
 1 

平成 29 年第 2回定例会	 環境農政常任委員会	 

	 

平成 29 年 6 月 27 日	 

赤井委員	 

	 最初に、環境基本計画についてお伺いします。	 

	 先行会派でいろいろとその内容についてのお話をしておりますので、重複を

避ける意味で、この環境基本計画の概要の基本的な方向としては、施策が三つ

大きくある。持続可能な社会の形成、豊かな地域環境の保全、神奈川のチカラ

と協働・連携、この三つの大きな分野があるわけなのですが、そういう意味で

は、私がたしか２月の定例議会で、また去年の定例議会でも我が会派の髙橋稔

議員がＳＤＧｓの話をしました。	 

	 正に、環境という点では、このＳＤＧｓに一番ぴったりの内容がこの環境基

本計画ではないかと思うのです。まず、環境基本計画とＳＤＧｓとの時間的な

問題について伺います。今回は、特にこの基本計画は 2016 年に策定をされてお

りますが、ＳＤＧｓは 2015 年９月に発表されました。また、昨年の 2016 年 12

月には、国が実施指針を出しております。そういう点で、時間的なタイム差は

あると思うのですが、その辺については考慮できなかったのかどうなのか、そ

れについて確認します。	 

環境計画課長	 

	 2015 年９月に、それまでのミレニアム開発目標にかわりまして、新たにＳＤ

Ｇｓが国連で採択されたことは、報道を通じて承知をしておりました。ＳＤＧ

ｓの内容を見たところ、例えば目標７、すべての人々の安価かつ信頼できる持

続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保するにつきましては、再生可能

エネルギーの普及とエネルギーの法律の改正のターゲットとされております。	 

	 一方、環境基本計画では、地球温暖化への対応で、事業者によるＣＯ２削減

に向けた取組や再生可能エネルギー導入の形として位置付けておりますように、

ＳＤＧｓと同じ考えを持っていると理解しております。	 

	 ＳＤＧｓにつきましては、貧困やジェンダーといった非常に広範囲な内容も

含むことから、当時は、ＳＤＧｓを念頭に置いた環境基本計画の策定は考えま

せんでした。	 

赤井委員	 

	 ＳＤＧｓ、持続可能な開発ということで、2015 年から 2030 年までの目標とい

うことで国連が定めて、それを受けて、日本国としても実施指針を去年の 12 月

に、これは主要先進国の中でトップを切って、それを決めました。そういうも

のを日本として決めたということと、この７月には、外務大臣が国連に行って、

このことを発表するという話も聞いております。そういう意味での日本の今の

取組の実施指針の状況等について、今分かる範囲で教えてもらえますか。	 

環境計画課長	 

	 国で定めた実施方針につきましては、八つの優先課題を掲げて、これに優先

的に取り組むこととしていると承知をしております。	 

赤井委員	 

	 この実施指針について、先日の円卓会議があった中で、地方自治体に対して
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ＳＤＧｓを考慮して、環境計画についてしっかりと取り組みなさいということ

が、たしかうたわれていると思います。各種計画、それから戦略、方針の策定、

改定に当たってはＳＤＧｓの要素を最大限反映することを奨励し、関係省庁の

施策等も通じ、ＳＤＧｓ達成に向けての取組を促進することと、これは地方自

治体に向けてのこういう提案がされているわけなのです。その辺について、神

奈川県としての取組、また、各それぞれの日本の国の各自治体でいろんなこと

を取り組んでいるのではないかと思うのですが、その辺について今つかんでい

る範囲で伺います。	 

環境計画課長	 

	 国内の取組状況でございますが、今年度に入りまして、三つの自治体、具体

的には滋賀県、それから北九州市、札幌市で、いずれも国等と連携しまして、

一般県民を対象としたシンポジウムが開催されると承知をしております。	 

赤井委員	 

	 今、神奈川県の取組等については聞いていなかったのですが、神奈川県の取

組はいかがですか。	 

環境計画課長	 

	 本県では、県民、企業、行政等、105 団体で構成されているかながわ地球環境

保全推進会議が、これまで２回の研修を開催しております。	 

	 １回目は、昨年 11 月に、県内の企業や民間団体を対象として実施をしており

ます。ここでは、ＳＤＧｓに関する研究・取組を行っている、いわゆるＩＳＥ

Ｓ、アイゼスや損保ジャパン日本興亜(株)からＳＤＧｓの概要や企業の取組に

ついて講演を行っていただきました。	 

	 そして２回目は、この５月になりますが、県内市町村、それから庁内を対象

としまして、ＩＳＥＳからＳＤＧｓの概要について講演をしていただいたとこ

ろでございます。	 

赤井委員	 

	 先ほど来、この環境基本計画ということで、2020 年度までの目標で、大体ほ

ぼ達成しているという状況が出ているのですが、今回のＳＤＧｓを評価してい

るドイツの団体からいいますと、日本では環境について非常に遅れているとい

う、こういうコメントが出ているのです。実際には、こういう様々な環境に対

しての配慮について、神奈川県もそうですが、日本は相当進んでいるとは思う

のですが、何でそういう評価なのでしょうか。	 

環境計画課長	 

	 大変申し訳ないのですが、そこら辺については承知をしておりません。	 

赤井委員	 

	 今後の課題として、是非そういう点もしっかりとつかんでいただきたいと思

うのです。国の円卓会議でも、そういう発表がされたと伺っております。それ

以外の、例えば日本が進んでいる点というのは、例えば水や様々なそういう問

題はいいのですが、それ以外で、何か遅れている。当委員会の所管には関係な

いのですが、ジェンダー問題も日本は遅れているという点が出ております。	 

	 環境という点も何で遅れているのかと思ったので、その辺について、是非検

討しておいていただきたいと思います。	 
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	 また、神奈川県には、かながわ国際施策推進指針がありますが、これの懇話

会で改定したらどうかという話がありました。指針の中に、ＳＤＧｓをしっか

りと取り入れていったらどうだとか、昨年提案があったと言われております。

その辺も取り入れていただきたいと思います。	 

	 同時に、10 ページの環境の学習ということで、今日説明がありましたが、人

材の育成と協働・連携の推進、環境学習・教育の推進と基盤づくりという提案

についても、これもＥＳＤとの兼ね合いということで、これもたしか提案をさ

せていただいたのです。ＳＤＧｓをしっかりと取り入れていくということも、

この環境学習に必要ではないかと思うのです。その辺について、教育委員会で

は、ＥＳＤの中でＳＤＧｓをしっかりと勉強していこうということを言ってい

る。その辺について、教育委員会との連携はとれているのでしょうか。	 

環境計画課長	 

	 教育委員会とは連携をとって、ＥＳＤの推進についても取り組んでいるとこ

ろでございます。	 

	 また、昨年度、環境計画課で環境学習の様々な課題を小学生から高校生まで

が理解しやすいようにビデオをつくっているのですが、これは環境学習教材に

なりますが、そういったことも教育委員会とＥＳＤの視点を盛り込んで作成し

ているところでございます。	 

赤井委員	 

	 今回のエコ 10 運動、エコ 10 だより、昨年の暮れのエコ 10 だより 34 号にも

ＳＤＧｓのこともうたっています。そういう点では少しずつですが、ここら辺

については広がってきているし、また理解をしていっていると思いますが、ま

だまだそういう点では、非常に遅れているのではないかと思います。	 

	 そして、ＳＤＧｓもそうなのですが、今回の環境基本計画の進行状況等につ

いて、ホームページで経年的に把握できるデータを環境資料として公表してい

るということなのです。これを見せてもらいましたが、分野ごとの目標と指標

項目に相違があるように思うのです。分野ごとの目標が、そのまま経年的なデ

ータとして、項目がまるっきり同じで出ているのかと思ったら、そうではなか

った。差があるのですが、その辺については意図があるのですか、それとも、

そこら辺まで考慮しなかったのですか。	 

環境計画課長	 

	 現在のホームページにつきましては、まだ深く考えずに作成しているもので

ございます。環境指標というものが、県民の環境への関心とか理解を深めるた

めには非常に分かりやすいものでございます。この環境指標の公表につきまし

ては、この６月に行われていると思います。そういった中では、現在、更新の

準備もしておりますし、できるだけ県民の皆様方が分かりやすいホームページ

の作成に取り組んでまいりたいと考えております。	 

赤井委員	 

	 正にここに、県民の環境への関心や理解を深めるため、県民に分かりやすい

指標でと、何か分かりやすい指標だから、分かりやすいように勝手に変えてし

まったのだと思うのですが、それでは、せっかく環境についての様々な分野目

標を決めていた意味がなくなってしまうと思うのです。分野目標と発表される
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ものは、きちんと整合性のあるものにしておいてもらいたいです。	 

	 ６月に更新もかけるということですから、更新のときに、是非その辺につい

てはチェックをしていただきたいと思います。	 

	 このＳＤＧｓについて先ほどから申し上げてきましたが、この件については、

知事も先日の髙橋稔議員の代表質問に対しまして、しっかりとＳＤＧｓを念頭

に置いたグランドデザインの推進が必要だと答弁をしているわけなのですが、

これは環境だけではないのです。さっきも言ったように、教育の問題から、い

ろんな問題が派生してくるので、ＳＤＧｓは簡単にはいかないと思うのですが、

今後の課題として、環境が一番基本になるかと思うので、ＳＤＧｓの推進本部

だとか推進条例だとか、いろんなものがこれから必要になってくると思うので

す。そういう点についての提言を、是非、環境農政局長にしてもらいたいと思

うのですが、このＳＤＧｓに対する取組について、前に環境農政局長が産業労

働局にいたときに、この点のお話について、私はさせてもらったのです。たま

たま縁がありまして、同じ局になりましたので、その辺についていかがでしょ

うか。	 

環境農政局長	 

	 今、委員からお話ございましたように、政府の実施指針によりますと、日本

政府も、国で作成しております環境基本計画、地球温暖化対策計画、それから

循環型社会形成推進基本計画、さらに生物多様性国家戦略2012-2020に関して、

こうした取組というのは、いわゆるＳＤＧｓの 2030 アジェンダに沿った取組と

いった評価、位置付けをしております。	 

	 我々の県のレベルでつくっております環境基本計画あるいは地球温暖化対策

計画についても、当然そういった国の政策ともリンクしながらやっているつも

りでおりますので、そういった意味では、委員おっしゃったように、ある意味

では、一番ＳＤＧｓの理念とか方針というのが色濃く反映されている、我々が

携わったものであるという認識はそのとおりだと思っております。	 

	 そうした中で、先ほどもドイツの評価は、これも実施指針の中でも触れられ

ているわけですが、その中にもエネルギー等々、気候変動、こういったものの

達成度が低い。これから政府もフォローアップ、レビューをきちんとやってい

くということであります。こういった計画を進めていくに当たって、そういっ

たこともきちんと我々も注視しながら、ＰＤＣＡでＳＤＧｓの整合性がきちん

ととれているということをチェックしながら進めていきたいと思います。	 

	 そうした中で、今お話のあった全庁的なそういった取組についても、我々環

境農政局がある程度先頭に立つような形で進めていきたいと考えています。前

回も、垣根を取り払って全庁でやっていくべきだと思いますと答弁をしました

が、新たにそういう気持ちでやっていきたいと思っております。	 

赤井委員	 

	 是非、環境農政局が一番主導を持ってやっていただきたい。担当副知事がい

らっしゃると思いますので、その辺についてしっかりと詰めていっていただき

たいと思います。	 

	 続きまして、鳥獣被害対策支援センターの話について今回報告がありました。	 

	 私の地元の平塚合同庁舎別館に今度できるわけなのですが、鳥獣被害対策に
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ついての職員の配置がどんな形になっていて、今回は平塚に一本化するという

ことですが、連絡体制がそういうふうに一本化されるのか、人間まで全部来て

しまうのか、その辺についてもう一回説明していただきたい。	 

自然環境保全課長	 

	 鳥獣被害対策に当たり、まず、これまでどうなっていたかというお話でござ

いました。	 

	 昨年度まで、各地域県政総合センターが四つございます、ここにそれぞれの

専門員を１名ないし２名、合計６名配置して、現地での支援ということを行っ

てまいりました。	 

	 これを今年度、お話のございました鳥獣被害対策支援センターのある平塚合

同庁舎内に人員をまず集約いたしまして、より専門性の高い支援を行う体制と

したところでございます。そうした人員・スキル・連絡体制の面で、より効果

的な体制をつくったということでございます。	 

赤井委員	 

	 今回の体制ということですが、常勤、リーダー１名、鳥獣被害対策支援マネ

ージャー１名、主査、農業１名、主任技師、林業１名、あと非常勤ということ

です。この鳥獣被害対策支援マネージャーとは余り今まで聞きなれないネーミ

ングなのですが、こういう資格を持った方について国家資格があるのか。これ

はどういう方なのでしょうか。	 

自然環境保全課長	 

	 鳥獣被害対策支援マネージャーは職としてのいわゆる呼び名、呼称でござい

ます。これまで、民間企業や県の実務におきまして様々な野生鳥獣の生息調査

や被害対策に携わった、こういった実務経験がございます。本人は狩猟の免許

などは持ち合わせておりますが、特段資格免許職ということではなく、これは

職名として、通称名として管理職を呼びならわしてございます。	 

赤井委員	 

	 さらには非常勤ということで、４分の３の意味がよく分からないのですが、

非常勤である鳥獣被害対策専門員は、これも何か国家資格があるのかと思うの

ですが、この支援マネージャーと専門員の違い、さらに非常勤というのはどう

いうことなのか、地域別担当者を定めているとか、この辺についての運用はど

ういう形になっているのでしょうか。	 

自然環境保全課長	 

	 まず、鳥獣被害対策支援マネージャーは、先ほど答弁させていただきました

とおり、専門的な知見を有するということで、専門員の指導的な立場でござい

ます。この非常勤職員であります専門員に対しまして助言や指導を行いながら、

マネージャーは、より統括的な任務を行うといったことであります。	 

	 なお、４分の３の処置といいますのは、勤務時間がフルタイムの常勤ではな

く、非常勤の職員であるという勤務時間の時間数を表示したものでございます。	 

赤井委員	 

	 この支援マネージャーとか鳥獣被害対策専門員の方々の業務内容として、地

域ぐるみの対策支援と出ているのですが、これも余り今まで聞きなれない言葉

だと思うのです。この地域ぐるみの対策に対しての支援について 17 ページに出
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ております。この地域ぐるみの対策とは、どういうことなのでしょうか。	 

自然環境保全課長	 

	 地域ぐるみの対策を立ち上げる、支援をする組織でございますが、これは農

業関係の方、住民の方、農業団体、行政、こうした関係者が一体となって有効

な対策を勉強し、調査をし、実行していくといった関係者一丸となった取組の

ことを、鳥獣被害対策の分野で呼んでおります。こうした地域ぐるみの対策の

支援を行うための支援センターと考えてございます。	 

赤井委員	 

	 この地域ぐるみの対策でモデルとなる取組をしていくということで、様々な

地域をモデル地域として取り組んでいくことになっているようなのですが、重

点取組地区ということで、10 地区から、18 ページに出ているこの６地区が重点

取組地区に選定されています。10 地区のうち６地区に選定をしたわけ、それか

ら10地区全部について何で、せっかくやってくれと言ってきているのですから、

全部入れてよかったのではないかと思うのですが、その辺についての根拠をお

聞きします。	 

自然環境保全課長	 

	 このたびの地域ぐるみの支援に当たりましては、幾つかの選定の決定に至る

までの視点がございます。代表的なものといたしましては、これまで地域ぐる

みでの対策が行われていなかった地域、あるいは人身被害が懸念される、また

外来生物の被害の初期段階である、また他の農業施策との相乗効果の期待、こ

んなような視点を持ちまして、今回の６地区を重点的に支援させていただく地

域として設定させていただいたところでございます。	 

	 また、市町村から御推薦をいただいたものの、この６箇所には該当はしなか

ったという地区が４箇所ございます。こちらにつきましては、これまで、こう

した地域ぐるみ支援を行っていたその地域での対策の継続や、あるいは隣接す

る地域に面的に拡大をした、こんな地域もございましたので、引き続きアドバ

イスや技術的な支援は行っていきたい、重点地区でない地域につきましても、

引き続き支援を継続してまいりたいと考えております。	 

赤井委員	 

	 19 ページのニホンザルに効果的な追い上げ手法というようなことで、ＩＣＴ

技術、追い上げ手法等の検討ということで、ＧＰＳ首輪を着けるだとか、それ

から、次の 20 ページには、ドローンを活用した様々な方法が出ています。	 

	 先日も、たしかニュースでやっていたのですが、ドローンを活用してサルを

追い上げていくということが出ていたのですが、これとは違うのです、集落環

境調査もよく分からないのです。ドローンを活用してサルを追い上げるという

ことを言っているのですか。	 

自然環境保全課長	 

	 サルの追い上げについてのドローンの活用について、昨年度、年が明けた２

月になりますが、試験的に産業労働局で行われている事業におきまして、サル

の追い上げ実験を実施したところでございます。	 

	 委員の御指摘があった資料にあります集落環境調査と申しますのは、直接的

な追い上げということではなく、鳥獣被害対策を地域で進めていただく上での
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一つの負担として、周辺集落の調査は、やぶ刈り払いを行うべきであるやぶと

か、鳥獣のひそみ場所になるような草むら、こうしたところを上空からのドロ

ーン空撮などにより調査を行っていく、こういった事業の実施を予定している

ものでございます。	 

赤井委員	 

	 昨年は産業労働局でやられたということなのですが、今申し上げたように、

ドローンを活用してのサルの追い上げ等、環境農政局でも是非やられたらどう

かと思いますので、提案をさせていただきます。	 

	 私からの質問は以上であります。	 

	 


