生物多様性さっぽろビジョン（案）に対する
ご意見の概要と市の考え方について

「生物多様性さっぽろビジョン（案）」について、平成 24 年 12 月 25 日から平成
25 年 1 月 31 日までの約１ヶ月間、市民の皆様からの意見募集を実施いたしました。
たくさんのご意見をいただき、誠にありがとうございました。いただいたご意見
を参考に、ビジョン案を一部修正するとともに、今後ビジョンを推進していく際の
参考にさせていただきます。
本資料にて、いただいた全てのご意見の概要と、それに対する札幌市の考え方をご
報告いたします。今後とも、札幌市の生物多様性保全の推進にあたり、ご理解・ご
協力をお願いいたします。

【該当ページ】
○ 意見募集実施の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7P1
○ 意見の概要とそれに対する札幌市の考え方・・・・・・・・・・・7P3
○ 意見に基づくビジョン案の修正点・・・・・・・・・・・・・・・P29

平成 25 年（2013 年）3 月

札 幌 市

意見募集実施の概要
１

実施期間
平成 24 年 12 月 25 日（火）～平成 25 年 1 月 31 日（木）：38 日間

２

意見募集方法
電子メール、郵送、FAX、持参

３

資料配布・閲覧場所
⑴

札幌市役所本庁舎（中央区北１条西２丁目）
２階 行政情報課

12 階 環境対策課（環境共生推進担当）

⑵

各区役所総務企画課広聴係

⑶

各まちづくりセンター

⑷

札幌市環境プラザ（北区北８条西３丁目 札幌エルプラザ２階）

⑸

ホームページによる閲覧
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/keihatsu/public-comment.html

４

意見提出者概要
提出者数： 27 名
件数：133 件
⑴

提出方法別提出者数
提出手段

人数

電子メール

18 名

郵送

5名

FAX

3名

持参

1名

合計

27 名

1

⑵

項目別意見件数
○ビジョンの修正に係る意見（75 件）
項目

意見件数

第1章

はじめに

10 件

第2章

ビジョン策定にあたって

第3章

札幌における生物多様性の現状と課題

17 件

第4章

推進する施策

13 件

第5章

ビジョンの推進に向けて

12 件

4件

資料編

4件

全般について

15 件

○ビジョンの実行に向けた意見（58 件）
項目

意見件数

施策の展開・行動計画について

9件

教育・普及啓発について

15 件

市民参加型モニタリング・生物多様性マップについて
推進体制について

5件
12 件

まちづくりについて

4件

ライフスタイルの見直しについて

6件

その他意見

7件
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意見の概要とそれに対する札幌市の考え方
意見の概要

市の考え方

第１章 はじめに
１生物多様性とは
生物多様性の危機や影響に関する説明について（３件）
人類存亡の危機感が伝わってこない。

本ビジョンでは、札幌市の事例を交えて生物

生物多様性の定義や、生物多様性を維持又 多様性の定義や現状等を述べるよう工夫す
は喪失することによる効果、影響、問題な るとともに、「札幌の活動が世界の生物多様
どについて、今までどこでも使っている言 性に与える影響」を十分認識した上で、札幌
葉ではなく、札幌市の言葉で書いて欲し

市が生物多様性の保全に取り組むにあたっ

い。（２件）

ての姿勢及び考え方について、第１章「策定
趣旨」、
「理念」及び第４章「基本認識」など
に記載しています。
また、生物多様性については、未知の分野が
多くありますが、世界の生物多様性が人類の
存亡にも関わる危機にあることを踏まえて、
第５章では、生物多様性に配慮したライフス
タイルへの転換を明記するなど、今すぐに始
めるべき行動の例を示しています。

生物多様性の危機の多くは私たちの活動 本市としましても都市の経済活動が市外の
によるものであることを、具体例を示して 生物多様性に及ぼす影響を重要視しており、
提示すべき。とりわけ都市である札幌は、 本ビジョンにおいても、そのことを踏まえた
経済活動が及ぼす生物多様性への影響を、 理念、目標等を掲げているところです。また、
強くアピールすべきではないか。

７ページに、私たちの生活が世界の生物多様
性に与える影響について、具体例を挙げて記
載しております。

用語について（２件）
生態系サービスという言葉は、一般的には 【修正】
とても違和感がある言葉なので、解説する 第１章（P5）に生態系サービスについて解説
ページを補足してはどうか。

しています。このページの記載内容が生態系
サービスの説明である事が分かるように文
言を修正します。

『緑のダム』という言葉は、脱ダムの流れ 【修正】
で主流になったと思うが、生物多様性の説 森林の機能が分かるように「緑のダム」とい
明では不要ではないか？水源涵養保安林

う表現を改め、「水源の森」という表現に修

として紹介するべき。

正します。
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意見の概要

市の考え方

３ 理念
理念について（５件）
ビジョン策定なのに、『ビジョン』ではな 2050 年を見据えた長期計画であることから、
く『理念』としたのは何か特別な意味があ 今回策定する計画全体を『ビジョン』とし、
るのか。『理念』はビジョン追求における 『理念』として生物多様性に取り組む基本的
行動規範のようなものというイメージが な考え方を示しています。
ある。
理念と目標の違いが分かりにくい。目標は 本ビジョンは生物多様性に関する取組の方
達成した時に判別出来るような『標』にな 向性を示す長期的な指針として策定するも
っていた方が良い。

のであり、本ビジョンにおける目標は、理念
に掲げた生物多様性の視点から見た目指す
札幌の姿を、より具体的に示したものとなっ
ています。また、本ビジョンの進捗状況は、
各施策の柱ごとに設定した成果指標を用い
て確認・評価することとし、2020 年を目途
にその取組状況や社会情勢を勘案して見直
しを行うこととしております（P76）
。

「都市が世界の生物多様性に与えている 【修正】
影響を認識し」には違和感がある。「札幌 いただいたご意見のとおり、「都市が世界の
が北海道や世界の生物多様性に」又は「都 生物多様性に与えている影響を認識し」を、
市での人の営みが」としてはどうか。

「札幌が北海道や世界の生物多様性に与え
ている影響を認識し」に修正します。

「都市が世界の生物多様性に与えている 本書 P7 に「世界の生物多様性に影響を与え
影響」について、具体的事例をもっと盛り る私たちの生活」として具体例を記載してい
込む方が市民に浸透しやすい。反対に都市 ます。また、いただいたご意見に関しては今
故に形づくられてきた生物多様性を保全 後の普及啓発の参考とさせていただきます。
するメリットも、具体例を挙げて述べると
いい。
生態系に沿ったエリアにおける、行政間 理念に関しては、全主体が取組を行う際のベ
（市町村や国の機関と）の連携、リーダー ースとなる考えを示すものであるため、行政
シップについて理念で触れてほしい。

の役割である他市町村や国との連携、リーダ
ーシップに関しては第５章「各主体の役割」
に記載しております。
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意見の概要

市の考え方

第２章 ビジョン策定にあたって
１

ビジョンの位置づけ
他の計画に対して強制力を持つことを明記すべき（１件）
環境基本計画の中の個別の計画という位 本ビジョンは生物多様性に関する取組の方
置づけではなく、札幌市の様々な計画や事 向性を示す長期的な指針として策定するも
業すべてに強制力のあるビジョンでなけ のです。生物多様性の取組は生活や事業活動
ればならないと明記すべき。一次産業の育 のあらゆる場面に関わるため、全ての行政分
成はもちろん、消費者が地産地消の消費行 野おいて、本ビジョンの趣旨を尊重して生物
動を優先することが地域経済を支えるこ 多様性の保全及び持続可能な利用への配慮
とにつながり、これが生物多様性の保持に に努めることとし、本ビジョンとの整合を図
つながることをもっと強調すべき。

るものとしています（P10）。
また、地産地消については、第５章「ライフ
スタイルの見直し」の中で取り上げ、その意
義や生物多様性の保全につながることを説
明しております。

４

ゾーンの設定
第２章や第３章のゾーンの地図に地名を入れた方がよい（３件）
地図に区名や代表的な地名などを記入し

【修正】

た方が分かりやすい。読者に、自分が住ん 区名などを記載した地図を資料編に掲載し
でいる場所に関する生物多様性という観

ます。なお、本編では図の見やすさを考慮し、

点からの意味づけを認識してもらえる。

市役所、各スポット及び周辺市町村の記載に

（３件）

留めています。

第３章 札幌市における生物多様性の現状と課題
１

自然環境
種の多様性について（２件）
もう少し希少種と外来種を詳しく載せた 希少種、外来種の説明については、文字数、
ほうが良い。

レイアウト等に配慮しながら極力動植物の
例示や写真での説明を行うようにしていま
す。
より詳細な情報に関しては、ビジョン策定後
に「希少種配慮ガイドライン」や「市民実践
ハンドブック」等を作成することとしており
ます。
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意見の概要

市の考え方

カムバックサーモン運動について、「自然 札幌市豊平川さけ科学館の調査等によると、
産卵による野生のサケも安定的に見られ 自然産卵による野生のサケが安定的に確認
ます」の表現は正確と言えるのだろうか。 されておりますので、現行の表現で問題はな
いと認識しています。
外来種について（３件）
外来種に対する認識は、まだ一般市民に浸 本書 P42 において、侵略的外来種の説明や外
透していない一方、駆除すればいいと簡単 来種放逸の危険性について、セイヨウオオマ
に発言する市民も多い。外来種が生態系に ルハナバチの事例紹介を交えながら記載し
与えるインパクトの実例や、実際に駆除に ています。
関わる人間がどのような感慨を持ちなが いただいたご意見については今後の普及啓
ら従事しているか、駆除事業従事者の声を 発の参考とさせていただきます。
交えて記載するといい。
外来種について、単に外来種としてでは無 【修正】
く、生態系に被害を及ぼす恐れの高い侵略 本市としても、外来種の中には、問題がある
的外来生物の定着を防ぐ、もしくは生息域 ものとないものがあると認識しており、概要
の拡大を防ぐなどと具体的に記述した方 版について、ご指摘の点を追記します。
が良い。

なお、本書では P41 等で説明を記載しており
ます。

河川の生態系に影響を及ぼすニセアカシ 生態系等に影響を及ぼす外来種は多数報告
ア（街路樹や公園などに多数導入）には触 されておりますが、特定外来生物のほか、要
れないのか。

注意外来生物のように国においても、まだ情
報の集積や総合的な検討が必要とされてい
るものもあり、現在、環境省が侵略的外来種
リストの作成や対応に係る情報等を整理・検
討中です。また、外来種の中には、私たちの
生活に密接に関わっているものも多くあり
ます。このような現状を踏まえ、本ビジョン
では、どのような外来種に問題があるのかと
いうことについて、個々に取り上げるのでは
なく、侵略的外来種として包括的に取り扱
い、その原則的な対応等を記載しておりま
す。
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意見の概要

市の考え方

各ゾーンの課題について（４件）
「山地ゾーン」では生物多様性の損失が急 いただいたご意見については、今後施策を展
速に劣化する状況に陥る危険があると思 開していく際の参考とさせていただきます。
う。
「市街地ゾーン」では被緑地帯の減少とい
う課題があるが、この対策としては市街地
規制や串団子型コンパクトシティの必要
性等が挙げられる。
「低地ゾーン」に見られる欧米的景観は、
自然破壊の結果で緑地帯の希求といわれ
ている。
「各ゾーンを繋ぐ生態系」には緩衝ゾーン
としての役割があり、都市周辺の農業、酪
農地帯、里山の配置が重要であると思う。
これには、串団子型コンパクトシティの考
え方が有効と考える。
動植物の種数の表の分類について（１件）
30 ページの表３、89 ページ、96 ページ、 【修正】
97 ページの表は「両生類」「爬虫類」を区 ご意見のとおり、本書 30 ページ、89 ページ
分して欲しい。

を修正します。ただし 96 ページ、97 ページ
に関しては、
「両生類・爬虫類」として学識
経験者へ聞き取りを行ったため、区分しての
表記はできません。

２

社会環境
(1)科学的知見の蓄積について（１件）
課題に“データベースなどのしくみが求め データベースのしくみについては、市内生息
られる”とあるが、生物多様性評価地図（環 動植物のモニタリング調査や生物多様性マ
境省

生物多様性地球戦略企画室）から札 ップの作成を行う中で検討していく課題と

幌市のエリアをピックアップし、本ビジョ して認識しております。
ンに積極的に取り入れてはどうか。

いただいたご意見に関しましては、そのよう
な施策を展開していく際の参考にさせて頂
きます。
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市の考え方

(3)札幌市の施策について（２件）
札幌市の施策のページはあまりにお粗末。 本ページでは、札幌市が現在行っている施策
円山動物園のオオカミやシロクマは身近 に関して現状と課題を記載しております。図
な自然とは思えないし、希少種を守ること 22 に関しては、その一例として「都市環境
だけが生物多様性の維持と誤解をまねく 林」や「さっぽろエコメンバー制度」と併せ
と思う。札幌市の施策ではないが、むしろ て「円山動物園」の取組を紹介しているもの
増えすぎたエゾシカの被害や鉛弾による です。
オジロワシなどの鉛中毒の問題をとりあ
げたほうがよい。
札幌市内にある生物の施設をもっとピッ 【修正】
クアップして、紹介してほしい。

ご意見を受け、札幌市内にある生物多様性保
全に関連のある施設を資料編で紹介するこ
ととします。

(4)市民・事業者の意識と取り組みについて（１件）
生物多様性の認知度は市民、事業者ともに 生物多様性に対する理解の促進や多様な主
低く、保全への取り組みも低いと述べてい 体の協働については、第４章 施策の柱１、
るが、どの部局あるいは部局を超えて、ど ２に掲げ、全庁的に連携して取り組んでまい
うすればよいのか。

ります。
想定される取組に関しては、P59-60 に記載
しております。

(5)多様な主体の連携について（２件）
「必要があります」と述べるだけでなく、 第５章「各主体の役割」に札幌市の役割とし
札幌市がイニシアティブをとって呼びか て、「市民や事業者による環境配慮活動の支
けるということが必要ではないか。

援・コーディネート」や「多様な主体による
対話の促進」を記載しており、ビジョン策定
後は、積極的な普及啓発や市民参加型プログ
ラムの実施などにより多様な主体の参加を
促してまいります。

生き物調査や自然観察会だけが多様な主 本市としましても、行政、企業、市民等が一
体ではないはず。むしろ、企業や産業界と 体となって生物多様性の保全に取り組んで
の連携が求められている。無駄な公共事業 まいりたいと考えております。P47 に掲載し
の見直しが、おのずと個人のライフスタイ ている「自然観察会」
「生き物調査」
「自然体
ルの見直しに結びついてくるのではない 験」は企業、団体、市民等との連携事例とし
か。

て紹介しているものです。
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市の考え方

課題の整理
表５の表題について（１件）
表頭が「課題」となっているが、むしろ課 各項目に関して、今後対策を行わなければな
題解決のために「必要とされる方策」では らない取組を含めて「課題」として記載して
ないか。

います。

第４章 推進する施策
２

目標
目標について（３件）
目標が抽象すぎる。目標を 50 年に設定し 2050 年目標の達成に向けて、本ビジョンで
たのであれば、中期目標の内容もしっかり は、進行管理の指標として 2020 年までの数
たてる必要がある。

値目標を掲げています。

目標とする 2050 年までにどのような事業 本ビジョンでは、理念や目標などの 2050 年
を展開し、どのような姿になっているのか までの長期的な視点を持ちながら、各主体の
といった、具体的な目標が書かれていな 役割や取り組むべき行動について述べてい
い。戦略とか計画ならば、そのような内容 ます。進捗状況については、各施策の柱ごと
が書かれるべきだと思う。

に設定した成果指標を用いて確認・評価する
こととし、2020 年を目途にその取組状況や
社会情勢を勘案してビジョンを見直すこと
としています。

目標がいまいち生物と絡んでいないので 全ての人間活動は、直接・間接的に生態系に
はないか。

影響を与えているため、直接的な自然環境の
保全とともに、ライフスタイルの見直しにつ
いても目標を掲げています。

３

施策の方向性
施策が分かりづらい（３件）
後半の具体的な札幌市の施策について分 3 つの目標に対して、それぞれ 4 つの施策の
かりずらかった。特に、４つの施策の柱と 柱を組み合わせて取り組んでいきます。ま
３つの目標との繋りがどの様に相互関係 た、各柱の中で挙げている個々の施策との相
があるのかわからない。

互関係については概要版 P11 に記載してお
ります。
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意見の概要

市の考え方

今後の具体的な施策については漠然とし できるところから速やかに「実践行動（施策
た印象があり、見晴しが悪いように感じ の柱３、４）
」に取り組みつつ、並行して「土
る。

台形成（施策の柱１、２）」を進めていくこ

何を 1 番にやりたいのかもう少し具体的に とで、より効果的な「実践行動」の推進を図
した方がいい。
（２件）

っていくこととしております。
また、より詳細な具体取組については、札幌
市全体の取組状況や、ビジョン全体の進捗状
況を定期的に確認していく中で、効果的な取
組や課題などを検証し、実行計画の策定を検
討してまいります。

「協働する」について（３件）
「協働」は「実践」行動のみではなく、政 本市としましても、「協働」は政策立案や評
策立案や評価を含むすべての段階で求め 価を含むすべての段階で求められるものと
られるので、むしろ「施策を展開する上で 認識しております。そのため、ビジョンの体
の共通の基本認識」か「理念」などに盛り 系図で示しているように、「協働」は生物多
込むべき「言葉」なのではないか。

様性保全に関する様々な取組を行う上での
「土台形成」と位置づけております。

「生物多様性保全の実践行動に皆で取り 【修正】
組む」は「協働」ではなく「保全」もしく 施策の柱２「協働する」は、生物多様性の保
は「実践」がポイントなので、柱名を変え 全に取り組む際には各主体が協働して行う
てはどうか。

という視点を強調したいと考えております。
ご指摘を踏まえ、ご指摘の箇所を「生物多様
性保全に皆で取り組む」と修正いたします。

「連携の仕組みづくり」の中に、流域連携 施策の柱２「協働する」は、生物多様性の保
等をイメージした地域ネットワーク推進 全や持続可能な利用に向けた意識・行動を社
も方向性として必要ではないか。

会全体に広げていくことを目指しています。
また、周辺自治体等との連携については 15
ページに記載しています。いただいたご意見
については、今後の取組の中で参考とさせて
いただきます。
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意見の概要

市の考え方

「継承する」について（２件）
札幌市には、広大な市有林があるが、生物 本ビジョンでは、ゾーン毎に森林や生態系の
多様性の見地から市有林に関する政策を レベルで課題や取組の方向性を整理してい
打ち出す必要がある。ビジョンになぜそれ ます。市有林を含め他のものについても、こ
がないのか。

のゾーンごとの方向性を踏まえ、施策を検討
してまいります。

歴史的文化的資産の継承について、アイヌ 【修正】
民族の方などと言葉として入れる方が良 歴史的文化的資産の一例として、古くから北
いと思う。

海道の自然に育まれてきたアイヌ文化につ
いて追記します。

「活用する」について（１件）
「環境に配慮した消費行動の推進」は、一 【修正】
般消費者だけでなく、製造業などの事業者 ご指摘のとおり、環境に配慮した消費行動を
も材料や資材の調達という部分で該当し 行うべき主体には事業者等も含まれます。環
ている。事業者への理解を促すために記述 境に配慮した消費行動は、市民・事業者・札
を追加すべき。

幌市の全ての主体が行うことを追記します。

ビジョンの体系図について（１件）
少し見づらくてパッと見で分かりづらい。 【修正】
矢印の形を変えてみたりしたらよい。

本書 P66、
概要版 P12 の体系図を修正します。

第５章 ビジョンの推進に向けて
１

本ビジョンの進め方
市民参加型プログラムについて（１件）
市民参加型の姿はマニアだけでなく、全て 【修正】
の市民が参加できることをもっとアピー 市民参加型プログラムの説明に、子どもから
ルできる。ここが一番重要な人との関わり 大人まで誰もが参加できること、町内会など
だと思うので、概要版でも強調できる内 とも連携を図りながら取り組むことを追記
容、表現にすべき。（町内会などコミュニ します。
ティの重要性ももっと強調してほしい）札
幌市がこのような動きができれば、他の市
町村にも大きく波及してくると思う。
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意見の概要

市の考え方

ライフスタイルの見直しについて（２件）
都市だからこそできる生物多様性保全参 都市における生物多様性保全参画に関して
画を示唆したことは評価できる。TEEB や は、第５章において、
「ライフスタイルの見
CSR との関連性をもっと絡めて、事業者や 直し」や「各主体の役割」の中で事業者や市
都市生活者だからこそできる保全参画の 民の行動例を挙げており、実践行動の促進に
具体例を示す必要がある。都市では、原生 向けて普及啓発等に努めていきたいと考え
自然の復元をめざすことだけが参画の手 ております。いただいたご意見については今
法ではないはず。

後施策を展開していく際の参考とさせてい
ただきます。

ビジョンでは「身近な自然」をどう位置付 【修正】
けているのか。「身近な自然」が車で出か ご指摘のとおり、市街地の中の自然も含めて
けるような場所だと思われているから、 身近な自然と位置付けており、そのような身
「自然とのふれあい」がなかなか大きく広 近な自然に目を向けていただくためのきっ
がらないのではないか。私が考える「身近 かけとして、自然観察や自然体験の機会を増
な自然」は、家の玄関を開けたときから始 やすことも必要であると考えています。この
まる。観察会も大事だが、より市民にアピ ことについて説明を追記します。
ールするためには、毎日、生物多様性に関
わっている認識をさせるような文言など、
「身近な自然」の定義を札幌市なりに考え
ないと広まらないし、継続されないと思
う。
２

各主体の役割
強制はいけない（２件）
生物多様性との関わり方について市民に 第５章では、ライフスタイルの見直しなどで
具体的に何をするようにという事を強制 きるところから速やかに行動を実践してい
すると、押しつけになってしまうのではな くことを呼び掛けており、読み手の方にどの
いか。内容自体は良いと思うが、人には ような取組を実践すればよいかをより理解
様々な価値観があり、それを強制してはい していただけるよう、主な役割と行動の例を
けないと思う。

示しています。ビジョンの推進にあたって
は、各主体の理解をいただく事に留意して取
り組んでまいります。

森のリラクゼーション効果による癒しな 生物多様性と市民生活との関わりについて
ど、生物多様性を守る事が、自分の利益に は、第１章で、生態系サービスの面から記載
なると書いてあった方が目標に向けて意 しております。いただいたご意見は、今後の
欲がわくのではないか。

普及啓発の参考とさせていただきます。
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意見の概要

市の考え方

札幌市の役割と行動例について（２件）
札幌市としての役割と行動の例示が具体 札幌市の役割と行動例について、より具体的
的でない。札幌市としてのスタンスをしっ な内容は施策の柱１～４の想定される取組
かり述べるべき。可能な限り札幌市のアク に記載しております。
ションとして例示すべき。

さらに具体的な施策については、今後、個別
の計画やアクションプランの中で検討して
まいります。

「札幌市」の項目のリード文で書かれてい 国や北海道、周辺自治体などとの連携は、リ
ること（国や北海道、周辺自治体～との連 ード文以下に示す行動例の各項目全てに関
携）を、ひとつの項目として明確に記載す 連することであるため、札幌市の役割として
るのがよい
３

リード文での説明としています。

進行管理
市役所内の推進体制について（２件）
各部門計画との整合性を図っていくため 本ビジョンの策定により、さまざまな計画や
には、都市計画、農業関係、水環境や河川 事業に生物多様性の視点を取り込んでまい
環境、さらに教育関係など、札幌市役所内 ります。また、P76「進行管理」に記載のと
の各担当部局との協働が重要だと思うが、 おり、札幌市環境マネジメントシステムの活
この辺のことがまったく触れられていな 用などにより、各分野における生物多様性に
い。各部局が、どう連携、協働するか積極 関する取組の推進状況を確認しながら市役
的に提言してほしい。
（２件）

所全体で効果的な取組みの推進を図ること
としております。

表８

進行管理の指標について（３件）

進行管理でも、マップの作成を加えて、市 表８「進行管理の指標」では、施策や事業な
民に本当に広がってきているか、いないか どの効果である成果指標（アウトカム指標）
を目に見えてわかるような形にしてほし を挙げており、生物多様性マップの作成につ
い

いては、表７の「重点的に進める取組」に記
載しています。
また、マップの作成に関しては、市民参加型
で行いながら、その参加状況も含めて進捗状
況の情報発信に努めてまいります。
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市の考え方

進行管理は遅様な気がする。もっとスピー ビジョンの推進にあたっては、極力速やかな
ドが必要と思う。

理解の浸透や実態の把握に努めるとともに、
各指標については、その途中経過についても

進行管理について、ビジョンの見直し 2020 確認・評価を行い、随時情報提供してまいり
年や 2050 年目標となっているが、もっと ます。2020 年を待たずに目標を達成した指
短い（3～5 年サイクルで）見直しや進捗状 標については上方修正してまいります。
況を確認・評価した方が良いと思う
資料編
愛知目標との関連について（１件）
国や北海道庁とどのような連携を図って 国や北海道、他の自治体との連携について
いくべきかといった視点がまったくない。 は、第２章「対象区域」及び第５章「各主体
さっぽろビジョンを推進することによっ の役割」に札幌市の役割として示していま
て、愛知目標や国家戦略のどの部分にどの す。また、愛知目標との関係については、資
ようなに貢献していくのかといった視点 料編 102 ページに記載しております。
をもっと意識して書きこむべきである。
図表の表記について（２件）
96 ページ、97 ページの表は他の表にない 「魚類・甲殻類」
「植物・植生」として学識
「甲殻類」「植生」などが出ているが、分 経験者への聞き取りを行ったため、分類の統
類の統一は困難か？

一はできません。

100 ページのグラフの横軸が大雑把すぎる 【修正】
と思う

説明文との対応が分かるように、グラフの表
記を修正します。

活動団体の紹介について（１件）
既に生物多様性に係わりながら成果を挙 【修正】
げている主体を紹介し、具体的な成功事例 パブリックコメントと同期間に行った「NPO
等を取り上げてはどうか。

等市民活動団体の活動事例募集」に応募いた
だいた団体を資料編で紹介いたします。
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市の考え方

ビジョン全般
札幌らしさについて（１件）
生物多様性さっぽろビジョンには“さっぽ 本ビジョンでは、札幌が全国でも有数の大都
ろらしさ”が感じられない。「北の生き物 市であることを踏まえ、札幌市が世界の生物
と人が輝くまち さっぽろ」を理念に掲げ 多様性に及ぼす影響について認識し行動す
ているので、もっとさっぽろらしさのある るという視点を理念の中に盛り込んでおり
まちづくりに特化させた方が、他にはな ます。
い、特別なまちになるのではないか。

札幌らしいまちづくりに関しては、市民参加
型のモニタリング等を通して身近な自然や
地域の歴史を見つめ直すことにより、魅力の
再発見や創造に活かしていく視点を理念に
盛り込んでおります。

読みやすさについて（５件）
「ＥＭＳ」など、所々専門用語が使われて 【修正】
いて、一般の方が見る為にはわかりやすい 本編の用語については、資料編に用語集を掲
文章の方が良い。

載しておりますので、そちらをご参照くださ
い。概要版については、
「EMS」を「環境マネ

なじみのない言葉について説明を載せて ジメントシステム」に修正するなど、分かり
やすい表記に努めてまいります。

ほしい。

グラフなど、一目で見て分かるものを制作 本ビジョンの作成にあたっては、レイアウト
したらいい。また、写真を多くした方がい を工夫したり、極力写真を掲載するなどして
い。

見易さに配慮しています。いただいたご意見
は今後の資料作成等の参考とさせていただ
きます。

概要版の修正に係る意見（９件）
「生物多様性とは」の文章は、概要版では 【修正】
「生物種」に焦点があたっている書きぶり ご意見を踏まえ、概要版 1 ページを修正しま
だが、本編のように「つながり」にもう少 す。
し着眼した方がいいのではないか。生きも
のが好きな人だけで共有するビジョンで
はなく、すべての市民がすでに関わってい
ることであり、そのことを気づき、共有し
てほしい。
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市の考え方

生物多様性の必要性、守る意味が分かりに 本ビジョンでは、対象者を限定せず、一般的
くい。個々の市民が自分ごととしてとらえ にライフスタイルが生物多様性に及ぼす影
られるよう、世代や性別、事業者、生活者 響や生態系サービスの観点から、生物多様性
別にモデルケースを提示する。自らの暮ら の必要性等を説明していますが、今後の普及
しにどう関わっているのかを示す。

啓発等においては、対象者に応じて工夫を行

この手法は実行時にも使える。ぼくの、私 ってまいりたいと考えています。いただいた
の生物多様性。を広めることで大切さを生 ご意見については今後の取組の参考とさせ
涯意識することにつながると思う。

ていただきます。

「生態系サービス」という項目名より、本 【修正】
編の「私たちと生物多様性との関係」の方 本ビジョンでは市民の方々へ分かりやすい
がよい。生態系サービス、という言葉は、 表現の使用に努めているところですが、生物
一般市民には誤解を招く。恵みはサービス 多様性に関する理解の促進やその主流化を
ではなく違和感がある。暮らしを支える生 進めていくにあたっては、
「生態系サービス」
態系、として、図で示せないか。

という言葉についても広めていく必要があ

また、「生態系サービス」などの言葉は文 ると考えております。
中に入れるのではなく、脚注などの方が読 ただし、この言葉を単独で使用することに関
みやすいのではないか。
（２件）

しては、ご指摘のとおり、誤解を招く恐れも
あるため、項目名を「私たちと生物多様性の
関係」とするなど、概要版（P1）を修正しま
す。

概要版１ページは、本編 24 ページの図 12 概要版１ページでは市民の皆様に生物多様
「３つの多様性」を配置して、「生態系サ 性と私たちの暮らしが密接に関係している
ービス」の写真を除く手法もあるのでは。 ことを理解していただくために、身近な事例
の写真を交えて生態系サービスの説明をし
ております。
「ビジョンの位置づけ」については、むし 【修正】
ろ本編 10 ページの 2 段落目が、市民が必 概要版の「ビジョンの位置づけ」について、
要としている情報ではないか

ご指摘のとおり、全ての行政分野において本
ビジョンと整合を図ることを追記します。

概要版 4 ページの中見出しを「自然環境に 【修正】
おける現状」
、7 ページを「社会環境におけ ご意見のとおり、概要版 P4、P7 の中見出し
る現状」として、写真の移動、文章の推敲 を修正します。
などにより 8 ページを「自然環境及び社会
環境における課題」のみにすると、読みや
すいのではないか
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市の考え方

カムバックサーモン運動は、行政が思って 【修正】
いる以上に、いままさに問題視されてい 本ビジョンでは、人間活動の影響で姿を消し
る。カムバックサーモン運動自体は悪くな た生物種を人間の手で蘇らせた実例として、
かったが、その余波として、いまだに戻す カムバックサーモン運動の事例を紹介して
ことだけで、遺伝子を考えずに、ロシアの います。
イトウ、道北のイトウの卵を豊平川に放流 サケの放流に関しては、同水系河川で生まれ
し続けていることが問題になっている。無 た稚魚を放流しており、国内外来種等の繁殖
用な反発を招かないよう、絶対に削除すべ 拡大という懸念はないものと認識していま
きと思う。

す。
ただし、遺伝的撹乱対策について、本書では
P41 に詳しく記載していますが、
概要版では、
レイアウトの都合上、十分な記述が行えない
ため、誤解を招くことのないよう、ご指摘の
箇所を削除します。

「各ゾーンの特徴」6 ページは、
「ゾーンの 【修正】
設定」3 ページのすぐ後にある方が、全体 ご意見のとおり、概要版 P6「各ゾーンの特
の流れがわかりやすいのではないか（本編 徴」を P3「ゾーンの設定」の後に移動しま
は問題を感じないが、概要版では情報が錯 す。
綜している感がある。
）

生物多様性さっぽろビジョン（案）の実施段階に係る意見
施策の展開・行動計画
複合的な施策の推進（１件）
ビジョン策定後、４つの施策の柱を具体的 ご意見のとおり、１つの取組の中でも、実施
アクションに落とし込んでいく際には、縦 方法を工夫することにより、複合的な効果が
割りや狭い範囲で考えるのではなく、施策 得られると認識しており、Ｐ69 表６におい
を複合的に考えてほしい。全体的な効果 ても、そのような視点で取組例を紹介してお
（複合的な効果）を常に念頭におくことが ります。いただいたご意見については、今後
重要。

の参考とさせていただきます。

（例）学校を利用し、生き物の場の保全や
創出を行い、教育の中で活用することによ
り、施策の柱１と３の双方に対して、より
効果が増すと考える。特に学校の場合はあ
る地域に一定の数があり、それらを繋げて
ネットワーク化も可能と考える。
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市の考え方

行動計画の作成（４件）
ビジョン策定後は、市民や活動団体、事業 行動計画の策定については、ビジョン策定後、
者との協働により、具体的に行動するため 札幌市全体の取組状況やビジョン全体の進捗
の実効性のある行動計画を作ってほしい。 状況を定期的に確認していく中で、効果的な
（３件）

取組や課題などを検証し、検討してまいりた

早急に現状の把握、野生動物とのトラブル いと考えております。
と対策、共存の在り方の具体的な指針を出
してほしい。数字的に説得力がないと、と
くに産業界には概念が伝わりにくい。
具体的事業の提案（１件）
札幌市の各ゾーンに散らばる生物多様性回 各主体が住んでいる身近な場所での活動は、
復を目指す有志（子供からお年寄りまで） 生物多様性保全に欠かせない基礎であるとと
に参画を呼びかけ、各主体が住んでいる身 もに、地域の魅力の向上や行動実践のモチベ
近な場所での生物多様性回復に向けたアク ーションにもつながると考えております。い
ション等を公募し、例えば生物多様性国家 ただいたご意見については、今後の参考とさ
戦略の短期的目標（2020 年）を評価年とす せていただきます。
る成果の競い合いを行い、専門家の審査に
基づいて参加した主体を表彰するような企
画を立ち上げてはどうか。
保全行動（３件）
生物多様性は、農業と林業を守っていくこ 一次産業の振興や地域固有の生態系の保全、
とが大事と思う。

外来種対策などの取組については、本市とし

低地ゾーンでは、特に湿地の保全に取り組 ましても、生物多様性の保全において重要な
視点と認識しております。

んでほしい。

外来種、特に行政が意図的に導入したもの また、市内に存在するさまざまな生態系は、
は、過去の失敗をすなおに認めて正すべき。 各地域の歴史の中で形づくられてきたもので
札幌市が要注意外来生物に指定されている あり、私たちのライフスタイルも深く関わっ
ニセアカシアを札幌市の玄関である駅前通 ていると考えております。
りに街路樹として再び植えたことは、一部 ビジョンの推進にあたっては、ライフスタイ
の外来種が生物多様性に及ぼす影響が強い ルの見直しも含め、さまざまな角度から多様
と訴える絶好の教育的機会を失ったと残念 な主体との連携を図るとともに、個々の施策
を展開していく中で効果的な取組を検討・推

に思う。

進してまいりたいと考えております。
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市の考え方

教育・普及啓発
理解・関心の喚起（７件）
生物多様性や環境保護に対する市民の興味 今後、生き物調査などの市民参加型プログラ
関心が低い。もっと生物とふれあう機会や ムや、NPO 等と連携した生物多様性モデル事業
活動の内容を知ってもらうなど、市民に興 の実施、ワークショップの開催などにより積
味をもってもらい、問題について考えるよ 極的な情報提供や、生物とふれあう機会の創
うな工夫や訴えかけが必要。（４件）

出に努めてまいります。

今後、小・中・高校の学校レベルでの取り 今後予定している普及啓発事業を実施してい
組み、イベントや市内の生物調査等の紹介 く中で、いただいたご意見を参考にさせてい
をしてほしい。

ただきます。

現状の科学技術では解明されていない事が
多いと考えられるため、一方向の意見を取
り上げる事なく、正・反の意見を比較でき
る様に、また、市民自身が考え行動する資
料を公開していくことが肝心と考える。
札幌の豊かな生物相をどの様な方法でアピ 市民参加型のモニタリング調査や生物多様性
ールし、市民との関わり、生態との位置づ マップの作成など、今後展開する施策の中で、
けを考えていくか具体的提示が必要。大学 各大学との連携について検討してまいりま
の先生も積極的に参加してもらうと良い。

す。

子ども達への教育（４件）
現在の子供達（幼児～児童）に、今回の生 将来を担う子供たちへの教育については、本
物多様性さっぽろビジョンに関する教育を 市としても重要と考えており、自然とふれあ
施していけば、10 年後には自動的に生物多 う機会を増やすことをはじめ、体験型の学習
様性への意識が高い市民が増加するものと や環境教育、普及啓発などに、教育委員会な
考える。

ど関係機関と連携して取り組んでまいりま

生物多様性の理解は、子供達が主役になる す。
べき。子供が関われば、親も一緒に理解が また、地域に密着した活動の促進に向けて、
深まると思う。既存の子供達向けの自然観 子ども会も含めて町内会などの地域コミュニ
察活動をベースに対象を広げる形で勉強会 ティと連携して取り組んでまいりたいと考え
ております。

や体験会等開催ができたらよい。

いただいたご意見に関しては、今後の参考と
させていただきます。
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市の考え方

生物多様性の保全を持続可能にするために 同上
は、それを担う人々が持続可能でなければ
ならず、私立、国立も含めて、市内の幼稚
園～大学との協力が不可欠である。札幌の
全学校にどう働きかけていくか、検討して
ほしい。家庭教育にかかわっては、札幌市
PTA 協議会への協力要請をしてはどうか。
社会教育にかかわっては、町内会が生物多
様保全についても重要な役割を果たしう
る。町内会との協力に携わっている部局と
の調整が必要である。
子どもの教育が大事と常に強調されるが、 身近な具体例を取り上げて自らの行動と生物
理想だけを教えても響かない。具体的な施 多様性との関わりを伝えることの効果や重要
策をたとえば、国産の木材を使用しやすく 性については、本市としても認識しており、
するしくみ、将来助成金がなくても成り立 本ビジョンにおいても、地産地消や環境配慮
つような林業を紹介し、身近な材料を使い 商品の利用に関して、ＦＳＣなどの具体例を
続けることが、多様な生き物を育む環境の 示しているところです。いただいたご意見に
土台づくりにつながることを示したほうが ついては、今後の参考とさせていただきます。
大人を含め、教育的効果も大きい。
権力者の理解（１件）
議員、産業界のトップなどの権力者の理解 本ビジョンにおいては、札幌市議会での意見
を特に求めたい。

も踏まえ、今回の案を取りまとめてきたとこ
ろであり、今後は、本ビジョンを基に各事業
者や団体とも連携を図りながら事業を実施し
てまいります。

具体的な啓発方法の提案（３件）
老朽化してきている西岡公園管理事務所を 本市では、さまざまな主体や施設などにおい
生物多様性の周知のための拠点として整備 て生物多様性の保全に関わる活動が行われて
してほしい。日頃から多くのボランティア きており、これらの活動と連携、協働を図り
達が関わっている公園なので、周知拠点と ながら、取組を推進していきたいと考えてお
なりハード面が強化されればより一層活発 ります。また西岡公園管理事務所につきまし
な活動が行えるようになる。

ては、老朽化や耐震性などの問題から、公園
での市民活動や情報発信の拠点などの機能を
併せ持つ管理事務所として建替えの検討を始
めたところです。
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市の考え方

「生物多様性」は「地球温暖化」などと比 ご意見のとおり、生物多様性という概念はな
べて馴染みが薄く、身近な生活とのつなが かなか認知されづらいものであることは本市
りが想起されにくい。また、本編は多くの としても認識しているところです。
人が読まない、読みこなせない。

概要版には、本編の理解促進や読み手の拡大

市民・事業者・行政がこの「ビジョン」を 等の目的があり、その作成にあたっては、写
共有していくためには情報発信の質、つま 真や図を多用し、難解な単語をなるべく使用
り、市民向けの広報物にあたる「概要版」 しない等、読みやすさに配慮しながら検討を
のわかりやすさが他の環境分野の主題に比 進めてまいります。
べてきわめて重要と考える。（２件）
市民参加型モニタリング・生物多様性マップ
マップの利用目的に応じた作成方法の提案（１件）
マップづくりは、成果をどのように利用す 科学的知見やデータの充実を市民参加型で推
るのかによって作成プロセスが異なる。

進していく際には、普及啓発と情報蓄積の視

市民の情報共有ツールであれば、各種 GIS 点をもって取り組んでいくことを考えており
データからオーソライズする方法やスポッ ます。ご指摘のとおり、施策の展開に用いる
ト的に作成されたビオトープタイプマップ 際にはデータの取り扱いに十分配慮いたしま
も有効だと思う。

す。

市民参加で認識の共有と醸成を目的とする
のなら、違ったアプローチが設定できるが、
精度は望めないので、他の計画やアクショ
ンに発展的に用いる場合は注意が必要。
地域住民が参加できる仕組み（２件）
生物多様性のマップ作成は大いに賛同す 2011 年度に実施した自然環境等基礎調査で
る。これによって、身近な自然の変化もわ は、データの分布に偏りがあり、市街地にお
かるような仕組みにしてほしい。重要なの けるモニタリングが課題と認識しています。
は市街地ゾーン。一人一人ができる観察な また、地域の資源や特徴を再発見・創造し、
ど、市民が常に参加できるようなシステム まちづくりに活かしていく観点からも、市街
を構築し、札幌市全体のエリアに係る生物 地における取組は重要と考えております。い
が把握できるようなマップにしてほしい。

ただいたご意見を参考に、継続的に誰もが参
加できる市民参加型の活動プログラムを大学
等と連携して検討してまいります。
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市の考え方

札幌の生物種を 1 つずつ整理し、どこにど 今後、市民の皆様とともに、大学等との連携
のような種が生息していることを把握する を図りながら、モニタリング調査や分析等の
ことが必要。そして基礎データを、地域の 事業に取り組んでまいります。
住民や観光客でも使いやすいように加工 今回いただいたご意見は、現在取組を検討し
し、活用できるようにしてはどうか。

ている、生き物調査や生物多様性マップの作
成などの事業を実施していく際の参考とさせ
ていただきます。

マップの運用・管理（２件）
科学的なデータの蓄積は常に継続していか 生物多様性マップの作成については、継続的
なければならないが、そのデータの運用、 にモニタリングを実施してまいります。
公表のしかたは、個別な議論が必要で、行 また、関係機関等との連携や情報共有に努め
政、NPO、科学者との連携、協同がとくに重 るとともに、様々な主体の意見を踏まえなが
要である。生物多様性マップをどのように ら、マップの点検や更新を行い、施策の展開
作り、その結果どのような指標のもとに環 に活かしてまいりたいと考えております。
境を整えていくのか、何を目標にするのか、 なお、これらに用いる資料は科学性や根拠等
課題は大きいと思う。特に特定外来生物、 の信頼性を十分に加味するとともに、公表の
要注意外来生物の量的な侵略のデータが少 際には細心の注意を払って使用します。
ないので、早急にまとめて、その対策をど 生物多様性マップの作成については、継続的
うするのか、かなりリーダーシップをもっ にモニタリングを実施してまいります。
て、迅速に対応していく必要がある。

また、関係機関等との連携や情報共有に努め

このマップづくりは一度作ったらおしまい るとともに、様々な主体の意見を踏まえなが
ではなく、定期的なチェックが必要。予算 ら、マップの点検や更新を行ってまいりたい
化を確実に、また、国、道、他の自治体と と考えております。なお、これらに用いる資
の連携、情報交換を綿密に、マップつくり 料は科学性や根拠等の信頼性を十分に加味す
に協同してとりくむことで、より有意義な るとともに、公表の際には細心の注意を払っ
データがあつまり、有意義に利用可能とな て使用します。
る。ただし、希少種の生息公表は慎重にし
てほしい。またこれまでのデータをうまく
利用してほしい。
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市の考え方

推進体制
庁内連携の強化（５件）
連携する為には、札幌市内の連携の強化も 本ビジョンは、札幌市として初めて策定する
大切である。

生物多様性の保全に関する基本指針であり、

～人類存亡の危機～と表題に書きながら、 今後は、あらゆる行政分野において、本ビジ
中身は危機感がない。既存の計画に提示さ ョンに基づいて、生物多様性配慮の視点を持
れていることとほとんど変わりない。この ちながら施策を展開してまいります。そのた
ビジョンをだれが利用するのか。行政活動 めに、札幌市環境マネジメントシステムの活
の基本的な概念として、行政職員、政治家、 用などにより、各分野における取組状況を確
市民すべてに憲法のような強いビジョンで 認しながら、市役所全体で効果的な取組の推
なければ、意味がないと思う。まず、市役 進を図ってまいります。
所内の横のつながりの強化を、部局をまた
いだ政策決定を行動で示してほしい。
本方針策定については、市で包括されてい
る他の法令とも整合性を取るということで
あり、経済発展に向けた開発等を行う際な
ど全ての開発等に対して共通する考え方の
土台となり、各機関を繋ぐ横の連携が出来
るものになることに期待する。
ビジョンの位置づけについて、札幌市のす
べての施策の上位になるよう全ての部局が
整合性を持って進めてほしい（２件）
研究・教育普及施設の活用や専任職員の配置（２件）
生物多様性に関係する研究・教育普及施設 本ビジョンでは、
「生物多様性活動拠点ネット
（博物館活動センター、円山動物園、北方 ワーク」の構築を第５章表７「重点的に進め
自然教育園、豊平川さけ科学館）が、市の る取組」に掲げており、今後、生物多様性保
大局的な政策の下で、真に有機的に結びつ 全に関連する市内の施設をネットワーク化
き、活動成果や人的な交流を進め、調査研 し、各施設が保有している地域情報や専門知
究・教育普及活動の質がさらに向上すれば、 識の共有・蓄積を図るとともに、活動団体と
よりいっそう札幌の豊かな生物多様性の活 市民のマッチングなど、地域における活動拠
用に役立つものと考える。これらの施設の 点としての機能を拡充することで多様な主体
成果を、今回のビジョンにおいて活用する の参加と連携を図るための仕組み作りを検討
ことも検討すべきではないか。ぜひともこ してまいります。
れらの施設の専門性を生かした、メリハリ いただいたご意見は、今後の取組の参考とさ
のある施策をお願いする。

せていただきます。
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専任職員、無理なら、外部アドバイザーを 本ビジョンは、札幌市として初めて策定する
専任として、ビジョンの意思が継承されて 生物多様性の保全に関する基本指針であり、
いくシステムを作り上げてほしい。それが 今後は、札幌市環境マネジメントシステムの
一番のポイントだと思う。

活用などにより、本ビジョンに基づいて、市
役所全体で取組の推進を図ってまいります。
いただいたご意見については、今後の参考と
させていただきます。

多様な主体の連携（５件）
札幌市が中心となって議論の場を設定し、 本ビジョンの策定にあたっては、アンケート
情報や経験、技術を共有し、連携して活動 やワールドカフェなどにより、市民や事業者
できる関係性を築くことが必要。

などの意見の反映に努めてまいりました。今

1 年ごとに情報を整理し報告する場を設け 後も、様々な普及啓発等による関心の喚起や
る、協議会をつくるなど、各主体が参加で ワークショップの開催などにより、各主体の
き透明性のある意思決定や合意形成が重 連携のための体制づくりに努めながら施策を
要。（３件）

展開してまいります。

外部との連携には資金と札幌市のしっかり 活動団体や事業者の支援については、資金・
とした情報開示が必要。札幌市の援助金制 資材の提供、情報・技術の提供、活動の場や
度の強化、仲介人を置いて寄付金を送れる 機会の提供など、さまざまな方法があり、本
といった窓口を設ける、生物多様性に関す 市では、これまで、さぽーとほっと基金やさ
る市民向けのイベント等を実施するなど。

っぽろエコメンバー登録制度、緑の協定制度、
環境プラザの運営などの施策を進めてきてい
るところです。今後は、これら既存の取組を
活用するとともに、生き物調査などの市民参
加型プログラムの開発や、活動拠点ネットワ
ークの構築などにより、更なる活動の支援や
連携の強化を図ってまいりたいと考えており
ます。いただいたご意見については、今後の
参考とさせていただきます。
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具体的かつ明確な活動を、関係する行政部 ご意見のとおり、具体的かつ明確な活動の提
局、諸事業者、諸団体に呼び掛けることが 示と呼びかけは、庁内関係部局を含め、多様
重要。例えば、生物多様性条約事務局が全 な主体の参加と連携の促進に効果的と考えて
世界に呼び掛けている「グリーンウエーブ」 おります。
の活動について、積極的に参加を呼びかけ いただいたご意見については、今後の参考と
たり、今年札幌市を中心として行われるこ させていただきます。
とになっている「学校林・遊遊の森」全国
子どもサミットについて、情報を提供する
など、折に触れて札幌市が参加を呼び掛け
ることによってリーダーシップを発揮する
ことが重要。
まちづくり
生物多様性を活かしたまちづくり（４件）
札幌市は、大都市でありながら、身近に多 生物多様性の保全に取り組むことは、身の回
くの自然や天然記念物もあることから、こ りの自然と、それを形づくってきた歴史や文
れらを減らさないよう、経済発展と教育的 化などを見つめ直すことであり、地域色豊か
環境、生活環境、自然環境等を両立し、発 な自然や文化を守り育てることにつながると
展出来る都市を証明することで、
「生き物と 考えております。
人が輝くまち」という、ブランド化された このことから、本ビジョンでは、地域の資源
都市になることを市民として期待してい を再発見、創造し、魅力ある札幌を将来に引
る。

き継いでいくことを理念に掲げているところ

住民が参加でき、住民同士や、住民と観光 です。
客をつなぐ体制があると地域が一体となっ 今後は、多様な主体の連携の下、市民参加型
たまちづくりができると思う。
（例えば、住 のモニタリング調査や生物多様性マップの作
民参加型の生物調査や、地域のボランティ 成などの取組を通して、地域の個性を把握し
アに観光地の案内をしてもらうエコツーリ てまいりたいと考えております。
いただいたご意見は、今後施策を展開してい

ズムなど）

札幌特有の環境を活かし、都市に多様な生 く上での参考とさせていただきます。
物種が生息していることを札幌の個性とす
る。
その個性を発揮し伸ばしてゆくことで、札
幌を他のまちとは違う独自性を持ったユニ
ークな地域として、変えていくことができ
るのではないか。
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市の考え方

生態系の多様性の中で、
「明治以降の計画的 同上
開発」当時としては極当然であったと考え
られるが、今後の在り方として考え直す必
要はないのだろうか。
ライフスタイルの見直し
ライフスタイルに対する認識（３件）
「第４章」に書いてあるように、私たちが 本ビジョンでは、札幌市が一大消費都市であ
出来る事を早い段階で多く実践していくこ ることを踏まえ、ライフスタイルの見直しを
とが必要。札幌にふさわしいライフスタイ 重要な視点の一つとして、検討を進めてきま
ルを、環境あっての活動という意識をもっ した。
て実践していけたらいいと思う。

また、生物多様性の喪失は、人類の存亡にも

生物多様性の維持は、古来先人たちが（特 関わる地球規模の環境問題という認識を踏ま
「私たちが今すぐに始めるべき行動」とし
に北海道ではアイヌの人たちが）教えられ え、
てきたこと。新しいことでも難しいことで て、第５章にライフスタイルの見直しに向け
もない。あらためて、生物多様性の危機を た具体的な行動例を記載しているところで
訴えなければならなくなったのは、近世の す。
「省資源・
人間活動がそれらをないがしろにして多様 第５章に挙げた行動例については、
な生き物が生き続けることが不可能な環境 省エネルギー」や「地産地消」など、これま
にしてしまい、様々な災いとなってわが身 でも地球温暖化対策やごみ減量などで取り組
まれてきたものもありますが、今後は、生物

にかえってきたからにほかならない。

基本は、
「当たり前のことは当たり前に」と 多様性の観点からもこれらの行動の実践を呼
びかけ、生物多様性に配慮したライフスタイ

考える。

ルが、より広く定着するよう努めてまいりま
す。
行動の実践に向けた提案（３件）
不況の下では事業者も市民も環境に配慮す 生物多様性に関する取組は、さまざまな主体
る余裕もなく、コストに注目しがち。地産 が無理なく継続的に取り組んでいけることが
地消、環境配慮商品の利用が事業者と消費 大事と考えております。いただいたご意見に
者にとって利益となるようにすれば現状が ついては、今後の参考とさせていただきます。
改善すると思う。
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市の考え方

ライフスタイルの見直しとして、公共機関 本市の環境マネジメントシステムの取組の１
や公共施設などのＬＥＤ使用を呼び掛けた つであるグリーン購入にて、LED 照明の購入に
ら良い。

ついて取組みを進めているところです。今後
は札幌市環境マネジメントシステムとも連動
しながら生物多様性保全の取組を推進してま
いります（P76）
。

わずかな種類の家畜や作物によって食糧が ご意見のとおり、野生生物だけでなく、家畜
賄われているという実態は、細菌等によっ や作物などにおいても、多様性を確保するこ
て一瞬にして損なわれるリスクがある。広 とは重要です。本ビジョンにおいても地域固
範囲にわたる環境条件に適応する品種改良 有の伝統品種を守り育てることの重要性につ
の賜物であることは否定しない。地にあっ いて記載しております（P33）
。
た多様な（ある程度の経済性を無視した市
民が支える）食料の確保が必要と考える。
その他
札幌市がビジョンを策定することに対する評価（３件）
札幌市という 190 万人が暮らす大都市であ 今後は本ビジョンを生物多様性保全の基本指
りながら、自然と都市の両面を持ちそれを 針とし、様々な主体との連携を重視しながら
維持発展させていくための未来の姿（目標） 施策を展開して参ります。
やビジョンとして方針を出したことについ
ては、全国に向けての大きなアピールであ
り、賛成する。
各部局を横断して語れる、政策立案時に参
考にできるものとして、今回の指針作成の
動きは一市民として歓迎する。
（３件）
感想（２件）
外来種の動物は飼い主が手放して増えたの オオハンゴンソウやセイヨウタンポポ、牧草
がわかったが、外来種の植物はどのように 類等の外来植物は、観賞用や食用として導入
して増殖したのかが気になった。

されたものが主に花壇や圃場等から逸出し定
着しました。

ライフスタイルの見直しの例として、食品 「食」は、生物多様性の恵みや問題を理解し
廃棄物を減らすため、中学校では食べ残し やすい身近な事例と考えており、今後の普及
のフードリサイクルをしていた。

啓発等においても、さまざまな形で身近な具
体的事例を取り上げ、生物多様性との関わり
を考えていただく機会や情報を提供してまい
りたいと考えております。
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市の考え方

その他（２件）
パブコメの反映が具体的にどのようになさ パブコメ意見の概要、意見に対する市の考え
れたか、ビジョンが策定されたら提示して 方、及びビジョンの修正案に関しては、札幌
ほしい。

市公式ホームページ等で公表いたします。

ホームページの PDF ファイルのダウンロー ファイル容量が非常に大きいため、全部一括
ドを全部一括で見れるようにしてほしい

は困難ですが、極力容易に閲覧していただけ
るようにいたします。
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意見に基づくビジョン案の修正点
No.

章

頁

該当部分

修正前

修正後
生物多様性がもたらす恩恵は、生

第１章
1

1

5

１

態系サービスと呼ばれます。私た

生物多様性とは

-

ち人間はこれらの恩恵を受けるこ

コラムの説明文

とで、豊かな日常生活を送ること
ができるのです。

第１章
１
2

1

5

生物多様性とは

「生活の安全を支え
ます」の写真について

奥定山渓の緑のダム（写真 4 枚目
の説明文）

奥定山渓の「水源の森」

の説明文

第１章
3

1

8

３

理念

箇条書きの２つ目

第３章
１
4

3

30

自然環境

(2) 生物多様性
表 3「札幌市の動植物

・都市が世界の生物多様性に与え

・札幌が北海道や世界の生物多様

ている影響を認識し、生物多様性

性に与えている影響を認識し、生

に配慮したライフスタイルを実践

物多様性に配慮したライフスタイ

します

ルを実践します。

表３ 札幌の動植物の種数

表３ 札幌市の動植物の種数

種類

全確認種数

：

：
13

両生類・爬虫類
：

希少種数
：

：

1
：

：
8%
：

外来種数
：
4
：

：

5

4

57

３

施策の方向性

４つの施策の柱

第４章
３
6

4

63

施策の方向性

施策の柱３「継承す
る」
施策の方向性４「歴史
的文化的資産の継承」

全確認種数

：

：

31%

両生類
爬虫類

：

爬虫類
両生類
：

の種数」

第４章

種類

8
5
：

希少種数
：

：

0

0%

1

20%

：

：

外来種数
：

：

2

25%

2

40%

：

：

P89 も同様

生物多様性保全の実践活動に皆で
取り組む

生物多様性の保全に皆で取り組む

北海道の自然に密着して育まれて
生物多様性を賢く使ってきた伝統

きたアイヌ文化をはじめ、生物多

的知恵や、地域性豊かな景観、文

様性を賢く使ってきた伝統的知恵

化の保全・創造に努め、札幌の魅

や、地域性豊かな景観、文化の保

力向上につながる歴史的文化的資

全・創造に努め、札幌の魅力向上

産として、将来に引き継ぐ。

につながる歴史的文化的資産とし
て、将来に引き継ぐ。
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No.

章

頁

該当部分

修正前

修正後

第５章
１

本ビジョンの進

め方
7

5

72

(2)ライフスタイルの

その他の行動のヒント

見直し

伝統や歴史などから学ぶ行動のヒ
ント

「その他の行動のヒ
ント」
第４章
３

施策の方向性

施策の柱４「活用す
8

4

64

る」
施策の方向性２「環境
に配慮した消費行動

市民・事業者・札幌市の全ての主
札幌市内や道内の、より身近な農

体が、札幌市内や道内の、より身

林資源を積極的に利用するととも

近な農林資源を積極的に利用する

に、地球規模の視点に立った持続

とともに、地球規模の視点に立っ

可能な消費行動を推進する。

た持続可能な消費行動を推進す
る。

の推進」
第４章
9

4

66

３

施策の方向性

図 29「ビジョンの体系

曲線矢印（体系図中）

直線矢印（体系図中）

図」
具体的には、保全活動の基礎とな
第５章
１

本ビジョンの進

め方
10

5

70

(1)自然環境の保全
市民参加型活動プロ
グラムに関する説明
文

る生物多様性マップの作成に向け
て、大学など関係機関と連携して
地域特性を代表する拠点や指標種
を選定し、市民参加型の活動プロ
グラムとしてモニタリング方法を
開発・実践することで、普及啓発
を兼ねたデータ収集に取り組みま
す。
（P70 7 行目）

30

具体的には、保全活動の基礎とな
る生物多様性マップの作成に向け
て、大学など関係機関と連携して
地域特性を代表する拠点や指標種
を選定し、子どもから大人まで誰
もが参加できる市民参加型の活動
プログラムとしてモニタリング方
法を開発・実践することで、町内
会などとも連携を図りながら、普
及啓発を兼ねたデータ収集に取り
組みます。（P70 7 行目）

No.

章

頁

該当部分

修正前

修正後
自然とのふれあいを通して、生命

第５章
１

本ビジョンの進

め方
11

5

72

(2)ライフスタイルの
見直し
「身近な自然や生き
物とのふれあい」の説
明文

自然とのふれあいを通して、生命
の尊さやつながりを感じ、自然に
対する感謝の念を抱く感性を磨く
とともに、身近な自然や生き物を
知り、地域や家族などで話し合う
ことで、生物多様性に対する理解
を深め、地域の魅力を再発見する
きっかけになります。（P72 15 行
目）

の尊さやつながりを感じ、自然に
対する感謝の念を抱く感性を磨く
ことは、日々の暮らしの中でも、
市街地を含む身近な自然や生き物
に対する興味や関心につながると
ともに、地域住民や家庭などの対
話の活性化及び生物多様性に対す
る理解の促進に寄与し、地域の魅
力を再発見・創造するきっかけに
なると考えられます。（P70 15 行
目）

資料編
５

調査資料

資
12

料

自然環境等基礎

100

「市民団体の活動状
況調査」各団体の活動

編

上の課題に関するグ
ラフ
資料編９ 市内の関

資
13

料

連施設及びＮＰＯ等
104

の活動事例

編

-

ビジョン P104 参照（市内の生物多
様性関連施設位置図）

※新規ページ
資料編
９

資
14

料

105

市内の関連施設

及びＮＰＯ等の活動

-

事例

編

ビジョン P105 参照（市内の生物多
様性関連施設）

※新規ページ
資料編
９

資
15

料
編

105

市内の関連施設

及びＮＰＯ等の活動

-

事例
※新規ページ
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ビジョン P105 参照（NPO 等市内活
動団体の活動事例）

概要版の修正内容
No.

1

章

1

頁

1

該当部分

「生物多様性とは」の
説明文

修正前

修正後

生物多様性とは、地球上の生き物

地球上には、知られているだけで

の種の間にさまざまな違いが存在

約 175 万種、未知のものも含める

すること（種の多様性）、またそ

と 3,000 万種とも推定される生き

れらの種が持つ遺伝子にさまざま

物が地域の歴史や環境に応じて存

な違いが存在すること（生態系の

在しており、これらの生き物は、

多様性）、そして、環境と生き物

互いにつながりあって生きていま

の相互作用で形成されるさまざま

す。生物多様性とは、これらのす

な生態系が存在すること（生態系

べての生き物の間に違いがあるこ

の多様性）をいいます。

とをいいます。
生物多様性は、生態系、種（種間）、

2

5

「3 つの多様性」の説

⑷

明文

3

札幌市の生物多様性の現状を「３

遺伝子（種内）の３つのレベルで

つの多様性（生態系、種、遺伝子）」 捉えられます。札幌市の生物多様
から見てみましょう。

性の現状をこれら３つの多様性か
ら見てみましょう。

3

1

1

「生物多様性とは」内
の見出し

私たちと生物多様性の関係

生態系サービス

―生

態系サービス―
本ビジョンは、生物多様性基本法
第 13 条に基づく地域戦略として策

本ビジョンは、生物多様性基本法

4

2

2

「ビジョンの位置づ
け」の説明文

第 13 条に基づく地域戦略として策
定します。また、札幌市環境基本
計画の個別計画としても位置づけ
られます。

定します。生物多様性の取組は、
生活や事業活動のあらゆる場面に
関わるため、すべての行政分野に
おいて、本ビジョンの主旨を尊重
して生物多様性の保全及び持続可
能な利用への配慮に努めることと
し、本ビジョンとの整合を図るも
のとします。

2

4

「各ゾーンの特徴」

⑶

⑹

※ページ移動

5

5
6

3
⑷

-

「自然環境」の見出し 自然環境

P6 の内容を P4 へ移動

自然環境における現状
（）内の数字はパブリックコメント開始時点での資料ページ数
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No.

章

頁

7

3

7

該当部分

修正前

「社会環境」の見出し 社会環境

修正後
社会環境における現状

過去の例では、豊平川のサケが一
時姿を消しましたが、カムバック

8

6

「種の多様性」の説明

⑸

文

3

サーモン運動による稚魚の放流や
水質の回復などにより再びその姿

（削除）

が見られるようになり、今では、
自然産卵による野生のサケも安定
的に見られます。
・・・
北海道の外来種リスト（北海道ブ
ルーリスト 2010）では、道内にい
る外来種について、国内移入種も
含めて 860 種を挙げており、札幌
・・・

市では、そのうち 365 種が確認さ

北海道の外来種リスト（北海道ブ

れています。これらの外来種の中

ルーリスト 2010）では、道内にい には、農作物や家畜、ペットなど

9

6

「種の多様性」の説明

⑸

文

3

る外来種について、国内移入種も

のように私たちの生活に欠かせな

含めて 860 種を挙げています。札

いものもいる一方、在来生物を駆

幌市では、そのうち 365 種が確認

逐し生態系に被害を及ぼす侵略的

されています。このうち、外来生

外来種もいます。侵略的外来種に

物法で指定されている特定外来生

ついては、「入れない・捨てない・

物としては、動物ではアライグマ、 拡げない」という予防３原則や外
ミンク、セイヨウオオマルハナバ

来生物法に基づき、被害を防ぐこ

チなど、植物ではオオハンゴンソ

とが重要です。外来生物法で指定

ウ、オオキンケイギク、オオフサ

されている特定外来生物のうち、

モが挙げられます。

札幌市で確認されているものとし
ては、動物ではアライグマ、ミン
ク、セイヨウオオマルハナバチな
ど、植物ではオオハンゴンソウ、
オオキンケイギク、オオフサモが
挙げられます。
（）内の数字はパブリックコメント開始時点での資料ページ数
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No.

章

頁

10

4

11

11

4

11

該当部分

修正前

「施策の柱２ 協働す

生物多様性保全の実践行動に皆で

る」

取り組む

「施策の柱３ 継承す
る」

12

4

12

「本ビジョンの体系
図」

EMS による取組

曲線矢印（体系図中）

修正後

生物多様性の保全に皆で取り組む

環境マネジメントシステムによる
取組

直線矢印（体系図中）

具体的には、保全活動の基礎とな

13

5

13

「自然環境の保全」の
説明文

具体的には、保全活動の基礎とな

る生物多様性マップの作成に向け

る生物多様性マップの作成に向け

て、大学など関係機関と連携して

て、大学など関係機関と連携して

地域特性を代表する拠点や指標種

地域特性を代表する拠点や指標種

を選定し、市民参加型の活動プロ

を選定し、市民参加型の活動プロ

グラムとしてモニタリング方法を

グラムとしてモニタリング方法を

開発・実践することで、子どもか

開発・実践することで、普及啓発

ら大人まで多くの市民の参加の

を兼ねたデータ収集に取り組みま

下、町内会などとも連携を図りな

す。

がら、普及啓発を兼ねたデータ収
集に取り組みます。
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本書に関するお問い合わせ先
札幌市環境局環境都市推進部環境対策課（環境共生推進担当）
〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目
電話 011-211-2879
FAX 011-218-5108

市政等資料番号
01-G02-12-1671

