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あいち環境塾（生物多様性グループ）あいち環境塾（生物多様性グループ）

現状現状

生物多様性の現状生物多様性の現状



脅かされる生物多様性ー第６の大量絶滅時代脅かされる生物多様性ー第６の大量絶滅時代

大絶滅1

大絶滅2

大絶滅3
大絶滅4

大絶滅5
恐竜時代

大絶滅6
現 在

生命誕生38億年前

これまでの大絶滅との違い

●絶滅のスピード

ケタ違いの速さダヨ

恐竜時代＝
1000年に１種

現 在＝１年に４万種
(１日 約10０種)

（Myers 1979, 1981)
●絶滅の原因

恐竜時代＝いん石衝突説
火山噴火説

現 在＝人間活動による影響

現状現状



現状現状

県内の状況ー野生生物県内の状況ー野生生物

野生生物の種数野生生物の種数

ほ乳類ほ乳類 両生類両生類
淡水魚淡水魚 貝類の貝類の

２割前後が２割前後が
絶滅の危機絶滅の危機



里山里海の現状と課題里山里海の現状と課題

現状

県土の43％が森林
森林の内64％が人工林

里地里山に生物種の多くが生息

問題点

人工林の殆どが
単層林で、植生生物層が貧困

植林地の放置により
山林の荒廃が進んでいる

生活様式の変化、効率性の追求の結果、
里山との関わりが希薄となり、生態系の多様性が減少している

現状現状



里海の現状里海の現状

豊かな海を育む藻場が減っている豊かな海を育む藻場が減っている

アマモアマモ
19591959年年 8437ha 8437ha ▶▶ 20012001年年 312ha312ha

アラメアラメ
19981998年年 146ha 146ha ▶▶ 20002000年年 13ha13ha

藻場の役割
❶C02を吸収・固定
❷窒素、リンの吸収・固定と水質浄化
❸産卵場所と生息場所の提供
❹エビやカニ、アワビなどの餌

藻場の役割藻場の役割
❶❶C02C02を吸収・固定を吸収・固定

❷窒素、リンの吸収・固定と水質浄化❷窒素、リンの吸収・固定と水質浄化
❸産卵場所と生息場所の提供❸産卵場所と生息場所の提供
❹エビやカニ、アワビなどの餌❹エビやカニ、アワビなどの餌

現状現状



県内の状況ー原因と県民意識県内の状況ー原因と県民意識

本県の自然環境の後退も、人間活動が原因本県の自然環境の後退も、人間活動が原因

開開 発発
経済性経済性

現状現状



県内の状況ー原因と県民意識県内の状況ー原因と県民意識

環境保全活動等に参加したい▶環境保全活動等に参加したい▶72.8%72.8%

現状現状



背景と目指す姿背景と目指す姿

あいち環境塾（生物多様性グループ）あいち環境塾（生物多様性グループ）

理解と普及理解と普及

参加と協働参加と協働

保全と再生保全と再生

地域での展開地域での展開

施策提言への施策提言への
基本的な視点基本的な視点



提言事項提言事項

あいち環境塾（生物多様性グループ）あいち環境塾（生物多様性グループ）

政政 策策 提提 言言



提言事項提言事項

４つの提言の柱４つの提言の柱

❶環境教育

生き物地図を作ろう！

❹保護の拡大

絶滅危惧種保全ネットワーク

❷里山里海の
再生

ケンさん(県産)割り箸プロジェクト
海再生プロジェクト

❸生物多様性とCSR

愛知版B&B   
イニシアティブ

生物多様性基金



❶環境教育ー愛知の生き物地図をつくろう！❶環境教育ー愛知の生き物地図をつくろう！

目 的

自ら生き物を調査する

地域の自然の状況と問題点の気づき

愛知県全体で考察

外来種や絶滅危惧種の意味の理解

• 現状の把握から行動
へ！

提言事項提言事項



❶環境教育ー愛知の生き物地図をつくろう！❶環境教育ー愛知の生き物地図をつくろう！

各学校で生き物地図から考察

調査結果をまとめ
愛知県全体の生き物地図を作成

2009年度に、愛知県内の学校で児
童生徒が生き物調査と
外来種の影響を学習

提言事項提言事項



❶環境教育ー愛知の生き物地図をつくろう！❶環境教育ー愛知の生き物地図をつくろう！

成果発表
成果発表

その後の継続
COP10で終わらせるのではなく

継続的に生き物調査を行い、移り変わりも考える

COP10COP10で児童生徒代表が発表で児童生徒代表が発表

提言事項提言事項



❷里山里海の再生ーケンさん(県産)材割り箸プロジェクト❷里山里海の再生ーケンさん(県産)材割り箸プロジェクト

人工林：貧困な植生生物層
植林地の荒廃

植生の多様化
多様な生息環境の創成

里山
奥山

林業の健全化
県産材の利用促進

ケンさん(県産)材
割り箸プロジェクト

環境学習

提言事項提言事項



❷里山里海の再生ーケンさん(県産)材割り箸プロジェクト❷里山里海の再生ーケンさん(県産)材割り箸プロジェクト

森林保全森林保全
生物多様性生物多様性

林業

外食
産業

消費者

県

広告
代理店

加工業者

小売店広告主 マッチング

流通 連携

県産材割り箸プロジェクト体制イメージ図

環境意識の向環境意識の向
上上

1膳当たり約5円の負担
（基金分の２円を含む）

杉県産箸♪

オレ！？

提言事項提言事項



❷里山里海の再生ーケンさん(県産)材割り箸プロジェクト❷里山里海の再生ーケンさん(県産)材割り箸プロジェクト

杉県産箸♪
テーマソング♪

イメージキャラクター
シンボルマークで
盛り上げよう！！

スギ ケン サンバ～ し

みんな～っ、
楽しみながら楽しみながら
環境問題を
やっつけようぜ！

オレ！？

提言事項提言事項



❷里山里海の再生ーあいちの海再生プロジェクト❷里山里海の再生ーあいちの海再生プロジェクト

３つの海の取組み３つの海の取組み

参加者参加者
漁協関係者、地元中高生漁協関係者、地元中高生
一般ボランティア一般ボランティア
ビーチクリーンビーチクリーン
水深約水深約0.5m0.5mまでで実施までで実施

三河湾アマモ再生事業三河湾アマモ再生事業

実証試験から、事業展開へ実証試験から、事業展開へ
参加者参加者
漁協関係者漁協関係者
ボランティアダイバーボランティアダイバー
ビーチクリーンビーチクリーン
水深約水深約5m5mで実施で実施

伊勢湾アラメ再生事業伊勢湾アラメ再生事業

伊勢湾伊勢湾

三河湾三河湾

太平洋太平洋

提言事項提言事項



❸生物多様性と企業CSRー愛知版 B&Bイニシアティブ創設❸生物多様性と企業CSRー愛知版 B&Bイニシアティブ創設

COP10COP10とメッセナゴヤ開催とメッセナゴヤ開催

企業企業CSRCSRに生物多様性のに生物多様性の
保全の考え方を普及保全の考え方を普及

環境ビジネスの環境ビジネスの
拠点づくり拠点づくり

愛知版愛知版 ビジネスとビジネスと
生物多様性イニシアティブ創設生物多様性イニシアティブ創設

企業企業

企業企業

企業企業

企業企業

自治体自治体

研究機関研究機関

県民県民

協働協働 提言提言

支援支援 助言助言
連携連携

愛知版愛知版 B&BB&B
イニシアティブのイニシアティブの
イメージイメージ

再生再生 保全活動保全活動
学習学習 研究活動研究活動
啓発啓発 情報発信情報発信
協働協働 連携連携 支援支援

セミナー、シンポジウムセミナー、シンポジウム

メッセナゴヤの国際化メッセナゴヤの国際化

ガイドラインガイドライン

提言事項提言事項



❸生物多様性と企業CSRー生物多様性基金の設立❸生物多様性と企業CSRー生物多様性基金の設立

個人個人 行政行政団体団体企業企業

ファンドファンドファンド

管理
審査
選定

管理管理
審査審査
選定選定

自然保護活動自然保護活動

希少種保護活動希少種保護活動

NPO NPO 団体団体
分配分配

分配分配

分配分配

生物資源生物資源

社会的評価社会的評価

自然保護再生自然保護再生

成果
現状
協働

成果成果
現状現状
協働協働

県民意識県民意識

人材育成人材育成 環境教育環境教育

ネットワークネットワークネットワーク

提言事項提言事項



保護種の拡大ーあいち絶滅危惧種保全ネットワークの創設保護種の拡大ーあいち絶滅危惧種保全ネットワークの創設

目 標

2020年には、県内の絶滅危
惧種の絶滅の心配がない状

況にする

具体的目標

絶滅危惧種保全団体の横のつながり
であるネットワークを作る

保護されていない絶滅危惧種は、自
治体や環境NPOに働きかけ保護

態勢を作る

ナガバノイシモチソウナガバノイシモチソウナガバノイシモチソウ

シデコフシシデコフシシデコフシ

提言事項提言事項



保護種の拡大ーあいち絶滅危惧種保全ネットワークの創設保護種の拡大ーあいち絶滅危惧種保全ネットワークの創設

効 果

誤った保全の是正と
保全されていない種の保全
団体のモチベーション上昇

県民への啓発

方 法

絶滅危惧種保護団体をピックアップ

団体が連携する組織を立ち上げ

大学研究者の指導・助言

定期的に研究会や報告会

オオタカオオタカオオタカ

コノハズクコノハズクコノハズク

提言事項提言事項



期待される効果期待される効果

あいち環境塾（生物多様性グループ）あいち環境塾（生物多様性グループ）

期待される効果期待される効果



あいち環境塾（生物多様性グループ）あいち環境塾（生物多様性グループ）

環境教育環境教育環境教育 保護拡大保護拡大保護拡大

里山里海
再生

里山里海里山里海
再生再生 企業CSR企業企業CSRCSR

生物多様性
の保全

生物多様性生物多様性
の保全の保全

身近な自然の身近な自然の
観察と調査観察と調査

外来種の影響の外来種の影響の
学学 習習

希少種の保護希少種の保護
県民意識の醸成県民意識の醸成

身近な自然の身近な自然の
維維 持持
県民参加県民参加

環境産業の環境産業の
拠点づくり拠点づくり

生物多様性への生物多様性への
企業企業CSRCSRの喚起の喚起

期待される効果期待される効果



あいち環境塾（生物多様性グループ）あいち環境塾（生物多様性グループ）

ありがとうございましたありがとうございました

期待される効果期待される効果



あいち環境塾（生物多様性グループ）あいち環境塾（生物多様性グループ）

テーマと提案趣旨テーマと提案趣旨 背景と目指す姿背景と目指す姿 課題の認識課題の認識 提言事項提言事項 今後の進め方今後の進め方

現在は現在は

地球の歴史上地球の歴史上

第６の大絶滅時代と言われ第６の大絶滅時代と言われ

その原因は人間活動にあるとされているその原因は人間活動にあるとされている



脅かされる生物多様性ー４つの危機にさらされる脅かされる生物多様性ー４つの危機にさらされる

テーマと提案趣旨テーマと提案趣旨 背景と目指す姿背景と目指す姿 課題の認識課題の認識 提言事項提言事項 今後の進め方今後の進め方

第１の危機 第２の危機

第３の危機 第４の危機

開発や乱獲による、
種の減少・絶滅
生息・生育地の減少
例）
日本産トキの絶滅

里地里山の、管理不足による、
生態系のバランスの変化

例）
メダカの減少

外来種による、
固有種への影響

例）
ブラックバスの影響

地球温暖化による、
生息環境の変化

例）
北極グマ等の生存の危機


