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「生物多様性おやま行動計画」を効果的かつ着実に推進するための基本的な考え方と、

推進および進捗管理の体制と進捗評価の考え方を以下に整理します。  

 

第１節 主体ごとの役割と連携・協働 

 

(1)主体ごとの役割と連携・協働の推進 

 めざすべき将来像の実現にむけた施策の効果的・効率的・発展的な計画の推進にあたっ

ては、行政だけでなく、市内で生活・活動する市民や市民団体(NPO)、事業者、教育機関・

研究機関、行政など、あらゆる主体がそれぞれの役割を認識し、それぞれの視点からでき

ることを考え、自主的・継続的な取り組みを進めていくとともに、各主体間の連携・協働

による取り組みを進めていくことが必要です。 

 

 

 

①市民の役割 

 

＜取り組みの例＞ 

 自宅の庭やベランダでは、地域の自然のミニチュアとしてのビオトープづくりを行っ

たり、屋敷林を維持管理・活用をはかるなど、地域の小さな生きもの拠点となるよう

留意します。 

 ペットを飼育する際は、野外に放したりせずに、最後まで責任をもって飼育します。 

 買い物をする際には、農薬や化学肥料を使わずに育てた米など、生きものの生息環境

 

 

第６章 計画の推進・進行管理 

自然体験や環境学習など生物多様性に係る体験・実感を通じて、市民一人ひとり

が、暮らしや生業などの日常生活と生物多様性との関わりを認識することが必要で

す。日常生活や消費活動を通じた生物多様性の保全・再生に努めるとともに、市や

国、県、事業者が実施する生物多様性の保全・再生の取り組みへの協力・参画に努

めます。 
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の保全等に貢献する商品を選びます。 

 渡良瀬遊水地や思川などへ実際に行って自然にふれたり、イベント・学習講座に参加

するなど、身近な自然環境とその保全に関心を持ちます。 

 市や市民団体が発信する情報に関心を持ち、生物の多様性の意味や大切さ、身近な生

きものについて、家族で考えたり、話す機会を持つようにします。 

 排水や地球温暖化など、間接的ではあっても生物の多様性に関連のある環境活動に積

極的に取り組みます。 

 外来種駆除や平地林の維持管理活動、遊水地のごみ拾い等、生物多様性の保全に貢献

する活動に参加します。 

 

②事業者の役割 

 

＜取り組みの例＞ 

 事業活動を通じた生物多様性への影響を把握・認識し、負の影響の縮小をはかるとと

もに、事業活動と生物多様性との関わりや事業活動を通じた取組について、広く一般

に情報発信を行います。 

 事業敷地内の水辺や樹林地、草地をビオトープとして保全・再生・創出をはかるとと

もに、可能な範囲で市民等への公開等による地域共有の資源としての活用をはかりま

す。 

 市や市民団体等と連携し、ＣＳＲの一環として生物多様性の保全・再生に係る取り組

みを進めます。（湿地再生、平地林の維持管理、田んぼの生きもの調査、学校ビオトー

プの創出等） 

 市や市民団体が進める生物多様性の保全・創出に係る取り組みの後援、寄付、助成等、

経済的な支援を行います。 

 

③市民団体の役割 

 

＜取り組みの例＞ 

 地域の自然空間や生き物を対象に、その保全・再生・創出に係る具体的な活動を進め

るとともに、型にとらわれない自由な立場を活かした提案や情報発信を行います。 

 取り組みを通じて得た情報や知識を活かしたイベント等を活用し、地域住民等が地域

の自然を知ることへの協力を行うとともに、団体の活動を支える人づくりや、団体の

活動に賛同する仲間づくりを行います。 

 他地域の市民団体との交流により、先進的な取り組み情報、新しい情報の入手と発信

市内の生物多様性の保全・再生・創出に資する活動を実践するとともに、活動

に基づく提案を行います。また、団体の特性に応じ、生物多様性に関する情報、

体験や学習の機会の提供に努めます。市や事業者、教育機関等との連携・協働に

より、地域の生物多様性の実践の促進への寄与に努めます。  

生物多様性のさまざまな恵みによって事業活動が実施できることを認識し、生

物多様性に資する社会貢献活動や、生物多様性に配慮し生物多様性の保全に資する

事業活動に努めます。  
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を行うとともに、人的交流を活かした団体間における連携・協働をすすめ、効果的な

取り組みの推進をはかります。 

 

④教育機関・研究機関の役割 

 

＜取り組みの例＞ 

 渡良瀬遊水地や地域の自然について学び、実際にフィールドに出かけて体験する授業

を市や市民団体等との連携のもとで実施します。 

 地域の自然環境を活かした学校ビオトープの創出をはかり、地域のエコロジカル・ネ

ットワーク形成の一端を担うとともに、身近な場所にある学校ビオトープで日常的に

自然を観察し、ふれあい、考える場や機会づくりを進めます。 

 世界に誇る自然資源である渡良瀬遊水地をフィールド・テーマとした研究を行い、渡

良瀬遊水地の魅力と価値を専門家の視点から明らかにします。また、市や市民団体等

と連携し、渡良瀬遊水地をフィールドとした研究成果を地域の魅力発信に活かしてい

きます。 

 

⑤行政の役割 

 

＜取り組みの例＞ 

 公共事業を通じ、生物多様性に配慮・寄与する先導的な事業の実施を進めます。  

 一事業者として、事業を通じた生物多様性への影響等を把握・認識するとともに、

負の影響が縮小するような事業の実施に努めます。  

 多様な主体間における連携・協働が促進されるよう、各主体における情報および人

的な交流の場づくりを進めます。  

 情報面、経済面、人材面において、他主体の取り組みの支援を行います。  

 

本計画に掲げる施策を総合的・計画的に実施するとともに、各主体の自主的な活

動に対して多方面から支援します。公共事業を担う一事業主体として、率先して取

り組みを実践するとともに、市域の取り組みを市民はもとより、日本全国や世界に

向けて情報発信に努めます。 

また、効果的・効率的な施策の実施に向けて、国や県、関係自治体と広域的な連

携・協力体制を築きます。  

 

小中高校をはじめ、幼稚園・保育園も含む教育機関においては、地域団体・人材

等との連携による環境教育・環境学習・自然体験を通じて生物多様性に親しみ、学

習するプログラム・カリキュラムの開発・実施に努めます。 

大学などの研究機関においては、同様に環境教育・環境学習等のカリキュラムを

一般的な教養として導入を進めるとともに、生物多様性の保全・再生・利用に関す

る基礎情報の蓄積・提供や、研究成果を活かした各主体への助言・協力等を通じ、

地域の生物多様性の保全・再生・創出・活用への寄与に努めます。 
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(2)広域的な連携・協働による推進 

人間以外の生きものの世界には行政界も国境もないため、生物多様性の保全・再生を進

める上では、周辺市町村や県・国はもとより、世界も含めた広域的な環境のつながりを意

識していく必要があります。 

小山市では既に、渡良瀬遊水地周辺の自治体と渡良瀬遊水地の賢明な活用に関する協議

会(事務局：国土交通省利根川上流河川事務所 )、関東広域においてコウノトリ・トキをシ

ンボルとした自然再生を通じて地域振興・経済活性化の実現を広域連携で目指す「関東エ

コロジカル・ネットワーク形成に関する検討委員会」(事務局：国土交通省関東地方整備局)、

関東地方 29 の市町村が加盟し設立した「コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム」、

ラムサール条約湿地関係自治体のネットワークなどに参加し、相互の連携・協力を進めて

います。 

今後も、世界の先進的な取り組み情報の把握に努め、必要に応じ行政界を超えた広域的

な取り組みに参加し、参加主体との連携・協力を進めるとともに、小山市の取り組みを積

極的に発信していくことによって、小山市の生物多様性向上の促進や展開の活性化、さら

には世界の生物多様性向上への寄与をはかります。  

 

 

 



89 

第２節 進行管理 

「生物多様性おやま行動計画」の推進にあたっては、多様な主体の連携による推進・進

捗管理体制のもとでの事業の成果や効果について定期的な把握・評価、見直し改善を行い、

順応的管理のもとで柔軟かつ効果的な進行管理をはかります。 

 

(1)進行管理の基本的な考え方(PDCA) 

「生物多様性おやま行動計画」の進行管理は、以下の PDCA サイクルの考え方に基づき、

策定(Plan)、施策・事業の実施(Do)、点検・評価(Check)、見直し(Action)による進行管理

を行います。  

 

特に、生物多様性の保全・再生については、生態系自体が、不確実なシステムであるこ

と、絶えず変動し得るシステムであること、境界がはっきりしないシステムであることか

ら、対策をたてた時点での予測がはずれることも多いため、推進手法などを固定しすぎる

と、施策の推進自体を止めてしまう場合があります。したがって、常にモニタリングを行

いながら、その結果にあわせて対応を調整する「順応的な管理（アダプティブ・マネジメ

ント）」が不可欠です。状況に応じた対応策の変更も求められることが多いため、多様な主

体による連携・協働を進める上においても、取り組み過程における説明責任を果たし、合

意形成をはかりながら進めていくものとします。  

 

 

(2)推進および進捗管理体制 

①庁内における体制  

 計画の推進に係る各課の担当者が年１～２回集まり、市の施策としての進捗状況を把握、

評価するとともに、推進のための調整等を行っていきます。調整の場の創出にあたっては、

当該計画の庁内検討機関「小山市生物多様性地域戦略検討協議会幹事会・部会合同会議」

の担当者レベルの会議の新たな設置、あるいは総合計画に係る施策推進に向けた調整会議

など、既存の会議を活かすなど、効果的・効率的な体制づくりを検討します。  

 

②多様な主体連携による体制  

 市民、企業・事業者、農業関係者、学識者、行政等、多様な主体の連携による体制とし

ては、当該計画の検討機関である「小山市生物多様性地域戦略検討協議会」を年１回程度

開催し、継続的な取り組みの推進と進捗管理を行っていきます。  
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(3)施策の進捗評価 

 計画の目標達成に向けた効果的・効率的な施策の推進をはかるため、定期的な施策の進

捗状況・成果の把握・評価と情報共有をはかっていきます。 

 

①生きもの指標による進捗評価 

生物多様性の一番の成果は、生きものの生息・生育が守られ、回復されることです。し

たがって、小山市域の主なビオトープの生物多様性の特性を示す指標種の生息・生育状況

について、定期的な全市対象の生物調査や市民参加による自然環境調査の中でビオトー

プ・タイプごとのモニタリング調査を市民参加を得て実施し、状況の把握・評価を行うと

ともに、必要に応じて対策の追加・方向修正等を行っていきます。  

なお、指標種については、市域の生物調査の実施や関連情報の収集・蓄積を進める中で、

新たな情報や環境状況の変化等に応じて見直し、追加等を行っていくものとします。  

 

■ビオトープ・タイプの指標種  

 タイプ区分  主な指標種  

１ 河川 アユ 

２ 砂礫河原 コアジサシ、コチドリ、カワラニガナ  

３ ため池 クサガメ 

４ 湧水地 ホトケドジョウ  

５ 湿性草地 チュウヒ 

６ 乾性草地 ギンイチモンジセセリ  

７ 人工草地 ヒバリ 

８ 水田・農業用水路  
トウキョウダルマガエル、ナマズ、サギ類  

シギ・チドリ類  

９ 畑地 ホンドタヌキ  

10 河辺林 ホンドキツネ  

11 平地林 オオタカ 

12 社寺林 アオバズク  

13 屋敷林 ツミ 

14 商業地域・工業団地  ツバメ 

15 住宅地 シジュウカラ  

 

 

 

②数値目標による進捗評価 

施策の項で提示した取り組みの目標を指標とし、本計画の施策の進捗状況について把

握・評価していきます。また、愛知ターゲットの 20 の目標を小山市域での取り組みに置

き換えた目標を設定し定期的に進捗状況を確認することによって、施策推進に活かしてい

きます。 
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■施策に係る数値目標（2020 年における取り組み進捗状況を確認する指標） 

基本 
方針 

指  標 
計画策定年度 

2012 年度 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 
･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
2015 年度 

短期目標 
2020 年 

１
．
自
然
を
守
る
・
再
生
す
る 

魚道の整備  25 ヶ所 30 － 

市内の緑の量の確保（緑の面積） 
493.7ha

（2004） 
－ 1062.3ha 

元気な森づくり事業による平地林保全  
６地区 11.1ha 

（2011） 
－ 26地区 46.7ha 

農地の保全  4,590ha － 4,590ha 

環境にやさしい農業実施面積  約 150ha 200 － 

冬期湛水水田面積  4.5ha 10.0ha － 

エコファーマー認定者数  424 名 450 名 － 

ビオトープ水田面積  0.05ha 1.0ha － 

江の創出箇所数  ９ヶ所 １３ヶ所  － 

２
．
自
然
と
社
会
・
経
済
を
つ
な
ぐ 

「ラムサール三思米」取扱店舗数  ４店舗 １０店舗  － 

農家による「田んぼの生きもの調査」実

施地区  
64 地区  75 地区  － 

「田んぼの生きもの調査」への小学校

の参加校数  
３校 － 

27 校 

（2050） 

小中学校給食への「ラムサール三思

米」及び市内減減米の使用  

38 校３回／年 

約 4,200 ㎏ 
－ 

38 校６回/年 

約 8,400 ㎏ 

温室効果ガス排出量の削減  
2,767 千 tCO２ 

（1990） 
－ 25％削減  

太陽光発電創出力  8,000kW - 54,000kW 

廃食用油の回収量  41,000 ㍑ － 80,000 ㍑ 

ごみの減量化（1 人 1 日当り排出量） 944ｇ（2009） － ５％削減  

クリーン作戦参加団体数、人数  53 団体 719 人  － 70団体 1,000人 

３
．
自
然
と
生
き

る
人
づ
く
り 

「田んぼの学校」の実施地区  
５校 

（2011） 
－ 

27 校 

（2050） 

生物多様性等に係る情報掲示スペ

ースの確保  
－ － 市内５施設  

 （■：リーディング・プロジェクト施策）  
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■参考■「おやまのめざすべき将来像」を「愛知ターゲット」の視点で見ると・・・ 

 「愛知ターゲット」は、2010 年に愛知県名古屋市で開催された「生物多様性条約締約国会

議（ＣＯＰ10）」において採択された、2020 年を目標とする地球規模での生物多様性の保全・

回復・持続可能な活用をめざす国際目標です。（ｐ7 参照）  

小山市の生物多様性も世界とつながっています。小山市域のことだけを考えるのではなく、

地球規模での生物多様性への貢献を常に意識し、取り組みを進めていく必要があります。  

以下に、「愛知ターゲット」の視点から、おやまの「めざすべき将来像」を当てはめてみま

した。  

 

 愛知ターゲット おやまターゲット（例） 

戦略目標 A：生物多様性を主流化し、生物多様性の損失の根本原因に対処する 

目標１ 生物多様性の価値とその保全・持続可

能な利用のための行動を人々が認識す

る。 

生物多様性の価値とその保全・持続可能な

利用の重要性を市民が認識、理解し行動に

移している。 

目標２ 生物多様性の価値が国の計画に組み込

まれる。 

生物多様性の価値とその保全・持続可能な

利用のための行動を市職員が認識、市の計

画に組み込まれている。 

目標３ 生物多様性に有害な措置を廃止・改革

し、生物多様性の保全と持続可能な利

用のための奨励措置が策定、適用され

る。 

開発に際する「ミティゲーション」（※）原

則の導入、エコロジカル・ネットワークへ

の留意による施設・基盤等整備が行われて

いる。 

目標４ 政府及びあらゆるレベルの関係者が持

続可能な計画を行動・実施し、自然資

源の利用の影響を生態学的限界内の十

分安全な範囲内に抑える。 

市役所および市内のあらゆる主体が持続可

能な計画を行動・実施し、自然資源の利用

の影響を生態学的限界の十分安全な範囲内

に抑える。 

戦略目標 B：生物多様性への直接的な圧力を減少させ、持続可能な利用を促進

する 

目標５ 森林を含む自然生息地の損失速度が少

なくとも半減し、劣化・分断が顕著に

減少する。 

現状の平地林面積の８割が保全されるとと

もに、水辺空間間の連続性や水辺のエコト

ーンの再生が進んでいる。 

目標６ 水産資源が持続的に管理・利用され、

過剰漁獲を避け、回復計画・対策が実

施される。 

水産資源を育む環境づくりが市域河川や用

水路、休耕田等において進んでいる。 

目標７ 農業・養殖業・林業が行われる地域が

持続的に管理される。 

環境にやさしい農業が市全域において進め

られ、消費行動にも結び付いている。 

目標８ 汚染が生態系機能と生物多様性に有害

にならない水準まで抑えられる。 

市内の水質、大気等の状況が全観測地点に

おいて環境基準を達成している。 

目標９ 侵略的外来種とその定着経路が特定さ

れ優先度の高い種が制御・根絶される。

又、定着経路の管理対策が講じられる。 

外来種の市内生息概況が把握され、市民等

による認識と対策が進み、在来種への影響

が抑えられている。 

目標 10 気候変動等に脆弱な生態系への人為的

圧力を最小化し、その健全性と機能を

維持する。 

気候変動による地域生態系への影響に関す

る情報収集・監視等が行われ、影響が想定

される生態系、生物の保護対策がはかられ

ている。 

（※）ミティゲーション：ｐ59 参照  
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戦略目標 C：生態系、種及び遺伝子の多様性を守り、生物多様性の状況を改善

する 

目標 11 陸域・内陸水域の 17％、沿岸域・海域

の 10％が保護地域等により保全され

る。 

生物多様性から特に重要なエリアが抽出・

指定され、保護地域等による保全が進んで

いる。 

目標 12 絶滅危惧種の絶滅・減少が防止され、

特に減少している種に対する保全状況

の維持・改善が達成される。 

栃木県レッドデータブックに掲載されてい

る小山市で確認されている希少種の保護が

進んでいる。（当該計画策定時に確認されて

いる種が継続的に確認され、生息・生育地

域や個体数が維持・拡大している。） 

目標 13 作物や家畜の遺伝子の多様性が維持さ

れ、保護するための戦略が策定・実施

される。 

地域本来の植生が保全され、外来種や園芸

種ではなく在来植物種による緑化、庭づく

り等が普通に行われるようになっている。 

戦略目標 D：生物多様性及び生態系サービスから得られる恩恵を強化する 

目標 14 弱者の立場に配慮しつつ、基本的なサ

ービスを提供する生態系が回復・保全

される。 

エコツーリズム等、生態系サービス・自然

資源を持続可能に保全しながら積極的に活

用する産業が育っている。 

目標 15 劣化した生態系の 15％以上を回復し、

生態系の保全・回復を通じ、気候変動

の緩和・適応、砂漠化防止に貢献する。 

渡良瀬遊水地第２調節池において、湿地再

生と持続可能な活用が進んでいる。 

目標 16 名古屋議定書が国内法制度に従って施

行・運用される。 

地球規模での影響に留意し、地球温暖化対

策への取り組みが進み、市の温室効果ガス

排出量が、1990 年比で 25％削減が図られて

いる。 

戦略目標 E：参加型計画立案、知識管理と能力開発を通じて実施を強化する 

目標 17 効果的で参加型の改定生物多様性国家

戦略及び行動計画を策定する。 

当該計画を受け、より詳細地域を対象とし

た生物多様性保全連携活動計画が実施され

るとともに、当該計画の個別施策が多様な

主体の連携のもとで推進されている。 

目標 18 先住民と地域社会の伝統的知識等が尊

重され、認識・主流化される。 

渡良瀬遊水地や平地林・屋敷林等、自然と

人の暮らし、生業とが調和してきた知恵や

技術の再認識と次世代への継承が進み、暮

らしの中に活かされている。 

目標 19 生物多様性などに関連する知識・科学

的基礎・技術が改善され、共有・適用

される。 

市域の自然環境の基礎調査が定期的に実施

され、情報として市民等に共有・活用され

ている。 

目標 20 新戦略計画の効果的実施のための資金

動員が顕著に増加すべきである。 

生物多様性や自然環境の保全・再生に係る

予算が確保され、計画の効果的推進を支え

るとともに、基金・環境税等、あらたな財

源確保の仕組みづくりが進んでいる。 
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③関係主体における進捗状況等の共有 

生物多様性の保全・再生を進めるためには、関連する多様な主体が、生物多様性の状況

や計画の進捗状況を把握するとともに、現時点での課題や取り組みの方向性について認識

を共有していくことが重要です。  

したがって、毎年発行している「小山市の環境」（環境課）でとりまとめて報告してい

くとともに、市ホームページ、広報誌や拠点施設の情報掲示板等を活用した情報発信、関

係主体を集めた情報や意見交換の場づくりなどを行っていきます。 

 

 

 




