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会 場 ： あつぎアートギャラリー（アミューあつぎ 5F） 入場自由 

期 日 ： 2021 年 2 月 11 日(木)～2 月 15 日(月)  10:00～18:00  

但し 2 月 15 日(月) は 17:00 まで 
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●神奈川県環境農政局 緑政部 自然環境保全課 

 

県では、様々な生物が支えあって生きる自然環境を保全し、次の世代へ引き継いでいくため、生物多様性

基本法に基づく計画として、平成 28 年 3 月に「かながわ生物多様性計画」を策定しました。そして、この計

画に沿って、丹沢大山の自然再生や里地里山の保全等の促進、都市のみどりの保全など、県内各地域の特

性に応じた取組を進めています。 

生物多様性は、人々に多くの恵みをもたらし日々の暮らしに欠かせないものですが、言葉の意味のわかり

にくさなどから、なかなか理解が進ま

ないといった課題もあります。 

そこで、「かながわ生物多様性情報

サイト」の開設や「かながわ生きもの

調査」の実施等により、生物多様性の

理解と保全行動の促進に取り組んで

います。 

また、令和2年10月には「神奈川県

レッドリスト〈植物編〉2020」を県ホーム

ページにて公開しました。これは、平

成 18 年に「神奈川県レッドデータ生物

調査報告書2006」を発行して以来、14

年ぶりのリスト更新となります。 

レッドリストへの掲載は、法的規制等

の強制力を伴うものではありません

が、多くの方々に県内の貴重な野生生物の現状を理解していただき、保全活動のための資料として、ぜひ

ご活用ください。 

なお、レッドデータブック〈植物編〉についても、令和 3 年度を⽬途に作成を進めております。 

▷「神奈川県生物多様性情報サイト」http://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f12655/ 

（緑地グループ担当 古川 拓） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県のレッドリストは

こちらのサイトで公

開しています。「希

少種」の項目からご

覧ください。 

県では、生物多様性の保全

に向けたパンフレットを配布

しています。 

生物多様性情報サイトでも

公開しておりますので、是非

ご覧ください。 

「かながわ生物多様性情報サイト」画面イメージ 

 

県 PRキャラクター 
かながわキンタロウ 



48 

 

●神奈川県環境農政局 緑政部 水源環境保全課 

 

県民の皆さんの暮らしを支える良質な水を、将

来にわたって安定的に確保するためには、豊かな

水を育む森林や清らかな水源を保全・再生するた

めの総合的な取組を、長期にわたり継続的に進

めていく必要があります。神奈川県では、平成19

年度以降の20年間の取組全体を示す「かながわ

水源環境保全・再生施策大綱」と、この施策大綱

に基づき、５年間に取り組む「実行５か年計画」を

策定し、森林や河川の保全・再生事業などに取り

組んでいます。 

現在、施策大綱期間の最後の5年間となる「第

４期実行５か年計画」の策定に向けて、施策大綱に掲げた将来像を達成するために行う取組の検討を行って

います。 

また、この取組は、県民の皆さんにご負担いただいている「水源環境保全税（個人県民税の超過課税）」

を財源として実施

しています。取組

の内容や進捗状

況、水源環境保全

税の使途などの

情報を公開して

いますので、詳し

くは、ホームペー

ジ「かながわの水

源環境の保全・再

生をめざして」

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/index.html）をご覧ください。 

（水源環境保全課長 宮本 晋） 

  

 

 

 

 

 

本谷川（清川村） 

 

県ホームページ 
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●神奈川県水産技術センター 内水面試験場 

 

内水面試験場は淡水魚専門の研究機関で、

アユやワカサギ、ヤマメ等の水産重要産業種

の増殖研究や絶滅危惧種の保全・復元の研究

などを行っています。 

 最近の研究テーマとして、丹沢の在来ヤマ

メの研究や絶滅危惧種の復元について紹介し

ます。前者はヤマメの分布調査や遺伝子解析

を通して、丹沢の在来ヤマメの生息地を特定

し、種苗生産の技術開発に着手しました。酒匂

川水系の渓流域では丹沢ヤマメと養殖魚を掛け合わせた半天然魚の試験放流も行っています。 

 また、後者の淡水魚保全のための研究では、ギバチやホトケドジョウなどの絶滅危惧種復元のため、間伐

材魚礁の開発や野生復帰のためのトレーニング技術の開発に取り組んでいます。 

 

（専門研究員 勝呂尚之） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹沢ヤマメ；体側のパーマークが多いタイプ 
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●厚木市環境農政部 環境政策課 

  

 

（環境政策課 佐藤健太） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚木市では、豊かな自然やその恵みを将来に継承していくため、生物多様性の保全とその持続可能な利

用に向けて、行政と市民が一体となって取り組んでいくべきことを示した「生物多様性あつぎ戦略」を平成

25 年度に策定しました。 

さがみ自然フォーラムは、この戦略に基づき、県内で生物多様性の保全活動を行っている団体等の活動

報告等を実施することで、生物多様性や里地里山をはじめとする自然の重要性を周知し、市民協働による

取り組みの拡大を図ることを目的として開催しています。 

また、戦略にある目指すべき将来像の「未来へつなげよう 自然のめぐみと暮らすまち あつぎ」を実現

するため、3 つの基本目標と 8 つの行動戦略の推進を図っています。 

 

◎目指すべき将来像 

「未来へつなげよう 自然のめぐみと暮らすまち あつぎ」 

◎3 つの基本目標 

①大山から相模川に広がる多様な自然環境の保全と再生 

②過去から未来へつなげる情報の蓄積 

③自然環境の重要性を伝える取組 

◎8 つの行動戦略 

①山地の保全と再生 

②里地里山の保全と再生 

③水辺の保全と再生 

④農地の保全と再生 

⑤市街地における自然の創出 

⑥全市における生物多様性の保全と再生 

⑦生き物に関する調査の推進 

⑧生物多様性の普及啓発 
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●公益財団法人 かながわ海岸美化財団 

 

今から 28 年前に神奈川県と相模湾沿岸の 13 市町によって設立された公益法人で、海岸美化を専門に取

り組む日本で唯一の存在です。 

2020 年は、二つの観点から、非常に稀有な年となりま

した。 

まず、一つがコロナ禍の影響です。 

神奈川県では、春には海岸への立ち入りの自粛が呼

びかけられ、夏には、海水浴場が開設されませんでした。

こうした事態の中、多くの方が海岸を求めました。これ

まで体験したことのないストレスがかかる毎日の中で、

癒しの場所として、ほっと一息つける空間として、多くの

方にとって海や海岸がなくてはならない場ものとなり

ました。 

美化財団は、暮らしに必要不可欠なものを守るエッセンシャルワーカーの一員として、目指したことはい

つもと変わらないことです。海岸への立ち入り自粛期間であっても、ごみの状況に応じて清掃を実施。夏場

の江の島周辺や鎌倉などの海岸は、毎日早朝４時から清掃をスタート。すべて例年通り行ってきたことです。

感染症対策をしながら行う清掃は非常にきついものでありましたが、しっかりと美しい海岸の維持に努めま

した。 

いつもと変わらない海岸があることが人々を癒し、それを守るため、いつもと変わらない仕事を粛々と

するのが私たちの使命であり、存在意義が試された期間であったいえます。 

もう一つ稀有な出来事は台風が上陸しなかったことです。 

これは 12 年ぶりで非常に珍しいことでした。その影響で、海岸は、9 月から非常にきれいな状態が続い

ています。前年は、過去最強クラスだった台風 19 号の影響で、相模湾沿岸がごみだらけになり、年が明けて

もその片づけに追われました。 

今年は、普段手が回らない海岸や細かな清掃を全面的に実施でき、近年稀にみる美しい海岸を維持でき

ています。 

ここで忘れてはいけないのは、海岸のごみが少ない、イコール、ごみが減ったわけではないということ

です。それらは、海岸まで流れてこないだけに過ぎません。海岸のごみの 7 割が陸域から川を通じて流れ

てきます。つまり、海岸にごみが無い分は、陸域にそれらがたまり続けているということです。 

街中を歩いてみると、意外にごみがあることに気づきます。自動販売機の周りに置かれたごみ、植栽に

捨てられたごみ、集積場所からこぼれたごみ。これらの一部が風や雨などによって、川へ落ち、それが海ま

でやってきます。 

今日も、陸域のどこかで、海岸ごみの元が生まれています。少しぐらいならという気持ちで捨てられたも

の、うっかりして結果的にごみになってしまったもの、ごみとなるきっかけは様々で、入口は無数です。しか

し、出口は一つ。それが海岸。その結果が、ごみで埋まる海岸です。 

海のごみ問題は陸のごみ問題。海岸でごみをしっかりと回収していくことと同時に、身の回りからごみを

減らしていくことも大切です。ポイ捨てや不法投棄をしないことはもちろん、足元のごみを拾う、ごみの捨

て方を少し気を付ける、その一つ一つの小さな積み重ねこそが海岸の未来を変えていきます。 

（代表理事 松浦治美） 

海岸清掃用重機ビーチクリーナー 
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●公益財団法人 かながわトラストみどり財団 

 

神奈川県では、市街地の貴重な自然環境を次世代に引き継ごうと「かながわのナショナル・トラスト運動」

を提言し、昭和 60 年に当財団の前身である財団法人みど

りのまち・かながわ県民会議を発足し、翌年には「かながわ

トラストみどり基金」を県に設置。 

緑地の買入れ、寄贈や保存契約により、約 860ha のみど

りを守っています。 

 「かながわのナショナル・トラスト運動」は、県、県民、企業、

市民団体の皆さんとともに、市街地の緑を守り育て、かけ

がえのない自然環境を未来の子どもたちに残していこう

という運動です。自然環境は歴史上かつてないほど破壊

や汚染がされています。この運動を進めるため当財団で

は会員募集しています。ぜひとも、皆さんのご協力をお願いします。 

 

トラスト会員（普通会員） 年会費 

個人 ２，０００円 

家族 ３，０００円 

法人/企業 １口 １０，０００円 

 

詳細は、ホームページ又は事務局へお問い合わせください。            （主事 榎 翔平） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和市：久田緑地 
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●丹沢大山自然再生委員会 

 

丹沢大山自然再生委員会は、丹沢の自然環境を保護

し、見守りながら、豊かな自然への再生を目指す団体で

す。 

「丹沢大山自然再生基本構想」を受け、丹沢で活動す

る団体、企業、マスコミ、専門家、行政などが参画して、平

成 18 年に設立されました。 

神奈川県の自然再生事業や新たに企業が取り組む自

然再生プロジェクトなど、多様な主体の協働による自然

再生事業の評価と支援を行っています。 

また、丹沢の自然環境の保全・再生を目指して団体や

企業などが行う県民参加型の活動やイベントについて、

共催・後援しています。 

神奈川県も一員として参加し、再生委員会と連携・協働して、丹沢大山の自然再生に関する普及啓発や情

報提供などに取り組んでいます。 

（委員長 羽山伸一） 

 

 

 

 

 

 

 

●ひらつか生物多様性推進協議会 

 

 私たち、ひらつか生物多様性推進協議会は、市内の里山や河川沿岸で活動する「市民（団体）」や「事業者」

などがメンバーとなり平成 30 年に結成しました。現在は、平塚市環境保全課との協働事業で、自然環境調

査や啓発事業に取り組んでいます。 

協働相手の平塚市は、令和 4 年度に市民・事業者・行政が生物多様性を後世に残していくための事業計画

「（仮称）平塚市生物多様性行動計画（以下アクションプラン）」を策定する予定です。私たちは、そのアクショ

ンプラン策定の基礎資料となる市内の自然環境調査を令和元年度～3年度に実施し、調査結果をまとめ、分

析した自然環境評価書を作成します。さらに、生物多様性の現状を市民へ伝えるために観察会等の啓発事

業にも取り組んでいます。 

 今回は、令和元年度に実施した調査結果をまとめたパネルを展示しています。調査は、植物、昆虫、哺乳

類、鳥類、魚類・甲殻類・貝類、両生類・爬虫類の6班に分かれ、市内の良好な自然環境が残る6つのエリアと、

その対照として市街地にある公園を含む７か所で実施しました。 

 調査結果をまとめた概要版を配布していますので、ぜひご覧ください。概要版は、協働相手である平塚

市環境保全課ウェブでも公開しています。  

 

（会長 荒井啓三） 

「2019年度丹沢大山自然再生活動報告会」で

の基調講演 


