
 ※ は、用語集に記載のある用語 
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第３章 課題への取組 

 

[取組の体系] 

１ 県土のエリアに即した取組 
 

(1) 丹沢エリア 

ブナ林等自然林の保全・再生対策の推進 

地域特性に応じた森林整備の推進 

ニホンジカの管理 

自然公園の適正利用の推進 

 

(2) 箱根エリア 

自然公園の適正利用の推進 

地域特性に応じた森林整備の推進 

ニホンジカ・ニホンザルの管理 

 

(3) 山麓の里山エリア 

里地里山の保全等の促進 

農業の有する多面的機能の発揮の促進 

野生鳥獣との棲み分け 

地域特性に応じた森林整備・自然公園の施設整備・都市公園の整備の推進 

 

(4) 都市・近郊エリア(多摩丘陵・相模野台地） 

都市公園の整備及び適切な管理運営 

     トラスト制度などによる緑地の保全 

里地里山の保全等の促進 

農業の有する多面的機能の発揮の促進 

アライグマ防除対策の推進 

 

(5) 三浦半島エリア 

地域制緑地やトラスト制度による緑地の保全 

都市公園の整備及び適切な管理運営 

地域資源を生かした自然とのふれあいの推進 

農業の有する多面的機能の発揮の促進 

アライグマ防除対策等の推進 

 

(6) 河川・湖沼及び沿岸エリア 

自然環境に配慮した川づくり 

総合的な土砂管理と海岸の保全 

沿岸域の環境保全と持続可能な水産業の推進 

水域の生態系保全に関する調査研究 



 ※ は、用語集に記載のある用語 
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２ エリアをまたぐ取組 
 

(1) 野生鳥獣との共存を目指した取組 

     野生鳥獣との棲み分け 

     ニホンジカ・ニホンザルの管理 

 

(2)  外来生物の監視と防除 

 

(3) 法令・制度等を通じた生態系の保全 

緑地等を保全する制度の活用 

緑の基本計画による生態系の保全 

 

(4) 生物多様性への負荷を軽減する取組 

 ア 環境に配慮した計画的な土地利用 

神奈川県土地利用調整条例に基づく適切な開発調整 

神奈川県環境影響評価条例に基づく環境影響評価 

みどりの協定実施要綱に基づく開発時の緑地面積の確保 

 

    イ 農林水産業の振興における環境への配慮 

環境保全型農業の推進 

水産資源の適切な管理の推進 

 

３ 生物多様性の保全のための行動の促進  

(1) 生物多様性の保全の基盤となる情報の収集と発信 

生物多様性に関する情報サイトの整備 

     生きものの生息・生育基盤情報の収集と活用 

 

(2) 多様な主体による取組の促進 

     生物多様性への配慮・保全活動情報の収集と活用 

県民、企業、市町村等による講座等への支援 

かながわのナショナル・トラスト運動の推進 

県民参加による自然環境保全活動の推進 

マイエコ10（てん）宣言の普及を通じた保全行動の促進 

 

(3) 環境学習・教育の推進 

学校における環境学習・教育の推進 

地域における環境学習・教育の推進 

    小網代の森における自然観察会などの実施 



１ 県土のエリアに即した取組 

（１）丹沢エリア 

ブナ林の立ち枯れやニホンジカによる

の再生を目指して、ブナ林等の保全・再生、公益的機能の発

ジカの管理、自然公園の適正利用を図るための

 

  

  植生保護柵の設置、土壌保全対策、
のブナ林などの自然林の保全・再生の取組を段階的に進めます。

 

  水源かん養機能などの森林の持つ公益的機能の発揮を目指した森林の整備を進めるととも
に、地域の特性を踏まえた市町村や森林所有者等による森林整備の取組を支援します。

 

  ニホンジカの管理捕獲を継続するとともに、森林整備によって林床植生を回復させ
ンジカによる生態系への影響を低減します。

 

  登山道や山岳公衆トイレ等の自然公園施設の適切な管理、パークレンジャーや自然公園指
導員による巡視活動等を通じて自然公園の適正利用

 

 

＜ブナ林等自然林の保全・再生対策の推進

丹沢山地の概ね標高1,000ｍ以上に分布するブナを主体とする森林（ブナ林等）において、

大気中のオゾン等による樹木の成長阻害、林床植生の衰退による土壌の乾燥化、ブナハバチに

よる食害が複合した影響によるブナの枯死や、林床植生の消失によって土壌流出が進行して衰

退した森林を再生するため、

行５か年計画」に基づいて、植生保護柵等による林床植生の回復及び土壌保全

チの防除対策等を組み合わせ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域特性に応じた森林整備の推進

水源かん養機能など公益的機能の高い森林づくりを目指して、「かながわ水源環境保全・再

生実行５か年計画」に基づいて、水源の森林づくり事業を実施するとともに、市町村が主体と

なって取り組む水源林の確保・整備や森林所有者が行う間伐などの森林整備を支援します。

また、県営林※や保安林の整備等を通じて、森林の持つ公益的機能の発揮を図ります。

植生保護柵

植生保護柵未設置の

主な取組

取組の方向性

 ※ は、
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ブナ林の立ち枯れやニホンジカによる林床植生の衰退、土壌流出などの自然環境の劣化から

の再生を目指して、ブナ林等の保全・再生、公益的機能の発揮を目指した森林の整備、ニホン

ジカの管理、自然公園の適正利用を図るための取組を進めます。 

土壌保全対策、ブナハバチ※の防除対策等を組み合わせて、高標高域

のブナ林などの自然林の保全・再生の取組を段階的に進めます。 

水源かん養機能などの森林の持つ公益的機能の発揮を目指した森林の整備を進めるととも

に、地域の特性を踏まえた市町村や森林所有者等による森林整備の取組を支援します。

ニホンジカの管理捕獲を継続するとともに、森林整備によって林床植生を回復させ

ンジカによる生態系への影響を低減します。 

登山道や山岳公衆トイレ等の自然公園施設の適切な管理、パークレンジャーや自然公園指

導員による巡視活動等を通じて自然公園の適正利用を推進します。 

ブナ林等自然林の保全・再生対策の推進＞ 

ｍ以上に分布するブナを主体とする森林（ブナ林等）において、

大気中のオゾン等による樹木の成長阻害、林床植生の衰退による土壌の乾燥化、ブナハバチに

よる食害が複合した影響によるブナの枯死や、林床植生の消失によって土壌流出が進行して衰

退した森林を再生するため、「丹沢大山自然再生計画」及び「かながわ水源環境保全・再生

に基づいて、植生保護柵等による林床植生の回復及び土壌保全

等を組み合わせて段階的に実施するとともに、衰退要因等のモニタリングを行い

地域特性に応じた森林整備の推進＞ 

水源かん養機能など公益的機能の高い森林づくりを目指して、「かながわ水源環境保全・再

」に基づいて、水源の森林づくり事業を実施するとともに、市町村が主体と

なって取り組む水源林の確保・整備や森林所有者が行う間伐などの森林整備を支援します。

や保安林の整備等を通じて、森林の持つ公益的機能の発揮を図ります。

植生保護柵の設置による林床植生回復効果の例 

の場所（左）と植生保護柵設置後9年経過した場所（右

、用語集に記載のある用語 

植生の衰退、土壌流出などの自然環境の劣化から

揮を目指した森林の整備、ニホン

の防除対策等を組み合わせて、高標高域

水源かん養機能などの森林の持つ公益的機能の発揮を目指した森林の整備を進めるととも

に、地域の特性を踏まえた市町村や森林所有者等による森林整備の取組を支援します。 

ニホンジカの管理捕獲を継続するとともに、森林整備によって林床植生を回復させ、ニホ

登山道や山岳公衆トイレ等の自然公園施設の適切な管理、パークレンジャーや自然公園指

ｍ以上に分布するブナを主体とする森林（ブナ林等）において、

大気中のオゾン等による樹木の成長阻害、林床植生の衰退による土壌の乾燥化、ブナハバチに

よる食害が複合した影響によるブナの枯死や、林床植生の消失によって土壌流出が進行して衰

かながわ水源環境保全・再生実

に基づいて、植生保護柵等による林床植生の回復及び土壌保全対策、ブナハバ

段階的に実施するとともに、衰退要因等のモニタリングを行い

水源かん養機能など公益的機能の高い森林づくりを目指して、「かながわ水源環境保全・再

」に基づいて、水源の森林づくり事業を実施するとともに、市町村が主体と

なって取り組む水源林の確保・整備や森林所有者が行う間伐などの森林整備を支援します。 

や保安林の整備等を通じて、森林の持つ公益的機能の発揮を図ります。 

右） 



＜ニホンジカの管理＞ 

生物多様性の保全とニホンジカ地域個体群の安定的存続を目指して、「ニホンジカ管理計画」

に基づいて、丹沢山地の中高標高域において、ニホンジカによる過度の採食を受けて衰退した

林床植生を回復するための管理捕獲を実施するとともに

境の改善を図るために、森林整備

のないよう管理捕獲を実施します。

また、シカの生息状況や植生の状況などをモニタリングして、シカの管理捕獲や森林整備を

通した生息環境改善の効果を検証し、計画及び事業の見直しに反映します。

 

＜自然公園の適正利用の推進

丹沢大山国定公園及び県立丹沢大

登山道や休憩施設、環境配慮型の山岳公衆トイレ等の自然公園施設の整備と維持管理を行うと

ともに、パークレンジャーや県自然公園指導員による巡視及び普及啓発、ボランティア

協働による登山道の補修や山中のゴミの撤去などを行います。

 

 

（２）箱根エリア 

  箱根山地等の景観と生態系の保全などを図るため、自然公園の適正利用

とともに、公益的機能を発揮

を推進します。 

 

  

  富士箱根伊豆国立公園（箱根地域）、県立真鶴半島自然公園及び県立奥湯河原自然公園の
景観と生態系の保全などを図るため、施設の

 

  水源かん養機能などの森林の持つ公益的機能の発揮を目指した森林の整備を進めるととも
に、地域の特性を踏まえた市町や森林所有者等による森林整備の取組を支援します。

 

  ニホンザル西湘地域個体群の安定的な維持と農業被害、
に、箱根山地への定着と林床

 

 

＜自然公園の適正利用の推進

富士箱根伊豆国立公園（箱根地域）、県立真鶴半島自

然公園及び県立奥湯河原自然公園の自然環境の保全及び

適正利用を推進するため、歩道、園地等の県有自然公園

施設の維持管理を行うとともに、

町、ボランティア等が連携して進める自然公園の利用マ

ナーの向上に向けた普及啓発や外来植物の除去等の取組

に協力します。 

 

 

 

 

取組の方向性

主な取組

 ※ は、
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生物多様性の保全とニホンジカ地域個体群の安定的存続を目指して、「ニホンジカ管理計画」

に基づいて、丹沢山地の中高標高域において、ニホンジカによる過度の採食を受けて衰退した

管理捕獲を実施するとともに、林床植生の回復によるシカの生息環

森林整備の実施箇所周辺において、森林整備の効果が損なわれること

管理捕獲を実施します。 

また、シカの生息状況や植生の状況などをモニタリングして、シカの管理捕獲や森林整備を

通した生息環境改善の効果を検証し、計画及び事業の見直しに反映します。

自然公園の適正利用の推進＞ 

丹沢大山国定公園及び県立丹沢大山自然公園の自然環境の保全と適正利用を推進する

登山道や休憩施設、環境配慮型の山岳公衆トイレ等の自然公園施設の整備と維持管理を行うと

ともに、パークレンジャーや県自然公園指導員による巡視及び普及啓発、ボランティア

協働による登山道の補修や山中のゴミの撤去などを行います。 

の景観と生態系の保全などを図るため、自然公園の適正利用

とともに、公益的機能を発揮するための森林整備やニホンジカ・ニホンザルの管理などの取組

富士箱根伊豆国立公園（箱根地域）、県立真鶴半島自然公園及び県立奥湯河原自然公園の

景観と生態系の保全などを図るため、施設の維持管理等を行います。

水源かん養機能などの森林の持つ公益的機能の発揮を目指した森林の整備を進めるととも

に、地域の特性を踏まえた市町や森林所有者等による森林整備の取組を支援します。

ニホンザル西湘地域個体群の安定的な維持と農業被害、生活被害等

に、箱根山地への定着と林床植生への影響が懸念されるニホンジカの対策を進めます。

自然公園の適正利用の推進＞ 

富士箱根伊豆国立公園（箱根地域）、県立真鶴半島自

公園及び県立奥湯河原自然公園の自然環境の保全及び

ため、歩道、園地等の県有自然公園

施設の維持管理を行うとともに、国立公園では、国、市

町、ボランティア等が連携して進める自然公園の利用マ

ナーの向上に向けた普及啓発や外来植物の除去等の取組

補修を行った

 

、用語集に記載のある用語 

生物多様性の保全とニホンジカ地域個体群の安定的存続を目指して、「ニホンジカ管理計画」

に基づいて、丹沢山地の中高標高域において、ニホンジカによる過度の採食を受けて衰退した

、林床植生の回復によるシカの生息環

森林整備の効果が損なわれること

また、シカの生息状況や植生の状況などをモニタリングして、シカの管理捕獲や森林整備を

通した生息環境改善の効果を検証し、計画及び事業の見直しに反映します。 

山自然公園の自然環境の保全と適正利用を推進するために、

登山道や休憩施設、環境配慮型の山岳公衆トイレ等の自然公園施設の整備と維持管理を行うと

ともに、パークレンジャーや県自然公園指導員による巡視及び普及啓発、ボランティア等との

の景観と生態系の保全などを図るため、自然公園の適正利用を図る取組を進める

するための森林整備やニホンジカ・ニホンザルの管理などの取組

富士箱根伊豆国立公園（箱根地域）、県立真鶴半島自然公園及び県立奥湯河原自然公園の

等を行います。 

水源かん養機能などの森林の持つ公益的機能の発揮を目指した森林の整備を進めるととも

に、地域の特性を踏まえた市町や森林所有者等による森林整備の取組を支援します。 

等の対策を進めるととも

植生への影響が懸念されるニホンジカの対策を進めます。 

った箱根外輪山周廻歩道 



＜地域特性に応じた森林整備の推進

水源かん養機能など公益的機能の高い森林づくりを目指して、「かながわ水源環境保全・再

生実行５か年計画」に基づいて、水源の森林づくり事業を実施するとともに、市町が主体とな

って取り組む水源林の確保・整備や森林所有者が行う間伐などの森林整備を支援します。

また、県営林や保安林の整備等を通じて、森林の持つ公益的機能の発揮を図ります。

 

＜ニホンジカ・ニホンザルの管理

ニホンザル西湘地域個体群による

個体群の安定的維持を図るため、「ニホンザル管理計画」に基づいて市町を中心に地域が主体

となって行う捕獲や追い払いなどの取組を財政的、技術的に支援します。

また、ニホンジカの分布拡大による被害の拡大を防止するために、「ニホンジカ管理計画」

に基づいて市町が行う管理捕獲や被害防除対策を支援するとともに、モニタリングによって生

息状況を把握しながら、森林の林床植生の衰退を未然に防止するための対策に取り組みます。

 

 

（３）山麓の里山エリア 

   生物多様性の保全を含めた農業の有する多面的機能と、それを支える農林業の営みを維持す

るため、里地里山の保全等の促進や地域に

の棲み分けに向けた対策などを進めます。

 

  

 里地里山条例に基づき、地域住民等による保全等の活動を支援する
ふれあう機会の提供等を行い、里地里山の多面的機能

 

 生物多様性の保全を含めた農業の有する多面的機能
る農地、農業用施設等の保全のための共同活動

 

  人と野生鳥獣の棲み分けを図るため、地域が主体となって行う鳥獣の捕獲や防護柵の設置、
藪刈り等の集落環境整備などを組み合わせた鳥獣被害対策を支援します。

 

 市町村や森林所有者等による森林整備への支援、県立自然公園の
境を生かした都市公園の整備・運営など

 

 

＜里地里山の保全等の促進＞

里地里山の有する多面的な機能を発揮し、次

選定や、保全活動を行う団体への支援を行い

また、里地里山の保全等に取り組む団体と企業、大学等との連携強化を促進するとともに、

都市住民等の里地里山の保全等への参加や

 

 

 

 

 

取組の方向性

主な取組

 ※ は、
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地域特性に応じた森林整備の推進＞ 

的機能の高い森林づくりを目指して、「かながわ水源環境保全・再

」に基づいて、水源の森林づくり事業を実施するとともに、市町が主体とな

って取り組む水源林の確保・整備や森林所有者が行う間伐などの森林整備を支援します。

また、県営林や保安林の整備等を通じて、森林の持つ公益的機能の発揮を図ります。

ニホンジカ・ニホンザルの管理＞ 

ニホンザル西湘地域個体群による農業被害、生活被害及び人身被害を防止するとともに地域

個体群の安定的維持を図るため、「ニホンザル管理計画」に基づいて市町を中心に地域が主体

となって行う捕獲や追い払いなどの取組を財政的、技術的に支援します。

また、ニホンジカの分布拡大による被害の拡大を防止するために、「ニホンジカ管理計画」

に基づいて市町が行う管理捕獲や被害防除対策を支援するとともに、モニタリングによって生

息状況を把握しながら、森林の林床植生の衰退を未然に防止するための対策に取り組みます。

生物多様性の保全を含めた農業の有する多面的機能と、それを支える農林業の営みを維持す

保全等の促進や地域における農地等保全の共同活動

の棲み分けに向けた対策などを進めます。 

に基づき、地域住民等による保全等の活動を支援する

供等を行い、里地里山の多面的機能※の発揮と次の世代への継承を図ります。

生物多様性の保全を含めた農業の有する多面的機能を十分に発揮させるため、地域に

農地、農業用施設等の保全のための共同活動への支援や、環境保全型農業を推進します。

人と野生鳥獣の棲み分けを図るため、地域が主体となって行う鳥獣の捕獲や防護柵の設置、

藪刈り等の集落環境整備などを組み合わせた鳥獣被害対策を支援します。

市町村や森林所有者等による森林整備への支援、県立自然公園の施設整備

都市公園の整備・運営などを進めます。 

＞ 

里地里山の有する多面的な機能を発揮し、次の世代へ継承するため、

選定や、保全活動を行う団体への支援を行い、里地里山の保全、再生及び活用を促進します。

また、里地里山の保全等に取り組む団体と企業、大学等との連携強化を促進するとともに、

住民等の里地里山の保全等への参加や県民理解を促進します。 

、用語集に記載のある用語 

的機能の高い森林づくりを目指して、「かながわ水源環境保全・再

」に基づいて、水源の森林づくり事業を実施するとともに、市町が主体とな

って取り組む水源林の確保・整備や森林所有者が行う間伐などの森林整備を支援します。 

また、県営林や保安林の整備等を通じて、森林の持つ公益的機能の発揮を図ります。 

及び人身被害を防止するとともに地域

個体群の安定的維持を図るため、「ニホンザル管理計画」に基づいて市町を中心に地域が主体

となって行う捕獲や追い払いなどの取組を財政的、技術的に支援します。 

また、ニホンジカの分布拡大による被害の拡大を防止するために、「ニホンジカ管理計画」

に基づいて市町が行う管理捕獲や被害防除対策を支援するとともに、モニタリングによって生

息状況を把握しながら、森林の林床植生の衰退を未然に防止するための対策に取り組みます。 

生物多様性の保全を含めた農業の有する多面的機能と、それを支える農林業の営みを維持す

保全の共同活動への支援、野生鳥獣と

に基づき、地域住民等による保全等の活動を支援するとともに、里地里山に

世代への継承を図ります。 

を十分に発揮させるため、地域におけ

や、環境保全型農業を推進します。 

人と野生鳥獣の棲み分けを図るため、地域が主体となって行う鳥獣の捕獲や防護柵の設置、

藪刈り等の集落環境整備などを組み合わせた鳥獣被害対策を支援します。 

施設整備、里山の自然環

世代へ継承するため、里地里山保全等地域の

、里地里山の保全、再生及び活用を促進します。 

また、里地里山の保全等に取り組む団体と企業、大学等との連携強化を促進するとともに、



 ※ は、用語集に記載のある用語 
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＜農業の有する多面的機能の発揮の促進＞ 

農業の有する多面的機能の発揮を図るため、地域ぐるみで行う農地や農業用水、農道等の適

切な維持・保全活動や、山あいの条件が不利な地域等における農業生産活動への支援を行いま

す。 

また、堆肥を使用した土づくり等を通じて化学合成農薬や化学肥料の使用を減らし、環境へ

の負荷を軽減した環境保全型農業を推進します。 

 

＜野生鳥獣との棲み分け＞ 

農業被害や生活被害、人身被害など野生鳥獣との軋轢を軽減していくため、ニホンジカとニ

ホンザルの管理を含めて、地域が主体となって取り組む鳥獣の捕獲や追い払い、防護柵の設置、

藪の刈り払い等の対策を支援します。 

また、特定外来生物に指定されているアライグマについて、農業被害等の防止や生態系への

影響の軽減を図るため、「アライグマ防除実施計画」に基づき市町村と連携して捕獲などの対

策に取り組みます。 

 

＜地域特性に応じた森林整備・自然公園の施設整備・都市公園の整備の推進＞ 

市町村を主体とする水源林の確保・整備や森林所有者等が行う森林整備への支援などを行う

とともに、県立陣馬相模湖自然公園の施設整備と維持管理を行います。 

また、山麓の里山の自然を生かした(仮称)山北つぶらの公園などの都市公園の整備や管理運

営を行います。 

 

 

 

①里地里山保全等地域の選定 

地域住民等の主体的な活動

により保全・再生・活用が図ら

れると認められる地域を選定 
 

②里地里山活動協定の認定 

選定地域で活動する団体と土

地所有者等との間で締結された

協定を認定 
 

③活動支援 

活動団体が行う農林地の保

全等の活動や、地域資源を生

かした経済的な取組への支援

のほか、活動団体が行うリー

ダーの育成、初心者講習会、

技術研修会など多様な人材育

成の取組を支援 

図３ 里地里山条例による里地里山保全等地域の選定、里地里山活動協定等の仕組み 

 

・保全等の活動が行わ

れている地域 
 

・保全等の機運が見受

けられる地域 
 

・市町村が保全等を進

める必要があると認

める地域 

認定 

県 

参加 

市町村 
意見照会

県民 

土地所有者等 里地里山活動協定 
活動団体 

（土地所有者等、地域住民） 

活動 

活動 

活動 

活動 

選定 

里地里山保全等地域 

支援 

①里地里山保全等地域の選定    ②里地里山活動協定の認定   ③活動支援 



（４）都市・近郊エリア(多摩丘陵・相模野台地）

都市に残された身近な自然を保全するため、都市公園の

に、トラスト制度※など多様な主体との連携・協働による緑地の保全、里地里山

進、環境保全型農業の推進などの

 

   

 自然環境を生かした都市公園の整備や
な主体との連携・協働による緑地

 

  生物多様性の保全を含めた農業の有する多面的機能
る農地、農業用施設等の保全のための共同活動

  

  アライグマによる生活被害
防除対策を進めます。 

 

   

＜都市公園の整備及び適切な管理運営

里山の特徴を生かした茅ケ崎里山公園や

公園としての座間谷戸山公園など、自然環境の保全と活

用を視点とした都市公園の整備や、自然とのふれあいや

学習も含めた管理運営を行います。

 

 

  ＜トラスト制度などによる緑地の保全

市町による特別緑地保全地区等

な緑地を保全するため、かながわトラストみどり基金を活用した緑地の買入れを行います。

また、身近なみどりを守り、

運動※」を推進します。 

 

＜里地里山の保全等の促進＞

里地里山の有する多面的な機能を発揮し、次

選定や、保全活動を行う団体

また、里地里山の保全等に取り組む団体と企業、大学等との連携強化を促進するとともに、

都市住民等の里地里山の保全等への参加や県民理解を促進します。

 

＜農業の有する多面的機能の発揮の促進

   農業の有する多面的機能の発揮を図るため、農地や農業用水、農道等の適切な維持

ど、地域ぐるみの共同活動を支援するとともに、堆肥を使用した土づくり等を通じて化学合成

農薬や化学肥料の使用を減らし、環境への負荷を軽減した環境保全型農業を推進します。

 

＜アライグマ防除対策の推進

アライグマによる生活被害や

ため、「アライグマ防除実施計画

 

取組の方向性

主な取組

 ※ は、
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多摩丘陵・相模野台地） 

都市に残された身近な自然を保全するため、都市公園の整備や適切な管理運営を行うととも

ど多様な主体との連携・協働による緑地の保全、里地里山

進、環境保全型農業の推進などの取組を進めます。 

都市公園の整備や適切な管理運営を行うほか、トラスト制度など

な主体との連携・協働による緑地の保全、里地里山の保全等を促進します。

生物多様性の保全を含めた農業の有する多面的機能を十分に発揮させるため、地域に

等の保全のための共同活動への支援や、環境保全型農業を推進します。

被害等の防止や生態系への影響の軽減を図るため、

都市公園の整備及び適切な管理運営＞ 

した茅ケ崎里山公園や自然生態観察

公園としての座間谷戸山公園など、自然環境の保全と活

用を視点とした都市公園の整備や、自然とのふれあいや

管理運営を行います。 

トラスト制度などによる緑地の保全＞ 

市町による特別緑地保全地区等の指定に協力するとともに、規制等による保全が困難な優良

な緑地を保全するため、かながわトラストみどり基金を活用した緑地の買入れを行います。

身近なみどりを守り、次の世代へ引き継いでいく「かながわのナショナル・トラスト

＞ 

里地里山の有する多面的な機能を発揮し、次の世代へ継承するため、里地里山保全等地域の

選定や、保全活動を行う団体への支援を行い、里地里山の保全、再生及び活用を促進します。

また、里地里山の保全等に取り組む団体と企業、大学等との連携強化を促進するとともに、

住民等の里地里山の保全等への参加や県民理解を促進します。 

農業の有する多面的機能の発揮の促進＞ 

農業の有する多面的機能の発揮を図るため、農地や農業用水、農道等の適切な維持

ど、地域ぐるみの共同活動を支援するとともに、堆肥を使用した土づくり等を通じて化学合成

農薬や化学肥料の使用を減らし、環境への負荷を軽減した環境保全型農業を推進します。

の推進＞ 

アライグマによる生活被害や農業被害を防止し、懸念されている生態系への影響を軽減する

防除実施計画」に基づき市町等と連携して捕獲などの

座間谷戸山公園

[出典：(公財)神奈川県公園協会

、用語集に記載のある用語 

適切な管理運営を行うととも

ど多様な主体との連携・協働による緑地の保全、里地里山の保全等の促

適切な管理運営を行うほか、トラスト制度など多様

ます。 

を十分に発揮させるため、地域におけ

環境保全型農業を推進します。 

防止や生態系への影響の軽減を図るため、市町と連携して

に協力するとともに、規制等による保全が困難な優良

な緑地を保全するため、かながわトラストみどり基金を活用した緑地の買入れを行います。 

かながわのナショナル・トラスト

里地里山保全等地域の

、里地里山の保全、再生及び活用を促進します。 

また、里地里山の保全等に取り組む団体と企業、大学等との連携強化を促進するとともに、

農業の有する多面的機能の発揮を図るため、農地や農業用水、農道等の適切な維持・保全な

ど、地域ぐるみの共同活動を支援するとともに、堆肥を使用した土づくり等を通じて化学合成

農薬や化学肥料の使用を減らし、環境への負荷を軽減した環境保全型農業を推進します。 

被害を防止し、懸念されている生態系への影響を軽減する

て捕獲などの対策に取り組みます。 

座間谷戸山公園における定例自然観察会 

神奈川県公園協会ホームページ] 



（５）三浦半島エリア 

三浦半島に残された自然を保全するため、

る緑地の保全、地域資源を生かした

の推進、アライグマ等の防除など

 

   

 地域制緑地やトラスト制度
公園の整備や管理運営を行うとともに、三浦半島の大規模緑地を中核とした国営公園の誘致

を推進します。 
 

 自然環境や農業、水産業などの三浦半島の地域資源を
学習の場を提供します。 

 

 生物多様性の保全を含めた農業の有する多面的機能
る農地、農業用施設等の保全のための共同活動

 

 アライグマによる農業被害
捕獲等の防除対策を進めるとともに、市町によるタイワンリス対策を支援します。

 

  

＜地域制緑地やトラスト制度による緑地の保全

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

都圏近郊緑地保全法を活用して大規模緑地を保全するとともに、市町が行う特別緑地保全地区

等の指定に協力します。県有地として

地については、計画的な維持管理等によって質の

向上を図り、小網代の森などでは、

民、団体、市町などとの連携による緑地の保全活

動を実施します。 

また、住民や団体等による

活動を支援するとともに、身近なみどりを守り、

次の世代へ引き継いでいく「

ル・トラスト運動」を推進します。

 

＜都市公園の整備及び適切な管理運営

自然環境を保全・活用した都市公園の整備や適切な管理運営を行います。

また、自然体感ハイキングなどのイベントの開催を通じて、国営公園の必要性について県民

への周知を図るなど、三浦半島国営公園（仮称）の誘致活動を進めます。

 

＜地域資源を生かした自然とのふれあいの推進

 自然環境を保全することの大切さについて理解を促進するため、緑地や海岸な

自然を生かして小網代の森、観音崎公園など

ます。 

また、第一次産業が盛んな地域特性を生か

行います。 

取組の方向性

主な取組

 ※ は、
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三浦半島に残された自然を保全するため、トラスト制度など多様な主体との連携・協働によ

生かした自然とのふれあいや体験学習の場の提供、

の推進、アライグマ等の防除などの取組を進めます。 

やトラスト制度などによって緑地の保全を図るほか、自然環境を

管理運営を行うとともに、三浦半島の大規模緑地を中核とした国営公園の誘致

自然環境や農業、水産業などの三浦半島の地域資源を生かして、自然とのふれあいや

 

生物多様性の保全を含めた農業の有する多面的機能を十分に発揮させるため、地域に

の保全のための共同活動への支援や、環境保全型農業を推進します。

被害等の防止や生態系への影響の軽減を図るため、

捕獲等の防除対策を進めるとともに、市町によるタイワンリス対策を支援します。

地域制緑地やトラスト制度による緑地の保全＞ 

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（以下「古都保存法」という。）

都圏近郊緑地保全法を活用して大規模緑地を保全するとともに、市町が行う特別緑地保全地区

県有地として取得した緑

地については、計画的な維持管理等によって質の

向上を図り、小網代の森などでは、企業、地域住

との連携による緑地の保全活

また、住民や団体等による里地里山などの保全

身近なみどりを守り、

「かながわのナショナ

ル・トラスト運動」を推進します。 

都市公園の整備及び適切な管理運営＞ 

自然環境を保全・活用した都市公園の整備や適切な管理運営を行います。

また、自然体感ハイキングなどのイベントの開催を通じて、国営公園の必要性について県民

三浦半島国営公園（仮称）の誘致活動を進めます。

自然とのふれあいの推進＞ 

自然環境を保全することの大切さについて理解を促進するため、緑地や海岸な

て小網代の森、観音崎公園などにおいて体験学習や自然とふれあう取組を推進し

また、第一次産業が盛んな地域特性を生かした農漁業体験や観光農園等に関する情報提供を

緑地保全制度の活用により

（三浦市三崎町

、用語集に記載のある用語 

多様な主体との連携・協働によ

ふれあいや体験学習の場の提供、環境保全型農業

、自然環境を生かした都市

管理運営を行うとともに、三浦半島の大規模緑地を中核とした国営公園の誘致

自然とのふれあいや体験

を十分に発揮させるため、地域におけ

の支援や、環境保全型農業を推進します。 

を図るため、市町と連携して

捕獲等の防除対策を進めるとともに、市町によるタイワンリス対策を支援します。 

（以下「古都保存法」という。）及び首

都圏近郊緑地保全法を活用して大規模緑地を保全するとともに、市町が行う特別緑地保全地区

自然環境を保全・活用した都市公園の整備や適切な管理運営を行います。 

また、自然体感ハイキングなどのイベントの開催を通じて、国営公園の必要性について県民

三浦半島国営公園（仮称）の誘致活動を進めます。 

自然環境を保全することの大切さについて理解を促進するため、緑地や海岸など三浦半島の

において体験学習や自然とふれあう取組を推進し

した農漁業体験や観光農園等に関する情報提供を

により保全した「小網代の森」 

三浦市三崎町） 



＜農業の有する多面的機能の発揮の促進

農業の有する多面的機能の発揮を図るため、

ど、地域ぐるみの共同活動を支援するとともに、堆肥を使用した土づくり等を通じて化学合成

農薬や化学肥料の使用を減らし、環境への負荷を軽減した環境保全型農業を推進します。

 

＜アライグマ防除対策等の推進

アライグマによる農業被害や生活被害を防止し、懸念されている生態系への影響を軽減する

ため、「アライグマ防除実施計画

同じく特定外来生物に指定されているタイワンリスについて、市町が実施する捕獲などの

策に対して支援します。 

 

 

（６）河川・湖沼及び沿岸エリア

生きものにとって、かけがえのない生息・生育環境となっている河川・湖沼及び沿岸域を保

全していくため、生きものに配慮した川づくりや砂浜の回復・保全、

進めます。 

 

  

 自然環境や景観、親水などに配慮した、人と自然にやさしい川づくりを推進します。
 

 山地から平野、河口、海岸までの連続性を捉えた土砂の管理
に配慮した海岸の保全施設の整備を行い

 

 藻場の回復などによる漁場環境の改善や適切な資源管理による持続
県と連携した東京湾の富栄養化対策などに取り組みます。

 

 河川・湖沼における魚類の生息環境の改善や生態系復元、
業※等について調査研究を実施します。

 

  

＜自然環境に配慮した川づくり

魚類の生息に重要な瀬と淵の創出、自然石や木を用

いた河川構造物、コンクリート護岸の表面を土で覆い

緑化するなど、多自然川づくり

また、水源として利用している河川の自然浄化や水

循環の機能を高めるため、河床に自然石を敷く、河床

を水が浸透する工法をとるなど、

路等の環境整備を支援します。

 

 

＜総合的な土砂管理と海岸の保全

土砂が生産される上流域から海岸域まで

の特性※を踏まえた土砂の生産の抑制や流出の調節等の

し、災害の防止、生態系の回復・保全

取組の方向性

主な取組

 ※ は、
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農業の有する多面的機能の発揮の促進＞ 

農業の有する多面的機能の発揮を図るため、農地や農業用水、農道等

ど、地域ぐるみの共同活動を支援するとともに、堆肥を使用した土づくり等を通じて化学合成

農薬や化学肥料の使用を減らし、環境への負荷を軽減した環境保全型農業を推進します。

アライグマ防除対策等の推進＞ 

被害や生活被害を防止し、懸念されている生態系への影響を軽減する

防除実施計画」に基づき市町等と連携して捕獲などの対策

外来生物に指定されているタイワンリスについて、市町が実施する捕獲などの

（６）河川・湖沼及び沿岸エリア 

生きものにとって、かけがえのない生息・生育環境となっている河川・湖沼及び沿岸域を保

全していくため、生きものに配慮した川づくりや砂浜の回復・保全、持続可能な水産業

自然環境や景観、親水などに配慮した、人と自然にやさしい川づくりを推進します。

山地から平野、河口、海岸までの連続性を捉えた土砂の管理を推進する

海岸の保全施設の整備を行います。 

による漁場環境の改善や適切な資源管理による持続

県と連携した東京湾の富栄養化対策などに取り組みます。 

河川・湖沼における魚類の生息環境の改善や生態系復元、遺伝的多様性に配慮した栽培漁

を実施します。 

自然環境に配慮した川づくり＞ 

の生息に重要な瀬と淵の創出、自然石や木を用

、コンクリート護岸の表面を土で覆い

緑化するなど、多自然川づくり※を推進します。 

水源として利用している河川の自然浄化や水

循環の機能を高めるため、河床に自然石を敷く、河床

法をとるなど、市町村が行う河川水

します。 

土砂管理と海岸の保全＞ 

生産される上流域から海岸域までの連続性を捉え、それぞれの地域における土砂移動

を踏まえた土砂の生産の抑制や流出の調節等の対策により、適切な土砂の流れを回復

生態系の回復・保全などを図ります。 

整備に合わせて

小出川の多自然川

（寒川町大曲

、用語集に記載のある用語 

、農道等の適切な維持・保全な

ど、地域ぐるみの共同活動を支援するとともに、堆肥を使用した土づくり等を通じて化学合成

農薬や化学肥料の使用を減らし、環境への負荷を軽減した環境保全型農業を推進します。 

被害や生活被害を防止し、懸念されている生態系への影響を軽減する

市町等と連携して捕獲などの対策に取り組みます。 

外来生物に指定されているタイワンリスについて、市町が実施する捕獲などの対

生きものにとって、かけがえのない生息・生育環境となっている河川・湖沼及び沿岸域を保

持続可能な水産業などを

自然環境や景観、親水などに配慮した、人と自然にやさしい川づくりを推進します。 

を推進するとともに、生態系

による漁場環境の改善や適切な資源管理による持続可能な水産業、近隣都

遺伝的多様性に配慮した栽培漁

、それぞれの地域における土砂移動

適切な土砂の流れを回復

わせて土で護岸を覆い、植生を施した

多自然川づくり 

寒川町大曲 鷹匠橋上流） 



海岸侵食が進む相模湾沿岸では、総

なぎさづくり」の一環として、

また、海岸保全施設の整備に当たっては、事前に生態系について調査・分析し、生きものの

生息・生育環境の保全に配慮します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜沿岸域の環境保全と持続可能な水産業の推進

 水産資源をはぐくむ藻場の消失を防ぐための対策や、水質浄化作用が見込まれる二枚貝の増

養殖の振興等により、漁場環境の改善を図るとともに、漁業者や

モ場の再生の取組について技術的な助言・指導を行います。

持続可能な水産業を推進するため、

ニタリング等を行いながら、適切な資源管理を推進するとともに、種苗の

種や放流量の目標などを定めて計画的かつ効果的に

 東京湾では、埼玉県、千葉県及び東京都

の流入の総量規制を行い、水質の維持・改善を図り

 

＜水域の生態系保全に関する調査研究

   川や湖に生息する魚類の生息環境の改善や生態系復元の研究、水生生物等の資源・生態の調

査、遺伝的多様性に配慮した栽培漁業の試験研究

系保全に関する調査研究に取り組

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺伝的多様性に配慮した栽培漁業

～ 代理親魚技術による遺伝的多様性
 

 県内各地では栽培技術によって

してきましたが、近年、ヒラメ資源

求められています。 

本来、天然魚の親ヒラメから採卵

思われますが、天然ヒラメは飼育

も少ないことから、稚魚を大量かつ

難です。 

そこで本県では、これまで開発

のヒラメ（代理親魚）に、複数の

ととなる細胞）を移植し、様々な

率的に生産する技術（代理親魚技術

ダムの浚渫（しゅんせつ）

2007（平成19）年４月、養浜

 ※ は、
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海岸侵食が進む相模湾沿岸では、総合的な土砂管理による「山・川・海の連続性をとらえた

の一環として、計画的な養浜など各海岸の状況に応じた侵食対策を実施します。

また、海岸保全施設の整備に当たっては、事前に生態系について調査・分析し、生きものの

生息・生育環境の保全に配慮します。  

保全と持続可能な水産業の推進＞ 

水産資源をはぐくむ藻場の消失を防ぐための対策や、水質浄化作用が見込まれる二枚貝の増

養殖の振興等により、漁場環境の改善を図るとともに、漁業者や NPOの連携・協働によるアマ

モ場の再生の取組について技術的な助言・指導を行います。 

持続可能な水産業を推進するため、魚種ごとに資源管理指針を策定し

を行いながら、適切な資源管理を推進するとともに、種苗の

種や放流量の目標などを定めて計画的かつ効果的に栽培漁業を推進します。

埼玉県、千葉県及び東京都とともに、富栄養化の原因物質である窒素及び

水質の維持・改善を図ります。 

水域の生態系保全に関する調査研究＞ 

川や湖に生息する魚類の生息環境の改善や生態系復元の研究、水生生物等の資源・生態の調

遺伝的多様性に配慮した栽培漁業の試験研究、希少魚の遺伝子保存の研究

研究に取り組みます。 

 栽培漁業の試験研究  

遺伝的多様性のある稚魚の生産 ～ 

によって生産したヒラメの稚魚を盛んに放流

資源の遺伝的多様性を確保することが

採卵・育成して放流することがよいと

飼育が大変難しく、さらに得られる卵量

かつ安定的に生産することがとても困

開発した病気に強く飼育が容易な養殖用

の天然魚の精原細胞（卵子や精子のも

な天然魚由来の遺伝子を持つ稚魚を効

代理親魚技術）の開発に取り組んでいます。 

ヒラメ

[県

）土砂を利用した養浜による砂浜の回復（茅ヶ崎海岸 中海岸地区

養浜開始直後（左）と2015（平成27）年4月、養浜

養浜材（ダム浚渫土砂など） 

は、海岸線に留まり、海岸 

線が前進 

養浜した砂により

海岸線が前進 

、用語集に記載のある用語 

合的な土砂管理による「山・川・海の連続性をとらえた

に応じた侵食対策を実施します。 

また、海岸保全施設の整備に当たっては、事前に生態系について調査・分析し、生きものの

水産資源をはぐくむ藻場の消失を防ぐための対策や、水質浄化作用が見込まれる二枚貝の増

の連携・協働によるアマ

魚種ごとに資源管理指針を策定し、主要な水産資源のモ

を行いながら、適切な資源管理を推進するとともに、種苗の放流等に適している

推進します。 

とともに、富栄養化の原因物質である窒素及びりん

川や湖に生息する魚類の生息環境の改善や生態系復元の研究、水生生物等の資源・生態の調

、希少魚の遺伝子保存の研究など水域の生態

ヒラメ(代理親魚)への精原細胞移植 

県立水産技術センター提供] 

中海岸地区） 

養浜開始後８年経過

により 



 ※ は、用語集に記載のある用語 
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２ エリアをまたぐ取組 

（１）野生鳥獣との共存を目指した取組 

  ＜野生鳥獣との棲み分け＞ 

     野生鳥獣との共存を目指して、人と鳥獣の棲み分けを図っていくことにより、農業被害や生

活被害、人身被害など野生鳥獣との軋轢を軽減していくため、地域住民や市町村など地域の関

係者が主体となった取組を促進します。具体的には、被害をもたらす鳥獣の生態や被害の状況、

地域の実情等に応じて、地域住民や市町村など地域の関係者が主体となって行う鳥獣の捕獲や

追い払い、農地等への侵入を防止する防護柵の設置と管理、鳥獣の隠れ場所や移動ルートとな

る藪の刈り払い、鳥獣を誘引する一因となる放置された果樹の除去等の対策を支援します。 

 

  ＜ニホンジカ・ニホンザルの管理＞ 

林床植生など生態系への影響が大きく農林業被害も生じているニホンジカ及び農業被害や生

活被害、人身被害が深刻化しているニホンザルについて、地域個体群の維持を図りつつ、被害

等の軽減・防止を図るため、県と市町村が連携・分担して捕獲による個体数調整、森林の整備

等を通じた生息環境整備及び防護柵の設置等による被害防除対策を実施するとともに、生息状

況、生息環境、被害実態等のモニタリングを行って対策の効果検証と見直しを行います。 

2017(平成 29)年度からの「第４次ニホンジカ管理計画」及び「第４次ニホンザル管理計画」

では、生息状況等のデータに基づいて地域住民、関係機関、専門家などの関係者の合意を図り

ながら、より対策を強化して取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）外来生物の監視と防除 

外来生物の分布状況について県民等の協力を得て情報収集を行うとともに、防除対策の取組

事例や県民による対応が可能な外来植物等の防除方法などの情報提供を行うことにより、地域

主体の外来生物の防除活動を促進します。 

また、特に生態系への影響や農業被害、生活被害が大きく、特定外来生物に指定されている

アライグマについて、「アライグマ防除実施計画」に基づいて、生息分布域の縮小と個体数の

減少を目指し、市町村等と連携して捕獲などの対策を進めるとともに、同じく特定外来生物に

指定されているタイワンリスについて、市町が実施する捕獲などの対策に対して支援します。 

 

 

 

 

 



 ※ は、用語集に記載のある用語 
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（３）法令・制度等を通じた生態系の保全 

＜緑地等を保全する制度の活用＞ 

   緑地や水辺環境は、生きものの生息・生育環境をはじめ、安全で快適な環境の形成やレクリ

エーション活動の場の提供など、様々な機能を持っており、まちづくりの上でも重要な役割を

持っています。そこで、市町村と連携して法令による地域指定や都市公園の整備など地域の特

性等に応じた手法を選択し、緑地等の保全を図ります。 

 

  ① 近郊緑地特別保全地区（近郊緑地保全区域） 

近郊緑地保全区域は、首都圏近郊緑地保全法第３条第１項の規定に基づき、首都圏近郊整備

地帯内の緑地のうち、無秩序な市街化のおそれが大きい地域で、その防止効果があるなど一定

の要件に該当する区域を保全するために国土交通大臣が指定するものです。県内では、多摩・

三浦丘陵に残された大規模緑地を中心に指定されています。 

このうち、近郊緑地保全区域内の枢要な部分について、県（政令指定都市内においては、

当該市）は都市計画に近郊緑地特別保全地区を定めることができ、県内では三浦市の小網代の

森のほぼ全域や円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域の一部などを指定しています。近郊緑地特別

保全地区に指定されると、建築物の建築等一定の行為について、知事（市の区域は市長）の許

可が必要となります。この規制によって土地利用に著し

い支障を来たした場合は、地方公共団体等による土地の

買入れ制度等があります。 

  現在の近郊緑地特別保全地区は、引き続き指定を維

持するとともに、本県の自然環境の骨格となる大規模緑

地、地域における特徴的な自然景観を有する緑地、多様

な野生生物の生息・生育環境として良好な生態系が維持

されている緑地など特に良好な自然環境を有する緑地に

ついて、開発動向などを踏まえて、市町の協力を得なが

ら指定を検討します。 

 

  ② 歴史的風土特別保存地区（歴史的風土保存区域） 

古都保存法に基づき、本県では、鎌倉市と逗子市が、わが国往時の政治、文化の中心等と

して歴史上重要な地位を有する「古都」として定められています。歴史的風土保存区域は、

同法第４条第１項の規定に基づき、歴史的風土を保存するために必要な土地の区域について、

国土交通大臣が指定するものです。 

このうち、歴史的風土の保存上、枢要な部分を構成している地域について、県は都市計画

に歴史的風土特別保存地区を定めることができます。指定されると、建築物の建築等一定の

行為について、知事の許可が必要となります。この規

制によって土地利用に著しい支障を来たした場合は、

県による土地の買入れ制度等があります。 

現在の歴史的風土特別保存地区については、引き続

き指定を維持するとともに、歴史的風土の枢要な部分

を構成している地域のうち、維持・保存の対策を講ず

る必要がある地域について、市の協力を得ながら指定

を検討します。 

 

近郊緑地特別保全地区 

（鎌倉市今泉 円海山・北鎌倉） 

歴史的風土特別保存地区 
（鎌倉市扇ヶ谷 寿福寺） 
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  ③ 自然環境保全地域 

自然環境保全地域は、自然環境保全条例に基づき、優れた天然林や植物の自生地などの良

好な自然環境を有する地域を指定するもので、本県では自然公園周辺部の良好な自然環境を

有する地域や都市部の比較的小規模ではあるが良好な自然環境を有している緑地などを指定

しています。 

このうち、相模原市の石砂山地区を、特に良好な自然環境を有している特別地区として指

定しています。自然環境保全地域に指定されると、建築物の建築等一定の行為について知事

への届出（特別地区は許可）が必要となります。 

現在の自然環境保全地域については、原則として指定を維持するとともに、多様な野生生

物の生息・生育環境として良好な生態系が維持されている緑地など、良好な自然環境を有し、

自然的・社会的諸条件から見て、その区域の自然環境を保全することが必要である地域につ

いて、指定を検討します。ただし、他の手法の適用が可

能な場合は、自然環境保全地域とは重複指定せず、原則

として、特別緑地保全地区など、より保全効果が高い手

法を優先的に検討することとします。 

なお、自然環境保全法に基づき環境大臣が指定する地

域として、ほとんど人の手の加わっていない原生の状態

が保たれている原生自然環境保全地域と、優れた自然環

境を維持している自然環境保全地域がありますが、県内

での指定はありません。 

 

 

  ④ 自然公園 

    自然公園には、自然公園法に基づき、環境大臣が指定する国立公園及び国定公園と、自然

公園法及び神奈川県立自然公園条例（以下「自然公園条例」という。）に基づき、知事が指

定する県立自然公園があります。 

    優れた自然の風景地を土地の権原に関わりなく指定し、

自然公園法及び自然公園条例に基づいて、建築物の新築な

どに対する行為規制や必要な公園施設の整備・維持管理な

どを行うことにより、保護及び利用の増進を図っています。 

本県では、富士箱根伊豆国立公園、丹沢大山国定公園、

県立丹沢大山自然公園、県立真鶴半島自然公園、県立奥湯

河原自然公園及び県立陣馬相模湖自然公園が指定されてい

ます。 

 

 

  ⑤ 保安林 

 保安林は、森林法に基づいて、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備又は生活環

境の保全・形成等、公共の目的を達成するため、農林水産大臣若しくは知事が指定するもの

です。流域における保安林の配備状況、社会的要請、それぞれの森林の持つ特性等を踏まえ、

水源のかん養、災害の防止、保健休養等の目的を達成するために保安林として指定する必要

のある森林について指定します。 

 

自然環境保全地域 特別地区 

（相模原市緑区牧野 石砂山） 

丹沢大山国定公園 

（山北町玄倉 不動の峰より） 
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⑥ 鳥獣保護区 

鳥獣保護区は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき指定するも

ので、本県では、行動圏が広域に及ぶ大型鳥獣など多様な鳥獣が生息する大規模生息地、鳥

類の集団渡来地、身近な鳥獣の生息地などについて指定しています。鳥獣保護区のうち、鳥

獣の保護又はその生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区に指

定することができます。鳥獣保護区内においては、狩猟が認められないほか、特別保護地区

内においては、一定の開発行為が規制されます。 

鳥獣保護区に指定しなければ鳥獣の繁殖等に影響を与えるなどの状況が確認された場合は、

市町村、関係者、土地所有者等と調整を行い、指定に努めます。 

なお、鳥獣保護区には、知事が指定する鳥獣保護区のほかに、環境大臣が指定する鳥獣保

護区がありますが、県内での指定はありません。 

 

  ⑦ 都市公園 

都市公園法に基づく公園又は緑地で、原則、公有地化したうえで、供用開始を公告するこ

とにより設置されます。これまでに、河川と一体的な境川遊水地公園、里山の特徴を生かし

た茅ケ崎里山公園などの県立都市公園を整備し、管理運営を行っています。 

県では、「神奈川県立都市公園の整備・管理の基本方針」を策定して、都市公園の整備と

管理運営を進めています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図４ 県立都市公園位置図 

[2016（平成28）年１月現在] 

＜公園づくりの基本方針＞ 「神奈川県立都市公園の整備・管理の基本方針」より抜粋 

視点Ⅰ 自然環境の保全と活用 

(1)生態系や生物多様性への配慮、(2)地球環境問題等への地域からの対応 

視点Ⅱ 災害対応とバリアフリー化の推進 

(3)緊迫する自然災害への対応、(4)誰もが楽しめる公園づくり 

視点Ⅲ 地域活性化への貢献 

(5)歴史や文化の継承と創造、(6)地域と一体になった魅力の向上 

視点Ⅳ 効率的で効果的な公園整備とサービス 

(7)より良いサービスの提供、(8)多様な主体との連携、(9)既存公園の再生、 

(10)骨格となるみどりの確保、(11)ヘルスケアパークの推進 



⑧ トラスト緑地 

都市緑地法など現行の法制度を最大限活用しても保全を図ることができ

ない良好な緑地について、緑地の所有者との保存契約やかながわトラスト

みどり基金を活用した買入れにより保全を図っています。

また、市町村が緑地の所有者と緑地保存契約を締結している場合に

借料など必要な費用の一部を助成しています。

引き続き、将来に残す必要がありながら法制度により保全が困難な緑地

について、緑地保存契約や買入れなどにより、緑地の保全を推進します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 特別緑地保全地区 

       特別緑地保全地区は、市街地に残された良好な自然環境を形成する緑地を保全するため、

都市緑地法に基づき都市計画に定めるものです

規模緑地を県、10ヘクタール未満の身近な緑地を市町

年度からは、全て各市町の権限により指定が進められています。

れると、建築物の建築等一定の行為について、知事（市の区域は市長）の許可が必要とな

ます。この規制によって土地利用に著しい支障を来たした場合は、

地の買入れ制度等があります

例外的に 10ヘクタール以上かつ

隣接する市町の土地利用方針が著しく異なるなどの状況がある場合に限り、指定を検討して

いきます。 

市町による指定に当たっては、県との法定協議を必要としますが、将来にわたって良好な

自然環境の保全を図る視点から協議を行います。

 

 

[2016

 ※ は、
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都市緑地法など現行の法制度を最大限活用しても保全を図ることができ

ない良好な緑地について、緑地の所有者との保存契約やかながわトラスト

みどり基金を活用した買入れにより保全を図っています。 

また、市町村が緑地の所有者と緑地保存契約を締結している場合に、賃

費用の一部を助成しています。 

引き続き、将来に残す必要がありながら法制度により保全が困難な緑地

について、緑地保存契約や買入れなどにより、緑地の保全を推進します。

市街地に残された良好な自然環境を形成する緑地を保全するため、

都市緑地法に基づき都市計画に定めるものです。都市及び都市近郊の 10

ヘクタール未満の身近な緑地を市町が指定してきました。

各市町の権限により指定が進められています。特別緑地保全地区に指定さ

れると、建築物の建築等一定の行為について、知事（市の区域は市長）の許可が必要とな

ます。この規制によって土地利用に著しい支障を来たした場合は、地方公共団体等による土

があります。 

以上かつ２以上の市町にまたがる場合の指定権限は県にありますが、

隣接する市町の土地利用方針が著しく異なるなどの状況がある場合に限り、指定を検討して

市町による指定に当たっては、県との法定協議を必要としますが、将来にわたって良好な

自然環境の保全を図る視点から協議を行います。 

図５ トラスト緑地位置図 

[2016（平成28）年1月現在] 

、用語集に記載のある用語 

都市緑地法など現行の法制度を最大限活用しても保全を図ることができ

ない良好な緑地について、緑地の所有者との保存契約やかながわトラスト

、賃

引き続き、将来に残す必要がありながら法制度により保全が困難な緑地

について、緑地保存契約や買入れなどにより、緑地の保全を推進します。 

市街地に残された良好な自然環境を形成する緑地を保全するため、

10ヘクタール以上の大

指定してきました。2012（平成 24）

特別緑地保全地区に指定さ

れると、建築物の建築等一定の行為について、知事（市の区域は市長）の許可が必要となり

地方公共団体等による土

２以上の市町にまたがる場合の指定権限は県にありますが、

隣接する市町の土地利用方針が著しく異なるなどの状況がある場合に限り、指定を検討して

市町による指定に当たっては、県との法定協議を必要としますが、将来にわたって良好な

東林ふれあいの森緑地 

（相模原市南区上鶴間） 
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 ⑩ 風致地区 

風致地区は、都市の風致を維持することを目的として都市計画に定めるものです。本県では、

これまで県が樹林地、丘陵地、水辺地等の良好な自然環境を保持している区域、史跡や神社仏

閣等がある区域、良好な住環境を維持している区域等について、風致地区の指定を行ってきま

した。2012（平成 24）年度からは、各市町の権限により指定が行われています。風致地区に指

定されると、建築物について建ぺい率や高さ制限などが強化されるほか、建築物の建築等一定

の行為について、市町長の許可が必要となります。 

例外的に 10ヘクタール以上かつ２以上の市町にまたがる場合の指定権限は県にありますが、

隣接する市町の土地利用方針が著しく異なるなどの状況がある場合に限り、指定を検討してい

きます。 

市町による指定に当たっては、県との法定協議を必要としますが、広域的視点を含め、自然

環境や住環境など良好な風致を保持する視点から協議を行います。 

 

⑪ 生産緑地地区 

    生産緑地地区は、市街化区域において、公害や災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の

保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ公共施設等の敷地の用に供する土地と

して適している 500平方メートル以上の農地について、市町が都市計画に定めるものです。生

産緑地地区に指定されると、原則として 30年間、建築物の建築等一定の行為について、市町

長の許可が必要となります。 

市町による指定に当たっては、県との法定協議を必要としますが、地域の実情に即した指定

となるよう協議を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 地域制緑地等現況図 

[2014（平成26）年3月現在）] 

凡例： 
都市公園 
 

近郊緑地保全区域 

歴史的風土保存区域 

特別緑地保全地区 
 

生産緑地地区 
 

保安林 
 

自然環境保全地域 
 

自然公園 
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＜緑の基本計画による生態系の保全＞ 

都市緑地法に基づき市町が「緑の基本計画」の策定または改定を行うに当たっての市町から

県への協議を通じて、生物多様性の保全を含め県の諸計画や施策等との整合性を図り、市町と

連携して生態系の保全を図ります。 

 

 

【緑の基本計画策定（改定）時の配慮として望まれること】 

 生物多様性の保全に配慮した緑の基本計画の策定（改定） 
生物多様性の保全は緑の基本計画の対象である「緑地」のもつ重要な機能の一つです。 

特に、都市部においては、生きものの生息・生育環境となる緑地が分断される傾向にあり、

都市における生きものの減少など、生物多様性の損失をもたらす一因となっています。 

    そこで、緑の基本計画を策定するに当たり、緑の量の確保と質の向上を図るとともに、緑

地の適正な配置とその有機的なネットワーク（エコロジカルネットワーク）化を通じて、生

きものの生息・生育環境を確保していくことが望まれます。 

 

 ＜エコロジカルネットワーク形成の観点からの緑の基本計画の策定（改定）の手順＞ 

※「緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項」(国土交通省都市局)から作成 
 

 現況調査と調査結果の分析・評価、評価結果を踏まえた課題の整理と目標設定 
地形や水系、植生など自然的条件に関する調査や、土地利用の状況、関連計画等社会的

条件に関する調査に際しては、動植物の分布状況の把握といったエコロジカルネットワー

クの形成への配慮なども検討の上、課題を整理し、目標を設定します。 

エコロジカルネットワークは、行政区域を超えて形成されることが重要なため、隣接市

町村の計画を参照するとともに、図２に示したような生きものの生息状況など、県域の状

況も参考にすることが望まれます。 

県では、今後、市町村や関係機関等とも連携し、情報の段階的蓄積を図り、情報提供を

充実していきます。 

 

 緑地の配置方針 
エコロジカルネットワークの形成に必要な中核地区などの地区を設定し、配置方針を検

討します。 

 中核地区 ― 都市郊外に存在し他の地域への動植物種の供給等に資する緑地 
 拠点地区 ― 市街地に存在し動植物種の分布域の拡大等に資する緑地 
 回廊地区 ― 中核地区と拠点地区を結び動植物種の移動空間となる河川や緑道等の緑地 
 緩衝地区 ― 中核地区、拠点地区、回廊地区に対する緩衝機能を発揮する地区 

 

 施策の検討 
エコロジカルネットワークを形成するための緑地の保全を図るため、「ア 緑地等を保

全する制度の活用」で示した制度のほか、活用可能な手法としては、次のようなものが考

えられます。 

 地区計画等緑地保全条例制度（都市緑地法第20条） 
 地区計画等緑地率条例制度（都市緑地法第39条） 
 緑地協定制度（都市緑地法第45条、第54条） 
 市民緑地制度（都市緑地法第55条） 

【緑の基本計画策定（改定）時の配慮として望まれること】 

 生物多様性の保全に配慮した緑の基本計画の策定（改定） 
生物多様性の保全は緑の基本計画の対象である「緑地」のもつ重要な機能の１つです。 

特に、都市部においては、生きものの生息・生育環境となる緑地が分断される傾向にあり、

都市における生きものの減少など、生物多様性の損失をもたらす一因となっています。 

    そこで、緑の基本計画を策定するに当たり、緑の量の確保と質の向上を図るとともに、緑

地の適正な配置とその有機的なネットワーク（エコロジカルネットワーク）化を通じて、生き

ものの生息・生育環境を確保していくことが望まれます。 

 

 ＜エコロジカルネットワーク形成の観点からの緑の基本計画の策定（改定）の手順＞ 

※「緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項」(国土交通省都市局)から作成 
 

 現況調査と調査結果の分析・評価、評価結果を踏まえた課題の整理と目標設定 
地形や水系、植生など自然的条件に関する調査や、土地利用の状況、関連計画等社会的

条件に関する調査を行い、動植物の分布状況の把握といったエコロジカルネットワークの

形成への配慮なども検討の上、課題を整理し、目標を設定します。 

エコロジカルネットワークは、行政区域を越えて形成されることが重要なため、隣接市

町村の計画を参照するとともに、図８に示したような生きものの生息状況など、県全域の

状況も参考にすることが望まれます。 

県では、今後、市町村や関係機関等とも連携し、情報の段階的蓄積を図り、情報提供を

充実していきます。 

 

 緑地の配置方針 
エコロジカルネットワークの形成に必要な中核地区などの地区を設定し、配置方針を検

討します。 

 中核地区 ― 都市郊外に存在し他の地域への動植物種の供給等に資する緑地 
 拠点地区 ― 市街地に存在し動植物種の分布域の拡大等に資する緑地 
 回廊地区 ― 中核地区と拠点地区を結び動植物種の移動空間となる河川や緑道等の緑地 
 緩衝地区 ― 中核地区、拠点地区、回廊地区に対する緩衝機能を発揮する地区 

 

 施策の検討 
エコロジカルネットワークを形成するための緑地の保全を図るため、＜緑地等を保全す

る制度の活用＞（27ページ～）で示した制度のほか、活用可能な手法としては、次のよう

なものが考えられます。 

 地区計画等緑地保全条例制度（都市緑地法第20条） 
 地区計画等緑地率条例制度（都市緑地法第39条） 
 緑地協定制度（都市緑地法第45条、第54条） 
 市民緑地制度（都市緑地法第55条） 

 

 



 緑化地域制度（都市緑地法第
 市民農園制度（市民農園整備促進法）
 保存樹・保存樹林の指定
 公共施設緑化、緑道や街路樹の整備、道路法面緑化等
 市民との協働による緑地保全の仕組

 

 モニタリング（計画策定後）
緑の基本計画策定後もモニタリングを継続的に実施し、施策の効果や目標の達成状況

等を十分に把握・検証した上で、緑の基本計画の必要な見直しを行っていくことが必要

です。 

モニタリングデータについて可能な限り県や隣接市町村等と情報共有を図り、施策の

充実を図っていくことが望まれます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  緑地の持つ様々な機能（生態系サービス）を生かしたまちづくりの観点からの策定（改定）
緑地は、生きものの生息・生育環境

改善」、水源かん養、良好な景観や歴史的空間の形成、健康・レクリエーション、防災など、

様々な機能を有しています。

これらは、緑地の生物多様性がもたらす生態系サービスでもあります。自然的条件や社会

的条件の調査結果等に基づき、これらの生態系サービスを生かす視点からの課題の整理と目

標設定を行い、それぞれの地域に応じたまちづくりの中で、生態系サービスが十分提供され

るよう、緑の基本計画を定めることも必要です。

 緑化地域制度（都市緑地法第
 市民農園制度（市民農園整備促進法）
 保存樹・保存樹林の指定
 公共施設緑化、緑道や街路樹の整備、道路法面緑化等
 市民との協働による緑地保全の仕組み

 

 モニタリング（計画策定後）
緑の基本計画策定後もモニタリングを継続的に実施し、施策の効果や目標の達成状況等

を十分に把握・検証した上で、緑の基本計画の必要な見直しを行っていくことが必要です。

モニタリングデータについて可能な限り県や隣接市町村等と情報共有を図り、施策の充

実を図っていくことが望まれます。

 

    優    劣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 緑地の持つ様々な機能（生態系サービス）を生かしたまちづくりの観点からの策定（改定）
緑地は、生きものの生息・生育環境をはじめ、大気の浄化や気温の調整など「環境の維

持・改善」、水源かん養、良好な景観や歴史的空間の形成、健康・レクリエーション、防災

など、様々な機能を有しています。

これらは、緑地の生物多様性がもたらす生態系サービスでもあります。自然的条件や社会

的条件の調査結果等に基づき、これらの生態系サービスを生かす視点からの課題の整理と目

標設定を行い、それぞれの地域に応じたまちづくりの中で、生態系サービスが十分

れるよう、緑の基本計画を定めることも必要です。

 

 

 

 

広

分割

分離

棒状

緑道

円形

図７ エコロジカルネットワークの

       [環境省

 ※ は、
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緑化地域制度（都市緑地法第34条） 

市民農園整備促進法） 

保存樹・保存樹林の指定 

公共施設緑化、緑道や街路樹の整備、道路法面緑化等 

市民との協働による緑地保全の仕組み 

モニタリング（計画策定後） 

緑の基本計画策定後もモニタリングを継続的に実施し、施策の効果や目標の達成状況

等を十分に把握・検証した上で、緑の基本計画の必要な見直しを行っていくことが必要

モニタリングデータについて可能な限り県や隣接市町村等と情報共有を図り、施策の

充実を図っていくことが望まれます。 

緑地の持つ様々な機能（生態系サービス）を生かしたまちづくりの観点からの策定（改定）

緑地は、生きものの生息・生育環境をはじめ、大気の浄化や気温の調整など「環境の維持・

改善」、水源かん養、良好な景観や歴史的空間の形成、健康・レクリエーション、防災など、

様々な機能を有しています。 

これらは、緑地の生物多様性がもたらす生態系サービスでもあります。自然的条件や社会

的条件の調査結果等に基づき、これらの生態系サービスを生かす視点からの課題の整理と目

標設定を行い、それぞれの地域に応じたまちづくりの中で、生態系サービスが十分提供され

るよう、緑の基本計画を定めることも必要です。 

緑化地域制度（都市緑地法第34条） 

市民農園制度（市民農園整備促進法） 

保存樹・保存樹林の指定 

公共施設緑化、緑道や街路樹の整備、道路法面緑化等 

市民との協働による緑地保全の仕組み 

モニタリング（計画策定後） 

緑の基本計画策定後もモニタリングを継続的に実施し、施策の効果や目標の達成状況等

を十分に把握・検証した上で、緑の基本計画の必要な見直しを行っていくことが必要です。

モニタリングデータについて可能な限り県や隣接市町村等と情報共有を図り、施策の充

実を図っていくことが望まれます。 

 

緑地の持つ様々な機能（生態系サービス）を生かしたまちづくりの観点からの策定（改定）

緑地は、生きものの生息・生育環境をはじめ、大気の浄化や気温の調整など「環境の維

持・改善」、水源かん養、良好な景観や歴史的空間の形成、健康・レクリエーション、防災

など、様々な機能を有しています。 

これらは、緑地の生物多様性がもたらす生態系サービスでもあります。自然的条件や社会

的条件の調査結果等に基づき、これらの生態系サービスを生かす視点からの課題の整理と目

標設定を行い、それぞれの地域に応じたまちづくりの中で、生態系サービスが十分

れるよう、緑の基本計画を定めることも必要です。

広いほどよい

分割しない方がよい

分離させない方がよい

棒状より等間隔の方がよい

緑道でつなげた方がよい

円形に近い方がよい

エコロジカルネットワークの形成 生態系の拠点間の連携

環境省 平成８年版環境白書 を基に作成] 

[効果的
 

よい自然はより

より円形に

として残し

つなぐのがもっとも

配置と言えます

、用語集に記載のある用語 

緑の基本計画策定後もモニタリングを継続的に実施し、施策の効果や目標の達成状況

等を十分に把握・検証した上で、緑の基本計画の必要な見直しを行っていくことが必要

モニタリングデータについて可能な限り県や隣接市町村等と情報共有を図り、施策の

緑地の持つ様々な機能（生態系サービス）を生かしたまちづくりの観点からの策定（改定） 

、大気の浄化や気温の調整など「環境の維持・

改善」、水源かん養、良好な景観や歴史的空間の形成、健康・レクリエーション、防災など、

これらは、緑地の生物多様性がもたらす生態系サービスでもあります。自然的条件や社会

的条件の調査結果等に基づき、これらの生態系サービスを生かす視点からの課題の整理と目

標設定を行い、それぞれの地域に応じたまちづくりの中で、生態系サービスが十分提供され

  

緑の基本計画策定後もモニタリングを継続的に実施し、施策の効果や目標の達成状況等

を十分に把握・検証した上で、緑の基本計画の必要な見直しを行っていくことが必要です。 

モニタリングデータについて可能な限り県や隣接市町村等と情報共有を図り、施策の充

緑地の持つ様々な機能（生態系サービス）を生かしたまちづくりの観点からの策定（改定） 

緑地は、生きものの生息・生育環境をはじめ、大気の浄化や気温の調整など「環境の維

持・改善」、水源かん養、良好な景観や歴史的空間の形成、健康・レクリエーション、防災

これらは、緑地の生物多様性がもたらす生態系サービスでもあります。自然的条件や社会

的条件の調査結果等に基づき、これらの生態系サービスを生かす視点からの課題の整理と目

標設定を行い、それぞれの地域に応じたまちづくりの中で、生態系サービスが十分に提供さ

連携の確保 

効果的な緑地の配置] 

はより広い面積を、

に近い形でかたまり

し、それらを緑道で

つなぐのがもっとも効果的な

えます。 



 ※ は、用語集に記載のある用語 
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※ 本県では、丹沢山地や箱根山地の山麓一帯に広がる里地里山をはじめ、酒匂川や相模

川などの沿岸に広がる水田などのまとまりある農地、都市にモザイク状に存在する農地、

三浦半島の大規模な丘陵やその周辺の谷戸など、種の多様性に富み、生きものの生息・

生育環境としても重要な「里山・農地生態系」が各地域で見られます。 

図８は、市町が緑の基本計画を策定する際の参考となるよう、指標となる植物と昆

虫種の種数から「里山・農地生態系」の生物多様性の状況を示すものとして試験的に

作成したものです。 

 

 

（４）生物多様性への負荷を軽減する取組 

開発などの事業に伴う生物多様性への負荷を軽減するための取組を進めます。 

 

 ア 環境に配慮した計画的な土地利用 

＜神奈川県土地利用調整条例に基づく適切な開発調整＞ 

県民の生活や生産の共通の基盤である県土について、自然環境との調和や保全を図りながら、

総合的かつ計画的な利用を推進するため、市街化調整区域などにおいて、開発や埋立を行う際、

法令に基づく許認可の前に土地利用調整を行います。 

 

 

 

凡例：里山指標種の種数 

      40～84種 

      20～39種 

      9～19種 

      １～８種 

       

図８ 里山指標種の生息・生育状況 

[2014（平成26）年度 神奈川県生物多様性保全基本方針図作成委託事業結果から作成] 



＜神奈川県環境影響評価条例に基づく環境影響評価

道路の建設、工場・事業場の建設など

環境への影響をできる限り低減するため、周辺の環境に及ぼす影響を、事業者が自ら事前に調

査・予測・評価し、その結果を公表して、住民、事業者、行政がそれぞれの立

合うことにより、環境に配慮したものとする取組を進めます。

 

＜みどりの協定実施要綱に基づく開発時の緑地面積の確保

事業所の建設、住宅団地の造成、大規模小売店舗の建設、土石の採取など１ヘクタール以上

の開発事業を行う場合、自然環境の維持・回復を図るため、

において一定規模の緑地面積を確保します。

高い植生をできる限り保存するなどの配慮について調整します。

 

 イ 農林水産業の振興における環境への配慮

＜環境保全型農業の推進＞ 

   環境と調和する農業の一層の推進を図るため、堆肥等による土づくりと化学肥料、化学合成

農薬の使用の低減を一体的に行う生産方式を導入しようとする農業者をエコファーマーとして

認定するなど、環境保全型農業を推進します。

 

＜水産資源の適切な管理の推進

持続的な水産資源の利用を図るため、

持続的なモニタリング等を行い、調査によって得られた情報を漁業関係者に提供するなど、

切な資源管理を推進します。

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組事例：マアナゴの資源管理
 

県では、サバ類やキンメダイ、ヒラメなど

２漁業種類について、資源管理指針

県内の 16の漁業協同組合がこの

管理計画を作成しており、2015

全部で31の計画が作成されています

 例えば、マアナゴは、漁業者が

と呼ばれる塩ビ管の漁具を漁船に

出漁しますが、マアナゴの資源管理計画

日と日曜日を休漁日としているほか

沈めるために空けている水抜き穴

アナゴを逃がす取組を実施しています

 ※ は、
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神奈川県環境影響評価条例に基づく環境影響評価＞ 

道路の建設、工場・事業場の建設など一定規模以上の開発事業を行う場合、開発事業による

環境への影響をできる限り低減するため、周辺の環境に及ぼす影響を、事業者が自ら事前に調

査・予測・評価し、その結果を公表して、住民、事業者、行政がそれぞれの立

合うことにより、環境に配慮したものとする取組を進めます。 

に基づく開発時の緑地面積の確保＞ 

事業所の建設、住宅団地の造成、大規模小売店舗の建設、土石の採取など１ヘクタール以上

の開発事業を行う場合、自然環境の維持・回復を図るため、事業者と協定

において一定規模の緑地面積を確保します。緑地面積の確保にあたっては、現存する自然度の

高い植生をできる限り保存するなどの配慮について調整します。 

農林水産業の振興における環境への配慮 

 

環境と調和する農業の一層の推進を図るため、堆肥等による土づくりと化学肥料、化学合成

農薬の使用の低減を一体的に行う生産方式を導入しようとする農業者をエコファーマーとして

認定するなど、環境保全型農業を推進します。 

管理の推進＞ 

持続的な水産資源の利用を図るため、魚種ごとに資源管理指針を策定し

を行い、調査によって得られた情報を漁業関係者に提供するなど、

な資源管理を推進します。 

                                   

資源管理 

ヒラメなど 13魚種、定置網漁業など

資源管理指針を作成しています。 

がこの指針に基づいた資源

2015（平成 27）年度は、

されています。 

が作成する「アナゴ筒」

に 100 本以上積んで 

資源管理計画では、毎週水曜

としているほか、アナゴ筒を海中に

穴を大きくして、小さい

しています。 

 

アナゴ筒と水抜き

[出典：県資源管理協議会資料

、用語集に記載のある用語 

一定規模以上の開発事業を行う場合、開発事業による

環境への影響をできる限り低減するため、周辺の環境に及ぼす影響を、事業者が自ら事前に調

査・予測・評価し、その結果を公表して、住民、事業者、行政がそれぞれの立場で意見を出し

事業所の建設、住宅団地の造成、大規模小売店舗の建設、土石の採取など１ヘクタール以上

協定を締結し、開発区域

緑地面積の確保にあたっては、現存する自然度の

環境と調和する農業の一層の推進を図るため、堆肥等による土づくりと化学肥料、化学合成

農薬の使用の低減を一体的に行う生産方式を導入しようとする農業者をエコファーマーとして

魚種ごとに資源管理指針を策定し、主要な水産資源の

を行い、調査によって得られた情報を漁業関係者に提供するなど、適

き穴（直径13mm以上） 

県資源管理協議会資料] 



３ 生物多様性の保全のための行動の促進

（１）生物多様性の保全の基盤となる情報

県民や事業者、行政などの様々な

物多様性に関する様々な情報を収集し、発信します。

 

＜生物多様性に関する情報サイトの整備

   生物多様性に関する情報を集約して発信する情報サイトを整備し、県民や事業者等に向けて、

生物多様性に関する基本的な情報や外来生物に関する情報など多様な情報をわかりやすく提供

します。 

 

  ＜生きものの生息・生育基盤情報の収集と活用

県・市町村の博物館や大学、市民団体などと連携して、生物多様性に関する情報を

共有に努めるとともに、必要に応じ

地域の生態系を保全するための取組等に活用します。

また、県民の生物多様性への関心を高め、

加で生きものの情報を把握していく仕組みづくりを進めます。

 

 

（２）多様な主体による取組の促進

県民や事業者、行政など多様な主体

します。 

 

  ＜生物多様性への配慮・保全活動情報の収集と活用

県民、市民団体、企業、市町村などによる生物多様性への配慮や保全

る情報を収集し、提供することにより、保全活動等に取り組む各主体の相互協力、交流等を支

援します。 

また、生物多様性に配慮した製品やサービスの認証制度など、県民の理解と行動に繋がる

報を収集し、広く県民に提供
 

＜県民、企業、市町村等による講座等への支援

県民、市民団体、企業及び

た行動を促すため、各主体に生物多様性に関する講座、研修会などの開催を働きかけるととも

に、こうした講座や、事業等の相談に対し、生物多様性について専門知識を有する講師を派遣

し、取組を支援します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ は、

36 

生物多様性の保全のための行動の促進  

（１）生物多様性の保全の基盤となる情報の収集と発信 

県民や事業者、行政などの様々な活動主体が生物多様性の保全のための

物多様性に関する様々な情報を収集し、発信します。 

生物多様性に関する情報サイトの整備＞ 

生物多様性に関する情報を集約して発信する情報サイトを整備し、県民や事業者等に向けて、

生物多様性に関する基本的な情報や外来生物に関する情報など多様な情報をわかりやすく提供

生きものの生息・生育基盤情報の収集と活用＞ 

の博物館や大学、市民団体などと連携して、生物多様性に関する情報を

必要に応じ、植生や動物、昆虫を含めた生物相

地域の生態系を保全するための取組等に活用します。 

また、県民の生物多様性への関心を高め、配慮や保全のための行動を促進するため、県民参

加で生きものの情報を把握していく仕組みづくりを進めます。 

（２）多様な主体による取組の促進 

多様な主体が行う、生物多様性への配慮や保全

生物多様性への配慮・保全活動情報の収集と活用＞ 

県民、市民団体、企業、市町村などによる生物多様性への配慮や保全

提供することにより、保全活動等に取り組む各主体の相互協力、交流等を支

また、生物多様性に配慮した製品やサービスの認証制度など、県民の理解と行動に繋がる

報を収集し、広く県民に提供します。 

県民、企業、市町村等による講座等への支援＞ 

団体、企業及び市町村などの生物多様性への理解を深め、その保全と配慮に向け

た行動を促すため、各主体に生物多様性に関する講座、研修会などの開催を働きかけるととも

に、こうした講座や、事業等の相談に対し、生物多様性について専門知識を有する講師を派遣

企業研修会の様子 

、用語集に記載のある用語 

生物多様性の保全のための行動をとるよう、生

生物多様性に関する情報を集約して発信する情報サイトを整備し、県民や事業者等に向けて、

生物多様性に関する基本的な情報や外来生物に関する情報など多様な情報をわかりやすく提供

の博物館や大学、市民団体などと連携して、生物多様性に関する情報を収集し、

植生や動物、昆虫を含めた生物相に関する調査を実施し、

行動を促進するため、県民参

生物多様性への配慮や保全のための取組を促進

県民、市民団体、企業、市町村などによる生物多様性への配慮や保全の取組事例などに関す

提供することにより、保全活動等に取り組む各主体の相互協力、交流等を支

また、生物多様性に配慮した製品やサービスの認証制度など、県民の理解と行動に繋がる情

の生物多様性への理解を深め、その保全と配慮に向け

た行動を促すため、各主体に生物多様性に関する講座、研修会などの開催を働きかけるととも

に、こうした講座や、事業等の相談に対し、生物多様性について専門知識を有する講師を派遣



＜かながわのナショナル・トラスト運動の推進

県内の優れた自然環境や歴史的環境を保全し、

継ぐため、公益財団法人かながわトラストみどり財団

「かながわのナショナル・トラスト運動」

 

＜県民参加による自然環境保全活動の推進

ボランティアによる丹沢大山の自然再生に向けた活動や水源地域の森林づくりの活動など、

県民参加による自然環境保全の取組を推進します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜マイエコ10（てん）宣言※

90の行動メニューから自分が取り組みたい項目を

宣言」の普及を通じ、生きものを最後まで飼育することや、

ど個人や企業等の行動を促進します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かながわのナショナル・トラスト
 

かながわのナショナル・トラスト

産業革命期に英国で始まった市民による

モデルとした取組です。 

県が設置したかながわトラストみどり

財）かながわトラストみどり財団

業及び市町村と連携して、今残されている

りを守り、育てる運動として、1986

スタートしました。 

基金の取り崩しにより緑地を買い

緑地の所有者と保存契約を結んだりして

から守るとともに、市民団体等と

全・利活用する活動など、様々な

を推進しています。 

あなたも、一緒に連携の輪をつないでみませんか
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かながわのナショナル・トラスト運動の推進＞ 

県内の優れた自然環境や歴史的環境を保全し、みどり豊かな美しい神奈川を次の世代に引き

かながわトラストみどり財団、県民、企業、市町村等と一体となって

かながわのナショナル・トラスト運動」を推進します。 

県民参加による自然環境保全活動の推進＞ 

丹沢大山の自然再生に向けた活動や水源地域の森林づくりの活動など、

県民参加による自然環境保全の取組を推進します。 

※の普及を通じた保全行動の促進＞ 

の行動メニューから自分が取り組みたい項目を10個選んで宣言する「マイエコ

宣言」の普及を通じ、生きものを最後まで飼育することや、里地里山の保全活動等への参加な

ど個人や企業等の行動を促進します。 

 
かながわのナショナル・トラスト運動 

のナショナル・トラスト運動は、19世紀の

による環境保護運動を

したかながわトラストみどり基金と（公

が、県民、団体、企

されている身近なみど

1986（昭和 61）年に

い入れたり、財団が

んだりして、緑地を開発

と連携して緑地を保

主体と連携して運動

をつないでみませんか？ 

かながわのナショナル・トラスト

県民参加による森林づくり活動 

（松田町寄(やどりき)） 

、用語集に記載のある用語 

豊かな美しい神奈川を次の世代に引き

、県民、企業、市町村等と一体となって

丹沢大山の自然再生に向けた活動や水源地域の森林づくりの活動など、

個選んで宣言する「マイエコ10（てん)

里地里山の保全活動等への参加な

かながわのナショナル・トラスト運動の仕組み 



（３）環境学習・教育の推進 

自然が実感できる場を提供するなど、自然環境を利活用した取組等を通じて、生物多様性に

関する環境学習・教育を推進します。
 

＜学校における環境学習・教育の推進

小・中・高等学校などでは、植物や動物

学ぶことや、学校の立地条件を

身近な自然から発見をする体験的な学習などの

推進します。 

また、総合的な学習の時間などでの環境学習に際して、

豊富な知識・経験を有する方を講師として派遣するこ

とや、教員への研修講座、生物多様性に関する学習映

像教材の提供などを行います。

 

 

 

＜地域における環境学習・教育の推進

博物館やビジターセンターなどにおいて、

に関する講座、自然観察会などを開催します。

また、自然観察会の指導者などを対象にした研修会を実施するなど、生物多様性に関する環

境教育を担う人材の育成に取り組みます。

 

 

 ＜小網代の森における自然観察会などの実施

市民活動団体等と協働し、

もたちが自然観察と干潟等の清掃活動を体験できる「こども

小網代ボランティア」を実施する

域がまるごと残されている小網代の森を

活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然や生物多様性に関する学習支援
 

県立生命の星・地球博物館では、46

多様性、神奈川の自然、自然との共生

の世代への継承、調査・研究活動を

います。 

博物館の学芸員による里山の植物や

然観察会を県内各地で実施しているほか

催しています。 

年間を通して、子どもから大人まで

を実感し、関心を高める機会を提供していきます
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自然が実感できる場を提供するなど、自然環境を利活用した取組等を通じて、生物多様性に

を推進します。 

学校における環境学習・教育の推進＞ 

小・中・高等学校などでは、植物や動物の飼育を通して自然の仕組みを

学ぶことや、学校の立地条件を生かした海や里山などでの自然体験など、

体験的な学習などの環境教育を

また、総合的な学習の時間などでの環境学習に際して、

豊富な知識・経験を有する方を講師として派遣するこ

、生物多様性に関する学習映

像教材の提供などを行います。 

地域における環境学習・教育の推進＞ 

博物館やビジターセンターなどにおいて、県民向けに生物多様性の保全や自然の仕組みなど

に関する講座、自然観察会などを開催します。 

また、自然観察会の指導者などを対象にした研修会を実施するなど、生物多様性に関する環

境教育を担う人材の育成に取り組みます。 

小網代の森における自然観察会などの実施＞ 

市民活動団体等と協働し、アカテガニ放仔観察会や、子ど

もたちが自然観察と干潟等の清掃活動を体験できる「こども

を実施するなど、源流から海までの流

小網代の森を環境学習の場として

県総合教育

学習支援 

46億年にわたる地球の歴史や生命の

共生について、資料の収集・保管と次

を基盤とした展示や学習支援を行って

や磯の生きもの、昆虫、野鳥などの自

しているほか、館内での講座や講演会なども開

まで幅広く、様々な分野にわたって自然

していきます。 磯の

（

小網代

、用語集に記載のある用語 

自然が実感できる場を提供するなど、自然環境を利活用した取組等を通じて、生物多様性に

飼育を通して自然の仕組みを

海や里山などでの自然体験など、

県民向けに生物多様性の保全や自然の仕組みなど

また、自然観察会の指導者などを対象にした研修会を実施するなど、生物多様性に関する環

県総合教育センターにおける教員研修 

の生きものウォッチング 

（真鶴町三ツ石海岸） 

小網代の森の生きものたち 




