
1 

 

第 1回 三田市環境審議会「生物多様性さんだ里山戦略（仮称）」 

策定検討部会 議事要旨 

 

会議の名称 第 1回 三田市環境審議会「生物多様性さんだ里山戦略（仮称）」策定検討部会 

会議の日時 令和 4年 9月 30日（金）17：00～19：00 

会議の場所 三田市役所 2号庁舎 2201室 

出席した委員の氏名 

石田弘明委員（環境審議会委員、策定検討部会長） 

横山真弓委員（専門委員） 

三橋弘宗委員（専門委員） 

谷本卓弥委員（専門委員） 

吉田滋弘委員（専門委員） 

奥田 昇委員（専門委員） 

八木 剛委員（専門委員） 

山田敏雄委員（環境審議会市民委員） 

出席した庶務職員の

職及び氏名 

事務局 

まちの再生部 久髙部長 

ゼロカーボンシティ推進室 辻下室長 

里山のまちづくり課 田中課長、岡野 

 (公財)ひょうご環境創造協会(委託業者) 日野、諸井 

傍聴人の人数 0名 

取材者の人数 0名 

内容 

１ 開会・あいさつ 

三田市まちの再生部 久髙部長 

２ 出席者の紹介 

３ 市からの説明 

４ その他 

５ 閉会 

会議の概要 
「生物多様性さんだ里山戦略（仮称）」策定について、資料に基づき説明を行い、

それに対する質疑及び意見を伺った。 

公開・非公開の区分 公開 

使用した資料の名称 

・関係者名簿 

・座席表 

・資料１ 生物多様性戦略の当初骨子案 

・資料２ 第 1 回 三田市環境審会「生物多様性さんだ里山戦略（仮称）」策

定検討部会委員への意見聴取会 議事要旨 

・資料３ 諸計画との関連 

・資料４ 既存計画における生物多様性保全に関わる三田市の取組み状況・

予定一覧 

・資料５ 施策体系（案） 

・参考資料１ 第 5次三田市農業基本計画 

・参考資料２ 三田市里山の保全と活用に関する行動計画 

・参考資料３ 三田市 RDB一覧及び地図 
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◯協議内容 

事務局 ［資料 1］「生物多様性戦略の当初骨子案」に基づいて説明 

［資料 2］（P1～2）「第 1回 三田市環境審会「生物多様性さんだ里山戦略（仮称）」

策定検討部会委員への意見聴取会 議事要旨」に基づいて前回いただいたご意

見の要点について説明、（P3）「OECMとは」に基づいて意味及び事例等について

説明 

委員 骨子案の中で 10年後の目指す姿とあるが、このような計画は 30年後、50年後

という長期を目指すことが比較的多い。「10 年後」というのはかなり短期である

という印象だが、これには何か理由があるのか。 

事務局 これはあくまでも「里山の保全と活用に関する行動計画」が 10 年後にそのよ

うな姿を目指しているということで、戦略では短期あるいは中期の目標としてそ

こにつなげる。生物多様性戦略としては、長期的なビジョンを別途設けたいと考

える。 

委員 里山は人との関りによるものなので人口動態が重要になる。それを考慮して 30

年、50年後の計画を立てないと、後からでは修正は難しい。 

部会長 短期目標と、中期的、長期的な目標は整理して設定してはどうか。 

事務局 生物多様性概況によると、2020年はミッション（短期目標）、2050年はビジョ

ン（長期目標）となっている。それに合わせて三田市としても、30年後、50年後

の長期のビジョンを掲げながら、短期の具体的な目標を設定するのが現実的だと

考えている。 

部会長 事業計画案の 10 年というのは市の決定で、とくに議論の余地はないというこ

とか。 

事務局 これは素案である。市民にも参加して行動してもらわなくてはならないので、

今後、このほうが良いという何かがあれば、調整していく。 

委員 10年後を設定するのに賛成である。30年後、50年後の話だと実行可能性が薄

れる。現在市内で活動するグループが 10 年先も動ける確証はない。若者の参加

は非常に少なく、気持ちがあっても行動に繋がっていない。しかし、50年先のこ

とを考えおくことも大事である。 

委員 三田市が作ろうとしている戦略は、ビジョンとミッション、そしてアクション

の部分も入れ込んだ具体的な行動、事業まで考えて計画を策定すると理解してい

る。行政は計画を作るのが得意だが、計画倒れということが起きている。PDCAサ

イクルを回す力がなく、破綻していることもかなり言われている。まずはデータ

を取って共有し、しっかり収集したデータに基づいて、あらゆる判断をしていく

という仕組みができると、絵に描いた餅にならずに済むだろう。 

委員 有馬富士公園の自然学習センターは、この戦略のなかで、どのように位置付け

るのか。近隣の自治体で、自然学習センターのような自然をベースにした学習の

できる施設はない。生物多様性の普及啓発、担い手育成のベースということで活

用してもらいたい。 

部会長 前部会においても自然学習センターは重要な施設なので、戦略のなかにもきっ

ちりと位置付けていくという話であった。委員の方には具体的なご意見、案をい

ただきたい。 
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委員 資料 1のイラストのオフサイト保護区にホタルの絵が描かれているが、それさ

えあればいいという話になりかねない。三田市の良さは、市全体に里山が広がっ

ているところで、阪神間からみれば羨ましいような環境である。最近は、ホタル

等を増やして撒いて、それで保全したという事例ばかりだ。学校だと 1年の成果

が要るのかもしれないが、それは違うだろう。長期的にみていく必要があり、誤

解のないよう、矮小化された活動にならないようにすることが大切だ。描くとす

れば、すでに自然の状態でたくさん生き物がいるのだから、身近な目の前のもの

を大事にして、里山とその恵みが息づくような三田というイメージである。 

委員 課題として外来種問題を取り上げるのは反対である。外来種であるという理由

で排除するのではなく、地域の実情に応じて、外来種であろうがなかろうが、生

物多様性の危機があれば、しっかりコントロールすることが重要である。 

部会長 外来生物であるかに関わらず「被害によってどのような対策が必要か」の方向

性を示す。 

委員 哺乳類でいうと、根絶させるための捕獲をするのか、低密度で抑えるのか、外

来種か在来種かでやるべきことが違ってくる。 

例えば、行動計画案の生き物かけこみ寺というのを考えているのであれば、ア

ライグマを一掃しなければ無理である。生物多様性の保全上、アライグマへの対

応は非常に重要である。アライグマ対策は広域でやらないと難しいので、広域の

ビジョンを持っているのは良いことだ。神戸市や明石市などは危機感もあり関心

が高い。同様に、在来種のシカの問題がある。六甲山系にはいないはずが、今年

5 月に神戸市東灘区にシカが出没しており、神戸市はモニタリングを強化してい

る。三田市から南下するシカの勢いを押さえ込まなければならない。アライグマ、

シカ、イノシシ等の哺乳類は活動範囲が広い生き物であるので、三田市の中でど

のように対策するのかとともに、広域でどう対応するかを盛り込めるといい戦略

になる。 

事務局 ［資料 3-1、3-2］「諸計画との関連」に基づいて説明 

委員 三田市総合計画の『「ひと」「まち」「さと」が織りなす未来都市三田』というの

はいいキャッチフレーズではあるが、行動計画にはどのように人を巻き込んでい

くか、という方法は書かれていない。そこが 30年、50年後を見据えていくべき

だと話した意図である。多くの担い手、とくに若い世代がいなければ持続可能で

はない。単に生態系や生物を守るだけでなく、いかに人を巻き込み、関心を高め

ていくかということも、行動計画に入れておく必要がある。 

事務局 ［資料 4］「既存計画における生物多様性保全に関わる三田市の取組み状況・予定

一覧」に基づいて説明 

［資料 5］「施策体系（案）」に基づいて説明 

委員 OECM は三田市全体で何％がいいのかイメージしづらい。基準のようなものは

あるのか。 

委員 OECM30％というのは、国際目標である。30by30 と呼ばれ、2030 年までに我が

国の 30％の面積の保護区を確保するというのが、国際的な約束になっている。実

際には、三田市が 30％で適切かどうかは議論がいるだろう。つい先日、国の目標

が決まって、どこの自治体もこれからスタートする。三田市は 30％も含めて妥当

なラインで目標を決めるのが合理的である。 
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委員 自然が豊富な方が指定し易いと考えてもよいのか。 

委員 ただし、あまりインセンティブが設定されていないので、そこは知恵の絞りど

ころである。これについてはまた説明させていただく。 

部会長 OECM の定義が難しいところもある。単に自然や緑が多いというのを含めるだ

けであれば三田市は高くなるかもしれないが、必ずしもそうではない。 

委員 OECMの指定には、地区の合意というのが必要となる。山林を早く売り払いたい

人もいるので、必ずしも合意できるわけではない。地区が目標を決めて合意した

うえで申請書類を環境省に提出しなくてはならない。 

委員 指定されると何か規制を受けたりするのか。 

委員 法的には規制は受けない。全国的には、林業従事者が木を伐るという計画を立

てて、多く申請している。農業であれば有機農法を行う、幼稚園の裏山の全部を

OECMにするという申請もある。 

部会長 30％が妥当かどうかは、現状で今どれくらいかを見てみないと、難易度がわか

らない。事務局で大雑把に試算したものがあるのではないか。 

事務局 都市公園、国有林、保安林、参考資料 3の「三田の重要な生態系」で選択され

ている場所を全て盛り込んでいくと 32.5％になる。ただし、地区の同意などは取

れているわけではないので、実際はもっと数字は減ると思われる。 

部会長 30％という値は必ずしもかけ離れた数字ではなく、目標設定としては、ある程

度は妥当なのかもしれない。 

OECMの申請における地区の同意というのは、具体的にはどういうことか。 

委員 認定の書類があって、土地の境界を明確に設定し、地権者の同意書をもらい、

協議会あるいは実行委員会を設定して申請する。その先に、環境省の認定委員会

というのがありそこで決まる。絶滅危惧種の生態系の数がある程度あれば指定に

は優位である。国際的なデータベース等に載るので、私の町には地区がやる気の

ある自然がこれだけあるという表現で捉えられる。指定により、ソーラーパネル

の設置や無茶な開発は難しくなる。開発業者へは丁寧に工事するようにいう根拠

になるため、予算が付き易くなることもある。それは市の上層部がどのように自

然環境を捉えているかにもよる。 

委員 認定されることにオブリゲーションのようなものはあるのか。 

委員 5年に 1回報告は必要。年に 1度のモニタリングをするなど決めておいた内容

を実施して報告するが、環境省のモニタリングサイトに含まれている場所であれ

ば何もしなくても数値が入るので、地域の合意だけでよいということもある。 

委員 例えば深田公園で申請するとしたらどうなるか。 

委員 子供たちが環境学習する場にして年 1 回子供たちと一緒に昆虫モニタリング

するなどとし、市の公園みどり課と人と自然の博物館が合同して申請すれば良

い。有馬富士公園であれば、申請は県等である。例えば、静岡県は県の都市公園

とその周辺を含めて OECM 設定している。自然を価値のあるものとして維持して

いこうという意思のあるところに指定管理を適正な価格で任せると、県にとって

インセンティブになる。 
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委員 今の OECMでは、どちらかというと都市公園というより企業である。なぜなら、

企業は株主や投資家に対して二酸化炭素の排出量等を開示しなくてはならない

が、この TCFD対応だけでなく、TNFDというネイチャーに対する負荷も開示する

ことになる。企業は OECM という形で保護することで、国際的なデータベースに

載り、自然に対する負荷も軽減している証拠となる。とくにグローバル企業はこ

の流れに乗りたいと考えている。 

委員 申請するとなると、市や市民グループもいいモチベーションになるのでは。 

部会長 市民も巻き込むことができるし、企業も OECMに関心をもつのではないか。 

委員 企業はやりたくても具体的に何をしたらいいか分からない。どのようにすれば

いいのか紹介するといいのではないか。 

委員 戦略は里山中心だが川の要素もどこかに入ると良い。Eco-DRR といわれる環境

と治水の対策をするというのがあり、とくに武庫川本流になると思うが、国や県

の施策と併せて、市として環境と防災が両立するようなものを加えられないか。 

部会長 資料 5-1にある「森と川の繋がりの確保」というのがそれに当たるだろう。 

委員 川の流域でというのは難しい面もあると思うが、治水や防災は鍵になるだろ

う。下流域と協働していくこともあるだろうが、それは次のステップで、まずは

市でやるべきことをやっていくのが良い。 

委員 戦略には廃棄物の話が何も入っていない。三田市はこれから廃棄物処理施設を

リニューアルすることもあり、廃棄物の処理と生物多様性を関連付けるようなし

くみがあれば良い。 

委員 哺乳類対策は、農業被害対策の枠組みが障壁となっている。しかし、枠組みを

取り払って、あらゆる観点から対策を考えなくてはならない。シカは国土保全上

の大問題を引き起こしている。被害があるから捕獲しますというのでは追いつか

ない。三田市と神戸市の境界や武田尾の辺りには希少植物が多いが、非常に脅威

になっている。豪雨や台風などによる小規模土砂流出が頻発しているが、対策さ

えすれば被害が軽減されることも分かっている。対策の一つとして、狩猟者の高

齢化に対しては、神戸市は 6年前から若い世代の狩猟者育成を始めている。シカ

やアライグマの対策は早急に始めることが重要である。 

部会長 鳥獣害対策は国や県の仕事であるということで、市町の取り組みとして進まな

いというのもあるが、三田市はそこを何とか取り組んでいきたいという考えで戦

略に加えようとされている。 

事務局 東京や大阪など、都心部でもアライグマの被害が増えてきているようだ。身近

な、人が住んでいる場所と直面してきているのは全国的な傾向か。 

委員 アライグマでいうと、大都市の隣の県で爆発的に増えている。東京では神奈川、

大阪では兵庫など。それはペットで飼われていたものや、業者が大量に捨ててい

るからである。神戸市は過去最高に対策しているが、太刀打ちできないほどの危

機的状況である。誰かに任せている場合ではない。アライグマに関しては狩猟者

育成では間に合わない。市の防除計画の枠組みを少し広げて、外来生物法に基づ

く従事者の講習会を市民向けにするなどすれば、捕獲従事者許可証を出すことも

できる。 
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委員 人と動物、環境の健全性を一体的に守るワンヘルスという考え方が始まってい

る。現在、イノシシに豚熱が猛威を振るっているが、兵庫県で拡散を食い止めら

れているのは、これまでの対策によりイノシシを低密度に押さえていることが大

きい。農作物被害の枠組みを超えて、市民も自分たちが動かなければ大変なこと

になるという、自分事として取り組む必要がある。それらも戦略に入れておくこ

とは重要である。 

委員 資料では、「外来生物」と「外来種」という言葉が混在している。「外来生物」

で統一するのが良いのではないかる。外来生物の問題は施策区分の「農作」の中

ではなく、「生物多様性保全」や「里山保全」の中に入れてはどうか。ただ、数値

目標を出さないといけなくなるので、ゼロにするなどは難しいだろう。 

流域に関しては、水辺の生き物でいうと、アカミミガメが武庫川に多く生息し

ている。神戸市は積極的に捕っているが、豪雨で三田市から神戸市へ大量に流れ

ていっていることも問題である。 

委員 施策体系（案）に不足していることでは、「子育て」というのがない。三田に豊

な自然があること、生物多様性があることは、子育てにいいですよと PR できる

ことは、大きなプラスの要素である。 

ほかに、学校の植栽などは画一的であるが、緑を増やす第一歩のところを上手

くやって行くのが良いのではないか。 

事務局 緑化の取り組みとしては、緑の募金の資材として、地域苗を配布している。環

境学習にも取り入れられている。 

委員 山の中に大量に伐採した木を整理して積んでいるのだが、薪の処理ができなく

て困っている。小学生の環境学習に木工を作れば終りというのが多いが、山の作

業は楽しいけれど大変なこともあるということも学んでほしい。 

広島県に「せどやま」再生事業というのがあるが、小学生が伐り出した木を軽

トラックまで運ぶことを手伝っている。住民等が切り出した木は地域内で使える

地域通貨で買い上げて経済の活性にも繋がっている。それに近いもの、真似て何

かできないか。そこに里山だけでなく福祉的なものもからめられないか。 

市は「さんだ里山スマートシティ」を推進しようとしているが、地域通貨もデ

ジタルを活用できるのであれば、それも入れてはどうか。資料の表はいいと思う

ので、これに加えて、この課題はあなたのエリアの話であるとわかるようにする

と良いのでは。また、天然記念物指定は、県指定が 2つと市が 1つあるが、もう

一つ何か積極的に増やせないか。 

委員 生物多様性に関しての根本的問題の一番は、人との関りが薄れていくというこ

とである。戦略のテーマに「人間の関与は生物の多様性を高めることも低めるこ

ともある」という考え方へ導く、とあるが、具体的に何を期待しているのかが見

えてこない。 

事務局 ボランティア活動で関わっている方でも、ひたすら木を伐っているが、全体と

して生物多様性にどう貢献しているかが分からないという声を聞く。自然は放て

おくべきという考えがあり、自然には多様な生きものがいて、生態系サービスが

あって、という観点が足りていない。そのことが自然は別物で関係ない、という

思考に繋がるのではないか。これまでは里山をメインに施策を打ってきたが、自

然林も同時に守っていかなくてはならないという全体の保護の考えを市民に伝

えたいというのが、テーマ設定の背景である。 
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委員 それは、ある程度関心があり、活動している人の意識の問題である。私が最も

気にしているのは、多くの人は生物多様性に関心がなく、関わらなくても生活が

成り立つ。そういう人をどう巻き込むかが一番重要である。それがないと、担い

手が不足して先細り、荒廃した自然が増えていくことになりかねない。この考え

に導くことで何か問題解決に繋がるのか。 

事務局 市街地やニュータウンでもできることはある。市街地でも多様性に配慮した取

り組みが進んで、触れる機会が増えれば、自然と私たちは繋がっているという想

いに繋がるのではないかと考えている。 

委員 自然にあまり関心のない人は、生物多様性が高まろうが低まろうが何も思って

いない。生物多様性より、まずは私たちにとって自然がなぜ大切であるのかを理

解することのほうが先である。それは難しいことなのだが、この戦略にはそれが

足りていないのではないか。 

事務局 行動計画にも、市街地にも恵みがあることは書いているが、どう伝えればいい

のか。その難しさは理解している。 

部会長 これは重要なテーマであるので、引き続き議論していただきたい。 

資料 5-1の施策体系（案）についてはとくに異論はなかったので、この方向で

検討していただき、抜けや補足は盛り込んで施策の充実化を図っていく。 

事務局 次回の部会の日程は、追ってみなさまのスケジュールを伺って調整する。 

 
以上 

 


