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(1) 農林⽔産業における⽣物多様性 ①

◆⽣物多様性の損失

「⽣物多様性及び⽣態系サービスの総合評価報告書
(JBO3)」(2021年３⽉)によれば、我が国の⽣物多様性及び
⽣態系サービスの損失・劣化の状態は、この50年間長期的
に悪化傾向にあり、それらの直接的な要因（⽣物多様性の
４つの危機）の影響力も大きいまま推移している。

・第１の危機（⼈間活動や開発による危機）
・第２の危機（⾃然に対する働きかけの縮⼩による危機）
・第３の危機（⼈間により持ち込まれたものによる危機）
・第４の危機（地球環境の変化による危機）

第２の危機には、⾥地⾥⼭の管理・利⽤の縮⼩および野⽣
動物の直接的利⽤の減少が含まれている。
※ ⽣態系サービスとは

食料や⽔の供給、気候の安定など、⾃然（⽣物多様性）から得ら
れる恵み。
（環境省：⽣物多様性と⽣態系サービスの経済的価値の評価より）
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/policy/valuation/se
rvice.html）

○ 農林⽔産業は⽣物多様性からもたらされる⾃然の恵みを利⽤して行われる⽣産活動であるとともに、
持続的な営みを通じて⾥地・⾥⼭・⾥海といった⾃然環境を形成し⽣物多様性保全に貢献。

○ 我が国の⽣物多様性及び⽣態系サービスの損失・劣化の状態は、この50年間長期的に悪化傾向にあり、
農林⽔産分野では、⾥地⾥⼭の管理・利⽤の縮⼩等による損失が指摘。

◆農林⽔産業と⽣物多様性の関係

農林⽔産業は、⾃然界の多様な⽣物が関わる循環機能
を利⽤する⽣産活動であるとともに、環境に働きかけ
て、日本独⾃の農⼭漁村の風景や文化を創り出してい
る。

農林⽔産業

田園地域
⾥地⾥⼭

森林 ⾥海･海洋

保全

利⽤

⽣育･⽣息環境の提供

農林⽔産物の⽣産
遺伝資源導入
による品種開発

⽣物多様性

⽣態系

種 遺伝子

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/policy/valuation/service.html


(1) 農林⽔産業における⽣物多様性 ②
○ ⽣物多様性の損失を止め、回復へと転じさせるためには、これまでの直接要因を対象とした対策に加

え、間接要因への対処を通じてビジネスと⽣物多様性の好循環等を促す社会変革が重要である。



(2) 農林⽔産分野における⽣物多様性保全の取組の流れ
○ ｢農林⽔産省⽣物多様性戦略｣を策定し、⽣物多様性保全・利⽤対策を総合的に推進。

農林⽔産省⽣物多様性戦略
○田園地域・⾥地⾥⼭、森林、⾥海・海洋の保全
○農林⽔産分野における地球環境保全への貢献
○農林⽔産分野における⽣物多様性の評価の検討
○東日本大震災からの復興と⽣物多様性
○農林⽔産分野における遺伝資源の保全と利⽤

 農林⽔産省⽣物多様性戦略（2007年７⽉策定）

 ⽣物多様性基本法(2008年６⽉施行）

 ⽣物多様性地域連携促進法(2011年10⽉施行)

 東日本大震災（2011年３⽉）

 農林⽔産省⽣物多様性戦略の改訂（2012年２⽉）

 ⽣物多様性国家戦略2012-2020（2012年９⽉閣議決定）

 ラムサール条約COP10 （2008年11⽉ 韓国）
「⽔田決議」⽔田の湿地⽣態系としての重要性

 ⽣物多様性条約COP10及びMOP５（2010年10⽉ 名古
屋）

・戦略計画2011-2020（愛知目標）
・名古屋議定書、名古屋･クアラルンプール補足議定書
・SATOYAMAイニシアティブ

 ⽣物多様性条約COP13(2016年12⽉ カンクン)
農林⽔産分野における⽣物多様性の主流化の取組が⽣物
多様性の損失を止めるのに重要であること
とりわけ、企業が果たす役割の重要性等を認識

 ⽣物多様性条約COP15（2021年10⽉､2022年4～5⽉
予定 中国）
新たな世界目標（ポスト2020⽣物多様性枠組）を決定

 農林⽔産省⽣物多様性戦略の改定（2021年度予定）
 ⽣物多様性国家戦略の改定（2022年度予定）



(3) 田園地域・⾥地⾥⼭の保全 ①
○ 近年、⾥⼭林の利⽤の減少や農林業の担い⼿の不足による耕作放棄地の増加等により、従来、⾝近に

⾒られた⽣物種の減少が⾒られるとともに、特定の野⽣動物の⽣息地の拡大等により、農林業への⿃
獣被害が深刻化。

○ このため、⽣物多様性保全等に効果の⾼い営農活動に取り組む農業者団体等に対する直接⽀援を実施
するとともに、野⽣⿃獣の追払いや捕獲活動、侵入防止柵や処理加⼯施設の整備など地域ぐるみの取
組等を⽀援。

◆環境保全型農業直接⽀払

化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて
行う⽣物多様性保全等に効果の⾼い営農活動を⽀援。

有機農業

【対象となる営農活動の例】

◆⿃獣被害防止総合対策交付⾦

野⽣⿃獣による被害を防止するため、追払いや捕獲活動、侵入防
止柵の整備等、地域ぐるみの取組を⽀援。また、処理加⼯施設の
整備、ジビエ倍増モデル地区の取組の横展開等、ジビエ利⽤拡大
に向けた取組を⽀援。

【令和3年度予算額 2,450百万円】

【令和3年度予算額 11,005百万円】

侵入防止柵の整備



(3) 田園地域・⾥地⾥⼭の保全 ②

◆多⾯的機能⽀払

農業者等で構成される活動組織が農地を農地として維持していく
ために行う地域の共同活動や、地域住⺠を含む活動組織が行う地
域資源の質的向上を図る共同活動を⽀援。

農地周りの草刈り

◆田んぼの⽣き物調査

JAみやぎ登米では、環境保全米の圃場に⽣息している⽣物を採取
し、⽣態系の保全状況を目で⾒て確認しようと様々なステークホ
ルダーを迎えて「環境保全米田んぼの⽣き物調査」を開催。活動
の中では毎年数多くの⽣き物が確認され、中には⾚とんぼの幼⾍
や、 ミナミメダカなど、全国的に⾒ても⽣息数が減少している⽣
物も多数確認。

【令和3年度予算額 48,652百万円】

田んぼの⽣き物調査



(4) 森林の保全 ①

◆多様で健全な森林への誘導

• 傾斜等の⾃然条件等の良い森林（育
成単層林）では主伐後の植栽 による
確実な更新により循環利⽤。

• 条件が不利な森林は、モザイク施業
等により育成複層林へと誘導、天然
⽣林は適切に保全、⾥⼭林は保全管
理・利⽤を推進。

○ 我が国の国⼟の約３分の２を占める森林は、多様な⽣物が⽣育・⽣息しており、⽣態系ネットワーク
の根幹として豊かな⽣物多様性を構成。

○ ⽣物多様性の保全など森林の公益的機能の持続的な発揮と森林資源の循環利⽤を図るための森林の整
備・保全を進め、 多様で健全な森林へ誘導することが必要。

【森林整備事業 令和3年度予算額 124,803百万円】



(4) 森林の保全 ②

◆優れた⾃然環境を有する森林の保全・管理の推進

世界⾃然遺産における外来樹木の侵入抑制⼿法等の技術開発、
森林⽣態系の保全に配慮した管理⼿法の検討及び保全対策を
実施。

○ 原⽣的な森林⽣態系、希少な野⽣⽣物の⽣育・⽣息地等の保全・管理を推進。

○ 森林における⽣物多様性の保全を総合的に推進するため、森林⽣態系のモニタリングを実施し、その
結果を森林計画等に 活⽤（例：⿃獣害防止森林区域の設定）。

世界遺産の森林⽣態系保全対策事業

国有林野における取組

原⽣的な森林⽣態系からなる⾃然環境の維持や希少な野⽣⽣物
の保護等を目的に「保護林」を設定し、保護・管理。

◆森林⽣態系のモニタリング

森林⽣態系多様性基礎調査事業

全国⼟を対象に、植⽣等の⽣物多様性に関する定点
観測、データの分析を実施。

⼩笠原：外来樹木（アカギ）の林

多数の固有種・希少種が⽣育・⽣息
するやんばる森林⽣態系保護地域
(保護林)

【令和3年度予算額 71百万円】

【令和3年度予算額 321百万円】



(5) ⾥海・海洋の保全 ①
○ 藻場は、沿岸域の開発のほか、海⽔温の上昇による海藻の⽴ち枯れ、海藻を食い荒らす植食性⿂類の

分布域の拡大等によって大きく減少。⼲潟においても、有害⽣物による⼆枚⾙の捕食の増加、陸上か
らの砂の供給量の減少や円滑な物質循環の停滞等による⽣産力の低下が⾒られる。

○ このため、漁業者を中⼼とする多様な担い⼿による藻場・⼲潟等における食害⽣物の除去などの保全
活動を推進するとともに、資源管理施策や栽培漁業と連携しつつ、⽔産⽣物の⽣活史に配慮した広域
的な漁場 整備をさらに展開し、沖合域も含めた海域全体の⽣産力の底上げを図る。

◆⽔産多⾯的機能発揮対策事業

[⽀援メニュー]

①環境・⽣態系保全
藻場･⼲潟･サンゴ礁の保全、内⽔⾯の⽣態系の維持保全等

②海の安全確保
国境・⽔域の監視、海難救助 等

漁業者等が行う⽔産業・漁村の持つ多⾯的機能の
発揮に資する藻場・⼲潟等の保全など地域の取組
を⽀援。

⼲潟の保全（⼲潟の耕うん） 漂流漂着物の回収・処理

藻場の保全（ウニの駆除） 国境・⽔域の監視

【令和3年度予算額 1,800百万円】



(5) ⾥海・海洋の保全 ②

◆⽔産環境整備事業

⽔産⽣物の⽣活史に対応した藻場・⼲潟から沖合
域までの 良好な⽣息環境空間を創出する⽔産環境
整備を推進。

[課題と対応]
• 気候変動等による藻場・⼲潟の減少等の環境の変化
• ⽔産資源の低迷

• 海域全体の⽣産力の底上げを目指した⽔産環境整備の
推進

• フロンティア漁場整備のさらなる展開

⽔産資源の回復対策

⽔産資源を育む⽔産環境の保全・創造

生活史

磯焼け海域等における
藻場・干潟造成

水産生物の生活史に
対応した漁場整備

資源管理と連携
した漁場整備

漁場整備事業で造成したマウンド
礁に蝟集するマアジ等

【令和3年度予算額 12,330百万円の内数】



(6)① ⽣物多様性保全効果の⾼い安定的な農業⽣産技術の開発
○ 環境に配慮した持続的な農業への取組を推進する上で、⽣物多様性の保全と農産物の安定⽣産を両⽴

するためには、⼟着の天敵や花粉媒介昆⾍等を有効に活⽤した栽培法の確⽴が求められる。

○ このため、⽣物多様性保全効果の⾼い総合的病害⾍・雑草管理（IPM）の体系化技術や、農業におけ
る花粉媒介昆⾍等の積極的利活⽤技術、農村環境における⽣物多様性保全効果を簡易に評価できる⼿
法の開発を推進。

◆農地⽣物相を活⽤した⽣産安定化技術の開発

• IPMの取組程度が異なるほ場におけ
る指標⽣物の発⽣量を調査

• 指標⽣物の発⽣量に影響を与える
IPMの取組項目を選定

• 指標⽣物の発⽣量が多くなるような
IPM項目の組合せを特定

• IPMの取組程度と指標⽣物発⽣量と
の関係を解明

• 指標⽣物の発⽣量からIPMの取組効
果を評価することで、⽣物多様性保
全効果の⾼い農法を実施する⼿法を
開発

※ IPMとは、予め病害⾍・雑草の発⽣しにくい環境を整え（輪作、抵抗性品種導入、⼟着天敵
利⽤等）、病害⾍の発⽣状況に応じて、天敵（⽣物的防除）や粘着板（物理的防除）等の防除
⽅法を適切に組合せ、環境への負荷 を軽減しつつ、病害⾍の発⽣を抑制する防除体系。
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