については、

駆除などの対策をとっていく必要があります。（※詳細はコラム参照）  

 

具体施策内容・目標  担当課 

市内で確認されている主な外来種に関する情報や対処についての

パンフレットを作り、市民等に配布やＨＰからの情報発信等を通

じて周知ＰＲを推進します。 

農政課 

渡良瀬遊水地や思川・鬼怒川河川敷等、外来種対策が特に必要な

自然拠点における外来種駆除イベントを実施し、普及ＰＲを行い

ます。 

農政課 

ホタルやメダカ等、人々の関心が高く簡単に増殖・移入しやすい

種について、国内他地域からの移入が小山市の遺伝子に及ぼす影

響や、適切な増殖・移入の考え方を専門家の助言のもとで整理し、

パンフレットの作成やホームページ等からの発信、関連団体との

意見交換会の開催など、広く周知ＰＲを図り、地域遺伝子の汚染

防止に努めます。  

企画政策課 

 

 

 

＜コラム＞外来種がおよぼす影響とは？ 

 

外来種が地域に入ってくる要因および地域生態系に与え

る影響には、主に次のようなものがあります。  

＜外来種が入ってくる要因の例＞  

・飼えなくなったペットを捨てる、飼われていたペットが

逃げ出して野外で増殖する  

・人が人為的に植栽、導入・放流する  

・他地域から持ち込まれた土、水、農産物等とともに移動し、移動先で繁殖する  

＜地域生態系に与える主な影響＞  

・地域生態系で同じ生態的地位（ニッチ）にある在来種を駆逐する  

・植栽・繁茂（主に植物）が環境を変化させ、生息動植物が減少、絶滅する 

・同種類の在来種と交配して雑種を作り遺伝子の独自性が失われる  

・餌となる植物や動物を減少・絶滅させる  

・農産物の食害を引き起こす  

・人への被害（毒を持っていたり、噛みつくなど）  

 国内他地域をどの範囲でとらえるかは、動植物種によって自然な移動範囲等が異なる

ため一概に設定できません。基本的には国外・国内他地域いずれからも、動植物を市内

に持ち込まないことが望ましく、仮に持ち込む必要が場合も専門家に相談する必要があ

ります。 

市内で確認されたアライグマ 

（栃木県ＨＰ） 
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施策１-９ 市域の動植物に関する情報の収集・活用 

 市全域にわたる網羅的・総括的な自然環境調査はこれまで実施されていません。対象種

や調査場所、実施主体が異なる様々な調査は行われており、貴重な情報となっていますが、

情報の一元的な集約・活用は行われていないのが現状です。 

 従って、市域全域・全分類群を対象とした基礎となる調査を実施し、かつて小山市に生

息・生育していた動植物のデータや既存の各種調査データとともに集約・蓄積を進め、市

域の生物多様性の状況のより的確な把握や市民等への普及ＰＲ、保全・再生の取り組み等

に活かしていきます。 

 

具体施策内容・目標  担当課 

渡良瀬遊水地を含む小山市全域を対象とする生物の基礎調査を実

施し、市域に生息・生育する動植物の現状を把握・情報を収集し

ます。 

【目標】各分類群について、10 年に１度、市全域を対象とした調

査を実施する →各分類群１回の実施（～2020） 

企画政策課  

市民による身近な自然調査の仕組みとして「（仮称）おやま生きも

のめ～っけ隊」を立ち上げ、多様な主体参加による実施と、調査

データの蓄積・活用を進めます。  

・身近で分かりやすい種を対象とする簡易市民調査マニュアルの

作成と調査の実施、普及ＰＲ 

・市民からの情報の蓄積と活用の仕組みづくり、情報を活用した

普及ＰＲの推進 

企画政策課  

市内の自然環境に関する調査情報を蓄積・活用していくためのデ

ータベース「（仮称）おやま生きものデータ・バンク」づくりを進

めます。 

・既存の調査情報のデータ化の推進  

・市民団体、個人等の情報提供の仕組みづくりの推進  

・市民参加による調査データの蓄積、活用方法の検討の推進  

【目標】おやま自然環境データベースの構築（2015） 

企画政策課 

田んぼの生きもの調査や市域生物調査結果等、収集情報を使用し、

生きものの生息状況を示すマップ、生物多様性の普及ＰＲパンフ

レット、環境教育・環境学習等のための教材、エコツアーのプロ

グラム等の作成・活用を推進します。  

企画政策課  

学校教育課  

生涯学習課  

計画の進捗を把握するため、ビオトープタイプごとの指標種の生

息・生育状況について、上記各種調査をモニタリング調査として

実施し、生物の生育・生息状況の把握・評価を行っていきます。  

企画政策課  

（■：リーディング・プロジェクト施策）  
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第２節 自然と社会・経済をつなぐ～自然とくらしのつながりを守り・再生します～ 

 

 生物多様性の恵みを意識した暮らしのあり方を見直すとともに、生物多様性の恵みを活

かした産業を振興するなど、生物多様性の視点を導入した経済・社会のしくみづくりを推

進します。そのことによって、生物多様性の保全・再生を意識しなくても、無意識のうち

に継続して貢献できることにもつなげていきます。  

 また、生物多様性に係る市内情報を把握・蓄積し、私たちの暮らしや経済とのかかわり

も含め、わかりやすく、かつ積極的に発信します。  

 

     ■施策一覧 

№ 施策名 

2-1 

産 業 

環境にやさしい農業の振興 

2-2 環境にやさしい企業・事業活動の推進 

2-3 エコツーリズムの推進 

2-4 

暮らし 

生物多様性に配慮した消費行動の促進 

2-5 きれいな川づくりの推進 

2-6 温暖化防止対策（低炭素社会の実現）の推進 

2-7 循環型社会の実現の推進 

2-8 制 度 自然の保全・再生のためのしくみづくり 

 

 

 

施策２-１ 環境にやさしい農業の振興 

 生物多様性向上のための環境づくりの重要施策として進めている環境にやさしい農業の

取り組みを、経済面においても地域づくりに寄与するよう、普及ＰＲやブランドづくり、

販路開拓など、経済面における振興施策を推進します。 

 

具体施策内容・目標  担当課 

環境にやさしい農法や生き物の生息に配慮した農地で生産された

農産物（米、麦、豆、野菜等）のブランド認証制度を確立します。 

農政課 

農村整備課 

商業観光課 

小山の環境にやさしい米づくりや「ラムサール三思米」のＰＲパン

フレットの作成、インターネットや道の駅での広報、市民を対象と

した広報ＰＲイベントの開催など、環境にやさしい農業で生産され

た農産物の付加価値の普及ＰＲと、販路の確保を推進します。 

【目標】「ラムサール三思米」の販売量 生産全量の完売（2015） 

【目標】「ラムサール三思米」の取り扱い店舗数  

4 軒（2012）→10 軒（2015） 

農政課 

農村整備課 

商業観光課 

環境にやさしい農法で作られた農産物を使ったラムサールやコウ

ノトリをテーマとする加工商品の開発を支援し、観光客や道の駅で
農政課 
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の販売を通じて、農業の振興をはかります。  

環境にやさしい農法を実施している水田の周辺や休耕田を活用し

たビオトープ水田におけるナマズやドジョウの増殖技術を研究・開

発し、環境にやさしい農業のサイド・ビジネスとしての可能性や、

商品としての活用方策等について検討します。  

※対象種は小山の在来種とし、遺伝子を汚染しないよう配慮。  

農政課 

農村整備課 

「田んぼの生きもの調査」を継続的に実施していくとともに、調査

結果を活かし、生きものを育むおやまの米づくりのＰＲの推進をは

かります。 

・農家による生きもの調査の実施地区の拡大と継続推進 

・生きもの育む田んぼで作られた小山の米の付加価値をＰＲする素

材としての調査結果の有効活用  

・市内小中高大学等の学校の授業の一環としての調査への参加推進  

・エコツアープログラムに調査と農家との交流を組み込むことによ

る“おやま”ブランドを選び支えてくれるリピーターづくりの推進  

・市内小中学校への環境学習や体験学習プログラムの提供、地域農

家のコーディネーﾄ、生きもの調査の指導者等の紹介等、取り組み

の支援・促進  

・調査実施状況や結果などをホームページを通じた情報発信  

【目標】「（仮称）おやま田んぼの生きもの調査」ホームページの

立上げと定期更新  

【目標】農家による「田んぼの生きもの調査」実施地区の拡大 

64 地区（2012）→ 75 地区（2015） 

【目標】「田んぼの生きもの調査」への小学校の参加校数  

3 校（2012） → 27 校（2050）※市立小学校全校 

農政課 

農村整備課 

企画政策課 

学校教育課 

（■：リーディング・プロジェクト施策）  

 

施策２-２ 環境にやさしい企業・事業活動の推進 

 生物多様性は、国際的にも重要・緊急課題であることが認識されており、企業において

も、企業責務としての生物多様性の保全に取り組むようになっています。また、自然や環

境を守ることをテーマとした事業が生まれてきています。従って、市内の企業・事業者は

もとより、市外の企業・事業者でも小山市内の取り組みを支援してくれる企業・事業者の

積極的な発掘、連携・協力を進め、ＣＳＲ等としての企業・事業者による市や市民団体等

の取り組み支援、企業自身の取り組みの紹介等のほか、環境ベンチャー企業等の市内誘致

など、市内企業・事業者による生物多様性に係る取り組みの促進をはかります。 

具体施策内容・目標  担当課 

ＣＳＲ等としての企業・事業者による経済支援・労働力支援・情報

支援への参加を推進していきます。 

工業振興課  

企画政策課  

工場敷地内でのビオトープ整備や生物多様性に留意した製品づく

り、自然再生活動へのボランティア参加等、企業・事業者による生

物多様性の取り組みの把握を進め、表彰制度の設立などによる取り

組みの紹介・促進をはかります。  

工業振興課  

企画政策課  

豊かな自然環境を活かした産業、事業の奨励・誘致を検討します。 工業振興課 

渡良瀬遊水地のヨシの有効活用をはかるヨシ活用プロジェクト（堆

肥づくり、エアコンとあわせた小中学校への設置等）を推進します。 
企画政策課  



65 

 

施策２-３ エコツーリズムの推進 

 自然環境の持続的な保全・活用をはかるため、渡良瀬遊水地やシンボルとしてのコウノ

トリをテーマとする自然環境を核として、持続可能な観光である「エコツーリズム」を推

進します。自然資源以外の歴史・文化や食などの資源についても、有効に組み合わせ、活

用します。また、関連商品の開発・販売による地域経済の振興をはかります。 

具体施策内容・目標  担当課 

小山市域の渡良瀬遊水地におけるチュウヒ等の生物調査を行って

状況を把握し、調査情報を素材とするエコツーリズムや自然観察の

プログラム、資料づくりを進めます。 

企画政策課  

農政課 

商業観光課 

渡良瀬遊水地や旧思川周辺での整備を検討しているコウノトリ飼

育拠点施設などを活かしたエコミュージアムとしての一体的な整

備を検討するとともに、地域の自然の魅力を伝え体験するエコツア

ーの開催を推進します。 

・ツアープログラム開発、ツアーガイド育成、運営団体育成の推進  

・市内自然関連イベントへのエコツアーの組み込み、ガイドの派遣

等、エコツアー定着の推進  

・エコツーリズムのルールづくり、マナーの普及等の推進  

企画政策課  

商業観光課  

渡良瀬遊水地やラムサール、コウノトリをテーマとする商品開発を

進め、市内の拠点施設（道の駅、まちの駅等）やスーパーなどの小

売店をはじめ、県アンテナショップや通信販売など、多様な販路開

拓を支援・推進します。 

商業観光課  

関連商品の販売益の一部を生物多様性保全を目的とする基金に寄

付してもらう仕組みなど、環境と経済が相互に取り組みを支援しあ

う仕組みづくりを進めます。  

商業観光課  

企画政策課  

（■：リーディング・プロジェクト施策）  

 

施策２-４ 生物多様性に配慮した消費行動の促進 

 小山市内で生産された農産物の購入促進による市内農地の保全、生物多様性の保全に留

意して生産された農産物・商品の購入促進による生物多様性の保全への取り組みの支援・

促進をはかるため、消費活動を通じた生物多様性への参加・貢献を促進していきます。 

具体施策内容・目標  担当課 

地産地消や生物多様性に配慮して生産された農産物・商品の広報Ｐ

Ｒを進めます。  

農政課 

商業観光課  

環境ラベルの紹介や商品生産と生物多様性の関係の講座の開催や、

スーパー等の事業者等と協力した環境にやさしい商品の普及ＰＲ、

イベントの実施等、環境を考える消費者行動の促進をはかります。  

環境課 

学校給食への導入を進め、生物多様性の観点からの米や農産物の生

産に関する学びを、食育を通じて進めていきます。  

【目標】学校給食への「ラムサール三思米」及び市内減減米の使用 

  小中学校 38 校・３回/年・約 4,200 ㎏（2012） 

→小中学校 38 校・６回/年（約 8,400 ㎏）（2020） 

学校教育課  

農政課 
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＜コラム＞生物多様性に配慮した米を買おう 

 小山市ではコウノトリ・トキをシンボルとする自然と共生した

地域づくりの一環として、生きものを育み環境に優しい安全・安

心な農法による米づくりを推進しています。 

 ハクチョウをはじめとする水鳥の休息の場になり土や生き物

を育む冬期湛水を実施し、魚道などを整備した田んぼで、無農

薬・無化学肥料または減農薬・減化学肥料で生産されたお米が、

平成 24 年度収穫分から「ラムサールふゆみずたんぼ米」として、

また、農薬の代わりに黒酢を散布して作ったお米は「ラムサール

玄米黒酢米」として、市内の道の駅やまちの駅で販売されていま

す。 

 このお米は、手間暇がかかる上に収量が減るため、農薬や化学肥料を使う慣行農法で

作られたお米よりも少し高い値段で売られています。値段が高くても、環境にやさしい

農法で作られたことに消費者が注目して購入することによって、環境にやさしい農業に

取り組む農家が増え、生物を育む田んぼが増え、ひいては小山市の豊かな自然が守られ、

育まれることにつながります。 

消費活動を通じても、生物多様性を保全する取り組みに参加、貢献できます。 

＜コラム＞環境ラベル 

 環境配慮商品を示す環境ラベルとしては、エコマークがよく知られています。近年で

は、企業における環境配慮が当たり前となってきており、種々多様な環境ラベルが作ら

れています。環境ラベルの存在や意味を知ることで、買い物の基準を変えていくことが

消費者として必要です。 

【環境ラベルの例】 

エコマーク 

 

ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定し、表示する制度。
幅広い商品を対象とし、商品の類型ごとに認定基準が設定されている。ISOの規
格（ISO14024）に則った我が国唯一のタイプ I 環境ラベル制度。環境省所管の
（財）日本環境協会において幅広い利害関係者が参加する委員会の下で運営さ
れている。 

FSC 認証制度(森林認証制度） 

 

適切な森林管理が行われていることを認証する「森林管理の認証（FM 認証）」と
森林管理の認証を受けた森林からの木材・木材製品であることを認証する「加
工・流通過程の管理の認証（CoC 認証）」の２種類の認証制度。NPO である FSC
（Forest Stewardship Council：森林管理協議会）が運営する国際的な制度。 

(漁業認証と CoC 認証 - 「海のエコラベル」) 

 

持続可能で適切に管理されている漁業であることを認証する「漁業認証」と、流
通・加工過程で、認証水産物と非認証水産物が混じることを防ぐ「CoC（Chain of 
Custody）認証」の 2 種類の認証から成る認証制度。国際的な NPO である MSC
（Marine Stewardship Council）により運営・管理されており、FAO の「水産物エコ
ラベルのガイドライン」をはじめとする、水産物の認証とエコラベル制度に関する
国際的に合意された基準を満たしている。 

 



67 

施策２-５ きれいな川づくりの推進 

 川や水辺の構造や水量とともに、水質は水域に暮らす生きものにとって生息を左右する

重要な条件です。近年では、水質の改善が進んできてはいるものの、市内河川では、環境

基準を達成していない河川や地点があります。 

具体施策内容・目標  担当課 

公共下水道の普及により、河川等公共用水域の水質保全を推進し

ます。 

下水道管理課  

下水道建設課  

河川へのごみ投棄防止、クリーン作戦、浄化槽の普及による水域

美化を進めます。  

環境課 

建設政策課  

農業集落排水の普及により、河川等公共用水域の水質保全を推進

します。 
農村整備課  

 

施策２-６ 温暖化防止対策（低炭素社会の実現）の推進 

 地球温暖化による気象の変化は、直接的・間接的に野生の生きものの生息・生育にさま

ざまな影響を与え、地域生態系を大きく変えてしまうことにつながります。温暖化による

影響は、温暖化の原因を作っている場所で出るわけではなく、世界的な気候変動の中で現

れてくることから、小山市域の生態系だけでなく、世界各地の生物多様性の保全に寄与す

る意味においても、地球温暖化防止（低炭素社会実現）の取り組みは重要です。 

具体施策内容・目標  担当課 

「小山市環境基本計画」に基づき、省エネルギー・新エネルギー

活用推進等、低炭素社会の実現に向けた取り組みを推進します。  

【目標】温室効果ガス排出量  

2,767 千ｔCO2(1990) → 25％削減(2020) 

【目標】太陽光発電総出力 8,000kW（2012）→54,000kW（2020） 

【目標】廃食用油の回収量 41,000Ｌ（2012）→80,000L（2020） 

環境課 

                 

 

＜コラム＞温暖化による生態系への影響例 

温暖化によって、以前は暖かい西日本でしか生息できなかった種（ナガサキアゲハ、ツマ

グロヒョウモン、ヌマガエル、クマゼミ等）の北上が報告されています。2000 年頃から北上

が報告されているナガサキアゲハは小山市内でも確認されており、生きもの達の生息環境が

大きく変化していることの一つの表れとして注目する必要があります。温暖化対策は一朝一

夕には効果につながらないため、長期的な視野での早期取り組みが必要です。  

  
（出典）環境省「いきも
のみっけ」ホームページ  
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施策２-７ 循環型社会の実現の推進 

 資源の有効活用によるごみの減量化、不法投棄も、間接的・直接的に生物の多様性の保

全に関わりがあります。 

 ＜直接的関わりの例＞ 

・野外に放置された生ごみは、野生動物にとっては「餌」としてとらえられます。雑食

のカラスやネズミなどが、ゴミ捨て場のごみを餌として増殖する恐れがあります。 

・プラスチック等を餌と間違えて食べてしまった結果、死亡に至ることがあります。 

・河川敷等に放置された釣り糸や釣り針が鳥類の足や首に巻きついて命を奪うことがあ

ります。 

＜間接的関わりの例＞ 

・大量生産・大量消費・大量廃棄の文化は、資源の大量消費による環境破壊（森林破壊

等）や資源枯渇（漁業資源の枯渇等）を招きます。 

 

具体施策内容・目標  担当課 

「小山市環境基本計画」に基づき、ごみの減量化、不法投棄の防

止等、循環型社会の実現に向けた取り組みを推進します。  

【目標】ごみの減量化（一日一人あたりの排出量）  

   944ｇ（2009） → ５％削減（2020） 

環境課 

渡良瀬遊水地等のクリーン作戦への参加を推進します。  

【目標】参加団体数、人数の拡大  

  53 団体、719 人（2012） →70 団体、1,000 人（2020） 

環境課 

 

 

 

施策２-８ 自然の保全・再生のためのしくみづくり 

 2020 年に向けて、自然環境の保全・再生を重点的に促進していくためには、従来の制度

や予算では十分ではないため、取り組みを支える制度面・財政面両面からの仕組みづくり

を検討・推進していく必要があります。特に平地林については、相続に伴う売却が開発の

きっかけとなることも多いことから、重要な樹林地については、相続発生時の市への連絡

と買取交渉の依頼を通常時から呼びかけておくとともに、買取のための財源を確保してお

く必要があります。  

 

具体施策内容・目標  担当課 

基金の設立、生物多様性を目的とする環境税の導入等、生物多様

性の施策推進を支える財源確保の仕組みづくりについて、検討・

推進をはかります。  

企画政策課  

（■：リーディング・プロジェクト施策）  
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第３節 自然と生きる人づくり ～自然を守り、くらしにつなげる人になります～ 

 

 生物多様性の意味や大切さを正しく理解するとともに、知識だけでなく自らの行動とし

て実践し、人に伝えることができる人づくりを進めます。また、既存の人材も含め、有機

的に連携・協働を進めることができる場づくりを推進します。  

 

   ■施策一覧 

№ 施策名 

3-1 学校教育における生物多様性に係る教育・体験学習の推進 

3-2 生涯学習における生物多様性に係る学習・実践の推進 

3-3 市民団体等への活動支援 

3-4 生物多様性を守り・伝える人材の育成・活用 

3-5 生物多様性に係る活動の情報交換・人材交流の機会・場の創出 

3-6 生物多様性に係る広域的な行政、多様な主体による連携の推進 

3-7 生物多様性の普及・啓発の推進  

 

 

施策３-１ 学校教育における生物多様性に係る教育・体験学習の推進 

 学校教育や体験学習等を通じ、将来世代を担う若い世代への生物の多様性に係る関心・

認識の向上をはかります。特に、知識・理屈だけではなく、渡良瀬遊水地や思川、平地林、

水田等、実際のおやまの自然の中での体験を重視して推進していきます。 

 

具体施策内容・目標  担当課 

渡良瀬遊水地やコウノトリをシンボルとする、おやまの自然環境、

生物多様性に係る教材づくりを行い、授業での活用を推進します。 

教育研究所  

学校教育課  

「総合的な学習の時間」を中心に、生物多様性を学ぶ体験等の教

育・学習プログラムの開発、導入、促進を図ります。  

教育研究所  

学校教育課  

こどもエコクラブの環境活動を通じた生物の多様性に係る体験学

習等を推進します。  
環境課 

地域の自然環境の縮小版として学校ビオトープの整備を進め、児

童が日常的に自然に触れ、学ぶことができる環境づくりを進めま

す。 

学校教育課  

生物多様性に係る講師や学校ビオトープづくりをともに進める地

域団体や専門家の紹介・派遣制度など、学校における生物多様性

に関する教育・学習を行うための支援を行います。  

生涯学習課  

（■：リーディング・プロジェクト施策）  
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施策３-２ 生涯学習における生物多様性に係る学習・実践の推進 

 公民館や図書館等で生物多様性をテーマとする講座や体験学習イベントを開催すること

により、高校生以上の市民を主に対象とした生物多様性に係る理解・認識の向上を推進し

ます。 

具体施策内容・目標  担当課 

田んぼをフィールドとした体験学習「田んぼの学校」実施による

自然環境に関する豊かな感性・見識を持つ市民養成を推進します。 

【目標】「田んぼの学校」の実施地区の拡大  

  ５校（2011.3） → 27 校（2050） 

農村整備課  

農政課 

学校教育課  

公民館や図書館などにおいて、生物多様性をテーマとする講座、

体験学習の開催を推進します。  
生涯学習課  

 

 

施策３-３ 市民団体等への活動支援 

ＮＰＯ、企業等、市内において生物多様性の保全・向上を目的とした活動を行う団体に

対して、様々な側面からの支援を推進し、自主的な取り組みの活発化をはかります。 

 

具体施策内容・目標  担当課 

小山市の生物多様性に係る市民活動、調査・研究活動の支援制度

の導入について、検討を進めます。  

企画政策課  

環境課 

生物多様性に係る講師の紹介・派遣、管理活動等に必要な資器材

の提供・貸与など、市民団体等の活動の支援を行います。  

生涯学習課 

企画政策課  

市民によるコウノトリ・トキをシンボルとした自然と共生した地

域づくりの推進をはかる「コウノトリ・トキの舞うふるさと  おや

ま をめざす会」の活動を支援するとともに、連携・協働による取

り組み全体の促進をはかります。 

企画政策課  

（■：リーディング・プロジェクト施策）  

 

 

 

コアエリア 

数百 m～数 km 

エコロジカル・ネットワークの形成に
は、行政だけでなく、多様な主体の
参加・連携・協力が不可欠です。 
（写真：「コウノトリ・トキの舞うふるさ

と おやま をめざす会」） 
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施策３-４ 生物多様性を守り・伝える人材の育成・活用 

市全体の生物多様性に関する意識を高め、取り組みを進めていくためには、生物多様性

を実際に守り伝えるリーダーや、取り組みをコーディネートする人材が不可欠です。 

市域の生物多様性に関する取り組みを進めている人材を把握し、その知識や経験を活か

し、他の人に生物多様性の大切さや魅力を伝えるリーダーやコーディネーターとしての人

材活用の仕組みづくりを進めます。また、学校教育や生涯学習との連携による人材情報の

一元化をはかり、生物多様性に関心・知識を持った人材に、リーダーやコーディネーター

としての活動への参加の促進等、新たな人材育成も進めます。 

 

具体施策内容・目標  担当課 

生物多様性の講師や地域活動のリーダー、コーディネーターを担

う人材情報を収集・蓄積するとともに、イベントや講座開催時に

リーダーや講師として依頼、派遣を進めます。 

生涯学習課  

企画政策課  

生物多様性の学習講座修了者などを対象としたリーダー育成講座

を開催します。 

生涯学習課  

各公民館 

 

 

施策３-５ 生物多様性に係る活動の情報交換・人材交流の機会・場の創出 

 生物多様性の保全・再生等の取り組みは、関連する多様な主体ごとの主体的な取り組み

によって推進される必要があります。相互の認識や情報の共有、連携・協力をはかること

で、より効果的・効率的な取り組み推進が可能になると考えられるため、多くの主体が相

互に情報・人材の交流を図り、刺激し合って取り組みが活性化するような機会・場の積極

的な創出を図っていきます。 

 

具体施策内容・目標  担当課 

「渡良瀬ラムサールセンター（仮称）」やコウノトリの飼育拠点施

設を生物多様性に係る情報発信や活動の拠点として位置付け、市

域の情報発信・活動の核として施設を運営・活用していきます。 

・小山市防災広場内の防災センターと合わせた「渡良瀬ラムサー

ルセンター（仮称）」の整備・活用の推進  

・シンボルとしてのコウノトリを飼育繁殖させる施設の整備と、

取組に係る情報発信の拠点としての運営、活用を推進します。  

企画政策課  

水と緑の推進課  

治水地籍対策室  

都市計画課  

生物多様性や渡良瀬遊水地等、関連イベントを開催する際には、

市内はもとより渡良瀬遊水地周辺など周辺地域も含め、広く生物

多様性に係る取り組みを行っている自治体、市民団体、専門家等

の情報交換・人材交流による取り組みの促進がはかられるよう、

機会・場の創出に留意します。  

企画政策課  

ほか 
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施策３-６ 生物多様性に係る広域的な行政、多様な主体による連携の推進 

 渡良瀬遊水地周辺、利根川流域、関東広域、またシンボルであるコウノトリや、環境に

やさしい農業のとりくみ、ラムサール条約登録湿地関係団体など、生物多様性に係る広域

的、また国内外を問わない多様な主体との人的・情報面等における交流や連携を推進する

ことにより、取組の効果的・効率的な推進、新たな展開につなげるとともに、小山市の取

り組みの発信による市の広報ＰＲを推進します。 

 

具体施策内容・目標  担当課 

コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラムにおいて、役員自治

体・先進モデル自治体として取り組みを先導するとともに、広域連

携による小山市の取り組みの効果的な推進を図ります。  

企画政策課  

ラムサール条約登録湿地間における交流行事や、コウノトリ等の生

きものをシンボルとする地域づくり、農業振興等の関連会議、生物

多様性条約締約国会議等、全国規模、国際規模で開催される会議に

参加し、小山市の取り組みを発表・報告・ＰＲしていきます。  

企画政策課  

農政課 

ほか 

 

 

施策３-７ 生物多様性の普及・啓発の推進 

 生物多様性に係る関心・理解を高め、認識の共有をはかるため、生物多様性に係る情報

や取り組みを多様な視点、多様な手法により発信、普及・啓発を推進していきます。  

 

具体施策内容・目標  担当課 

生物多様性の情報を発信するホームページを市ホームページの中

（外部リンク含む）に開設し、積極的な情報発信を行っていきます。 
企画政策課  

市域の生物調査結果を活用し、おやまの生物多様性に関する普及

パンフレットを作成、市民や来訪者への普及・啓発を進めます。  
企画政策課  

生物多様性、ラムサール、コウノトリ・トキ関連情報の発信媒体と

しての「おやま生きものニュースレター（仮）」を定期発行します。  
企画政策課  

市内主要交流施設（道の駅、まちの駅、図書館、公民館、ラムサ

ールセンター（仮）、コウノトリ飼育拠点施設等）における生物多

様性に関する情報発信を実施します。  

【目標】情報掲示スペースの確保 →上記全施設（2020） 

関係各課 

生物多様性を考え・行動するためのイベントの実施を推進します。 関係各課 

（■：リーディング・プロジェクト施策）  




