
「沖縄県希少野生動植物保護条例（仮称）」（案）に対する意見等と沖縄県の考え方

【募集期間】　　　令和元年６月28日（金）～令和元年７月29日（月）
【募集方法】　　　郵送、メール、FAX
【意見等の数】　 28人（個人19：団体：9）から延べ127件

No. 件数 意見の分類 ご意見・ご提案 沖縄県の考え方

1 1 第1条

「この条例は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境
の重要な一部として県民の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑
み、（以下略）」
意見内容：上記アンダーライン部分を「であって、それ自体として価値を持つととも
に、」に変える。

ご意見の内容を踏まえ、条例を運用していくこととしますが、条文については原案の
とおりといたします。

2 1 第1条

「野生動植物が、生態系の重要な構成要素である事だけでなく、自然環境の重要な一
部として県民の豊かな生活に欠かすことの出来ないものであることに鑑み、
希少野生動植物の保護を図ることにより、生物の多様性が確保された良好な自然環境
を保全し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを
目的とする。」を以下に修正
◯意見内容：
「本県の豊かな自然環境および生物の多様性を 構成する野生動植物は、学術的及び文
化的価値を有するものであり、県民の豊かな生活に欠かすことの出来ないものであ
り、県、市町村及び県民等（県民及び滞在者をいう。以下同じ。）が一体となって、
その保護を図り、もって将来の県民にこれを共有の財産 として継承することを目的と
する。」

ご意見の内容を踏まえ、条例を運用していくこととしますが、条文については原案の
とおりといたします。

3 1 第1条

沖縄の世界に誇る亜熱帯の貴重な自然は開発・埋め立て・産業利用によって著しく減
少しています。特に沖縄の観光産業になくてはならないサンゴの海・そこに生息する
生物にとって危機的状況にあります。アジアに誇る「青い海」を作り上げているサン
ゴ、そこに生息する海草、貝類等を希少野生動植物に加えてください。

ご意見の内容を踏まえ、条例を運用していくこととしますが、条文については原案の
とおりといたします。

4 1 第1条

「この条例は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境
の重要な一部として県民の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑
み、希少野生動植物の保護（外来種に属する動植物が希少野生動植物に係る生態系に
及ぼし、又は及ぼすおそれのある被害の防止を含む。以下同じ。）を図るためことに
より県、県民、野生生物を保全する活動を行っている団体、事業者、国、市町村その
他の関係機関等が連携し、及び協働して、生物の多様性が確保された良好な自然環境
を保全し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを
目的とする。」に修正。

ご意見の内容を踏まえ、条例を運用していくこととしますが、条文については原案の
とおりといたします。



5 1 第1条

本県は、他府県に比べて固有種が多く離島が多いことから、いったん地域絶滅が起
こった場合、遺伝子の固有性などを考えると保護増殖に取り組んだとしても、元の状
況を取り戻すことはたいへんに困難になる。県内からの種の絶滅を回避するには、ま
ず地域絶滅を回避することを目標に掲げることが重要と考える。

ご意見の内容を踏まえ、条例を運用していくこととしますが、条文については原案の
とおりといたします。

6 1 第2条
選定する各種について科学的根拠を示すべきである。また沖縄県レッドブックの掲載
種が筆者の主観で書かれているものもあり、必ずしも科学的根拠に基づくものではな
い。

種の指定にあたっては、レッドデータおきなわ等の既存の資料を参考に希少野生動植
物保護基本方針の中に定める選定基準に基づき、有識者や審議会等の意見を聴きなが
ら、検討することとしています。

7 1 第2条第4項
「県民等」の定義：県民に加えて「滞在者及び旅行者」を含めているが、今後本条例
を展開するに際して、県民でない者に情報を周知させる方法を教えて下さい。沖縄県
は旅行者も多い県なので、重要なことだと考える。

県民でない者への周知方法については、観光担当部局や観光協会に協力を仰ぎなが
ら、既存の広報媒体を活用した周知や条例に関するパンフレットの観光スポットや各
種交通機関への配置などを検討していきたいと考えています。

8 1 第2条第4項
「この条例において「県民等」とは、県民、滞在者及び国内外の旅行者をいう。」に
修正。

ご提案の内容については、原案でも解釈できると考えており、原案のとおりといたし
ます。

9 1 第3条

第3条（県の責務）に県が希少種の状況を把握することになっているが、昨年改訂され
た県のレッドリストは1997年に作成されて以降、昨年ようやく3回目の見直しが行われ
たように、多くの種、島ごとに分かれている本県では、全体を把握することは容易で
はない。
国では、指定希少野生動植物種の選定にあたり、市民からの提案を受け付けている。
本県でも、このような市民提案制度を組み込むことを提案する。
（参考）https://www.nacsj.or.jp/archive/2014/10/533/

条例第7条第6項において、提案の募集の規定を定めております。

10 1 第3条

希少種の状況把握についてだが、沖縄県のレッドリストにはサンゴ類が含まれていな
い。
環境省のレッドリストにはすでに含まれており、そのほとんどが県内に生息している
種であることを考えると、追加で早急に検討し、指定希少野生動植物種の対象に加え
るべきである。

希少野生動植物に係る種の指定については、着実に世界自然遺産登録を推進するた
め、レッドデータおきなわ掲載種のうち、密猟により個体数が著しく減少している種
をまずは指定していく予定です。密猟以外の原因で個体数が減少している種やレッド
データおきなわ掲載種以外の種については、有識者の意見を聞きながら指定について
検討する予定です。

11 3 第3条第3項

「県は、地域の開発及び整備その他の希少野生動植物の保護に影響を及ぼすと認めら
れる施策の策定及び実施に当たっては、希少野生動植物の保護について配慮するもの
とする。」
意見内容：上記アンダーライン部分を「保護の目的に反してはならない。」に変え
る。

ご意見の内容を踏まえ、他の施策とも調和を図りながら条例を運用していくこととし
ますが、条文については原案のとおりといたします。

12 5 第4条

「事業者は、その事業活動を行うに当たっては、希少野生動植物の種の個体の生息又
は生育の環境の悪化を防止するための当該環境への負荷の低減に努めるとともに、県
が実施する希少野生動植物の保護に関する施策に協力するよう努めなければならな
い。」
意見内容：上記アンダーライン部分を「当該環境への負荷の低減を図るとともに、県
が実施する希少野生動植物の保護に関する施策に協力しなければならない。」とす
る。

本条例により新たな規制の創設にあたっては事業者の理解も必要であり、協力を得る
ために条文については原案のとおりといたします。



13 3 第5条
「県民等は、希少野生動植物の保護に自ら努めるとともに、県が実施する希少野生動
植物の保護に関する施策に協力しなければならない。」に修正。

本条例により新たな規制の創設にあたっては県民の理解も必要であり、協力を得るた
めに条文については原案のとおりといたします。

14 2 第6条
「この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し（以下
略）。」
意見内容：上記、財産権に続いて、「及び基本的人権」を挿入する。

本条は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（以下「種の保存
法」という。）第3条を参考としており、原案のとおりといたします。

15 1 第7条第2項第4号

「これらの加工品」とあるが既に採集されている昆虫類や貝類などの標本に関しては
個人の財産・資料であるが、後からの法的規制により個人財産の事実上の価値をなく
すことは違法ではないのか。また第９条に具体的に禁止事項が明記されていない。

条例第9条では、指定希少野生動植物種の個体等の取扱いについては、通常よりも慎重
な配慮が求められるべきであることから、条例の施行前に捕獲等されたものも含め
て、個体等の所有者等に禁止事項ではなく、努力義務事項を定めたところです。ま
た、財産権等を著しく制限しているものではないことから、他法令とも整合性はとれ
ているものと考えております。

16 1 第8条

同じ一つの種でも、島ごと或いは地域ごとに生息状況が異なる場合があります。（あ
る島では希少な生物が別の島では普通種な場合等）そのような種は種全個体ひとまと
めの指定ではなく、「○○島個体群」の様な、それぞれの個体群の状況に応じた指定
を求めます。

ご提案の指定方法については、条例制定後に検討する指定希少野生動植物種の指定の
具体的な検討において専門家の議論を踏まえ対応していきたいと考えております。

17 1 第8条

私はメダカ（琉球個体群）、トーイユ（タイワンキンギョ）、ギンブナの1種（沖縄在
来型）を数千尾、オキナワノコギリクワガタ、オキナワヒラタクワガタ、オキナワカ
ブトムシ、ヤエヤママルバネクワガタ、オキナワマルバネクワガタを数百匹繁殖さ
せ、累代飼育をしています。種の保存法に指定されているオキナワマルバネクワガタ
を除き、これらの種類を学校、保育園、学童、個人などに配布し、喜ばれている。ま
た、ヒョウモンドジョウやタウナギなどの繁殖も試みている。これらの種類を条例で
指定希少野生動植物にしないでほしい。種の保存法におけるオキナワセッコクのよう
に特別とし、栽培、養殖した生物は配布、販売できる方法もある。

ご意見の中で挙げられた種が密猟等により個体数が著しく減少しているような場合に
は、その希少野生動植物の保護のため、指定希少野生動植物種に指定される可能性が
ありますので、種を存続させる必要からもご理解いただきたいと思います。

18 1
第8条第1項、第2
項

指定希少野生動植物の指定に際して：むやみに指定するのではなくて、保護の必要性
及び実現性を事前に十分検討してもらいたい。審議会は、偏った者･集団ではなくて、
広汎な情報収集に努めてもらいた。指定に際しては、事前に保護施策のマイルストー
ン及び成功しなかった場合の責任体制も明示してもらいたい。

指定希少野生動植物種に指定されると、様々な規制や罰則が適用されることになりま
すので、指定にあたっては、その必要性等を十分考慮した上で、有識者等の意見も踏
まえて検討することとしています。また、沖縄県自然環境保全審議会は、既に設置さ
れている県の附属機関であり、研究者、医師、弁護士等の学識経験者など、様々な職
種の方々で構成されています。なお、ご意見の後段の内容については、今後の参考と
させていただきます。

19 1 第8条第2項

審議会の審議委員の任命について
沖縄の希少野生動植物の審議委員には沖縄の自然を愛し保護活動、長期調査を続けて
県民に啓発活動を勤めているNPO団体からも審議委員に選任していただきたい。
例：奥間川流域保護基金、ダイビングチームすなっくスナフキン、北限のジュゴンを
見守る会、日本自然保護協会など

沖縄県自然環境保全審議会は、既に設置されている県の附属機関であり、研究者、医
師、弁護士等の学識経験者など、様々な職種の方々で構成されています。審議会で
は、温泉に関する許認可やその他自然環境の保全に関する重要事項について審議を
行っており、本条例に基づく種の指定等についても審議を行ってもらう予定です。ご
提案の内容については、今後の参考とさせていただきます。

20 1 第8条第3項

パブコメ期間：指定希少野生動植物の指定に際してのパブコメ期間が14日とされてい
るが、これは短い。「滞在者及び旅行者」になりうる県外在住者にとっては沖縄県の
パブコメの情報を速やかに入手できない可能性が高く、もっと長期間としてもらいた
い。

条例第8条第3項に基づく公告縦覧は、利害関係人を対象に意見を聴く規定になりま
す。一般の方を対象にしたパブリックコメントについては、別途行う予定であり、沖
縄県県民意見公募手続実施要領第6条に基づき、期間は概ね1か月とする予定です。



21 1 第8条第3項

希少野生動植物種の案について公衆への縦覧が14日間とあるが、沖縄県民のインター
ネット環境等を鑑みると短いと考えられる。大切なことであるので1か月程度に延長お
願いしたい。
また生息地等保護区、保護増殖事業、指定外来種についても案ができた段階で公衆へ
の縦覧をすることが望ましい。

条例第8条第3項に基づく公告縦覧は、利害関係人を対象に意見を聴く規定になりま
す。一般の方を対象にしたパブリックコメントについては、別途行う予定であり、沖
縄県県民意見公募手続実施要領第6条に基づき、期間は概ね1か月とする予定です。
また、生息地等保護区や指定外来種の指定等についても同様に考えております。

22 1 第11条第1項
「（3）個体のあきらかな緊急的保護を目的とした一時的な捕獲、採取である場合」を
追加。

ご提案の内容については、運用していく中で必要に応じて検討していきたいと考えて
います。

23 1 第11条第2項

沖縄の固有種が国内外でペットとして取引されていることが確認されている。当該条
例が制定され、第11 条で希少動物の捕獲が禁止されても、規制前に捕獲した個体やそ
の繁殖個体の取引は合法となるため、違法に捕獲された個体が繁殖個体だと偽って販
売される懸念がされる。種の保存のためには、捕獲の禁止に加え、ロンダリングを防
止する対策も需要である。規制前の個体や繁殖個体の譲渡の規制についても検討を進
めるべきである。

ご提案の内容については、運用していく中で必要に応じて検討していきたいと考えて
います。

24 1 第11条～第14条

捕獲等の規制については、種の保全のためやむを得ない場合は賛成です。しかしなが
ら、昆虫類において、指定以前は同好者に調査等によって得られていた生息状況が、
指定後にはまったくなくなり、いつの間にか種自体が絶滅したり、絶滅の一歩手前ま
で状況が悪化したりしているケースがあります。沖縄県の生物多様性は当条例案でも
示されているように非常に高く、県内外の研究者や同好者の努力によって、解明が進
んだり、現状が把握できたりしています。そのため、指定後においても、販売等の商
業的な捕獲は禁止したうえで採集できる場所や時期を指定し、その条件に則って捕獲
する場合は、アマチュア等による捕獲も認めてほしい。
簡易的な申請を事前に行い、採集した種を県の担当部署に報告する形で、研究者（ア
マチュア含む）も採集でき、担当部署にも希少種の情報が集積される、全国的にも先
進的な取り組みを実施してほしいと思います。

ご提案の内容については、運用していく中で専門家からの意見も参考にしながら多面
的に検討していきたいと考えています。

25 1 第12条第5項

許可をした日だけでは不十分だと考えます。捕獲する期間の指定を入れることが求め
られる。
一回許可してしまえば許可する側もされる側も見直しもしないで流される懸念があ
る。重大な問題が発覚するまで放置される虞を回避するためにも許可期間を入れてほ
しい。
第１３条に措置命令はありますが問題が起こってからでは生き物の命を救うことはで
きない。
例えば二年毎に指定許可を出す等、期間の指定は必要条件にしていただきたい。

許可にあたっては、許可の有効期間を設定することとしており、許可証には、その期
間も記載する予定です。

26 3 第13条第3項

「知事は、前条第1項の許可を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく規定又は
この条例に基づく処分に違反した場合において、指定希少野生動植物の保護に支障を
及ぼすと認めるときは、その許可を取り消すことができる。」
意見内容：上記アンダーライン部分を、「取り消すものとする。」に変える。

本条については、種の保存法第11条第4項を参考に作成していることから、原案のとお
りといたします。



27 1 第17条～第24条

沖縄県の島嶼部や山原など、他の地域では替えが聞かない素晴らしい多様性を維持し
ているため、できるだけの広範囲の地域を注目地域などの新しいカテゴリーで指定し
てほしい。この地域は、開発や生物の捕獲に許可が必要ではないが、開発など環境を
改変する場合は、環境部局に連絡をとることを義務付けてほしい。土木などが行う道
路整備や河川改修、地盤整備事業では、環境部局に情報が入るのが遅れて、実施可能
であった保全対策が出来なくなってしまうことが他の自治体で見受けられます。沖縄
の大変貴重な環境を守るため、先駆けて取り組んでいただけましたらとてもうれしく
思います。

生息地等保護区の指定については、指定希少野生動植物を指定した後、必要な場合に
保護区について検討することとしております。ご意見の内容については、運用してい
く中で必要に応じて今後検討していきたいと考えています。

28 1 第17条～第24条

指定された生息地の捕獲等の規制については、種の保全のためやむを得ない場合は賛
成です。しかしながら、昆虫類において、指定以前は同好者に調査等によって得られ
ていた生息状況が、指定後にはまったくなくなり、いつの間にか種自体が絶滅した
り、絶滅の一歩手前まで状況が悪化したりしているケースがあります。沖縄県の生物
多様性は当条例案でも示されているように非常に高く、県内外の研究者や同好者の努
力によって、解明が進んだり、現状が把握できたりしています。そのため、指定後に
おいても、販売等の商業的な捕獲は禁止したうえで採集できる場所や時期を指定し、
その条件に則って捕獲する場合は、アマチュア等による捕獲も認めてほしい。
　簡易的な申請を事前に行い、採集した種を県の担当部署に報告する形で、研究者
（アマチュア含む）も採集でき、担当部署にも希少種の情報が集積される、全国的に
も先進的な取り組みを実施してほしいと思います。
　昆虫の場合は、沖縄県にはRDBの策定等で協力している沖縄県昆虫同好会や日本の
昆虫についての学会（日本昆虫学会、日本甲虫学会、日本半翅類学会）等にも、指定
地域や指定地域内での捕獲に関する諮問をおこなっていただき、生息域の保全につな
がる施策を実施してほしいと思います。

生息地等保護区の指定については、指定希少野生動植物を指定した後、必要に応じて
検討することとしております。ご意見の内容については、運用していく中で必要に応
じて今後検討していきたいと考えています。

29 1 第17条、第19条
国の関係地方行政機関の長との協議が必要とある。他府県の希少種保護条例では、こ
のような記述はみられないこと、条令による県内での指定では県の主体性が尊重され
てよいと思われることから、この部分は削除すべきと考える。

生息地等保護区に指定された場合は、その区域内での行為が著しく制限されることか
ら、条例第6条の規定に関連して国の関係地方行政機関の長と協議する規定を定めたと
ころです。

30 1 第18条

沖縄の指定希少野生動植物で、国の特別天然記念物、更に県の鳥「ノグチゲラ」の生
息数が近年減少しています。
数年前までは国頭村安田、楚洲、与那などで鳴き声を聴くことが出来たのに今では聴
くことができません。原因として大規模なヘリパッド建設によるノグチゲラの森の伐
採、２００キロメートルに及ぶ林道建設、現在も続いている皆伐が原因と思われま
す。
ノグチゲラの営巣木であるイタジイの木を保護すべきです。ノグチゲラが生息してい
る区域（国頭村、大宜味村、東村）を管理地区に指定しイタジイの木を保全してノグ
チゲラを絶滅から救ってください。

ノグチゲラは、種の保存法に基づく国内希少野生動植物種であることから、本条例に
基づく保護の対象外となります。



31 1 第18条
水位や水量の増減への言及があるが、水質の変化についても項目を設けるべきであ
る。

ご提案の内容については、運用していく中で必要に応じて検討していきたいと考えて
います。

32 5 第18条第4項

「管理地区の区域内（中略）においては、次に掲げる行為（中略）は、知事の許可を
受けなければ、してはならない。」
意見内容：上記アンダーライン部分を「許可又は承認」とする。行為者が国等である
場合は、許可ではなく、承認という文言を使うので。

本条については、種の保存法第37条第4項を参考に作成していることから、原案のとお
りといたします。

33 1 第18条第4項

木竹の伐採などについての規制がある。沖縄にとっては海岸林、マングローブ林、亜
熱帯林も重要であるのでこれらについての項目も加えること。
参考：沖縄タイムス7月28日　「オーシャンビュー」の陰で…消えた海岸の保安林　開
発進む沖縄、違法伐採が増
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/450881

海岸林等の保全については、希少種に着目した本条例の目的を超えるため、自然環境
そのものを条例の対象とすることは難しいと考えております。

34 3 第18条第8項

「第4項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に
同項各号に掲げる行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算
して3月を経過する日までの間に知事に規則で定める事項を届け出たときは、同項の規
定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。」
意見内容：上記アンダーライン部分を「届け出て、許可又は承認を受けなければ、当
該行為を中止しなければならない。」に変える。「承認」は、行為者が国である場合
に適用される。本来ならば既に完成している事業であっても、それにより希少野生動
植物の保護に著しい害が及ぶときには、構造物等の撤去、原状復帰を含む適切な措置
がなされるべきである。

本条については、種の保存法第37条第8項を参考に作成していることから、原案のとお
りといたします。

35 2 第20条第1項

「生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分（中略）の区域内において
第18条第4項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事
に規則で定める事項を届け出なければならない。」
意見内容：上記に続いて、「既に行為に着手している者は、行為を中断し、知事に規
則で定める事項を届け出なければならない。」を挿入する。

本条については、種の保存法第39条第1項を参考に作成していることから、原案のとお
りといたします。

36 1 第20条第2項

「知事は前項による届け出（中略）があった場合において届け出に係る行為が第17条
第2項の指針に適合しないものであるときは、届け出をした者に対し、届け出に係る行
為をすることを禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずるこ
とができる。
意見内容：上記アンダーライン部分を、「行為をすること又は継続すること」とす
る。

本条については、種の保存法第39条第2項を参考に作成していることから、原案のとお
りといたします。

37 2 第20条第5項

「届け出をした者は、届け出をした日から起算して30日（中略）を経過した後でなけ
れば、届け出に係る行為に着手してはならない。（以下略）。」
意見内容：上記アンダーライン部分を、「着手し、又は同行為を再開してはならな
い。」とする。

本条については、種の保存法第39条第5項を参考に作成していることから、原案のとお
りといたします。



38 3 第20条第6項第3号

「第17条第1項の規定による指定（注：保護区等の指定）又はその変更がされた時にお
いて既に着手している行為」
意見内容：上記を削除する。既に着手している行為についても届け出等が必要であ
る。

本条については、種の保存法第39条第6項第3号を参考に作成していることから、原案
のとおりといたします。

39 1 第24条第1項
「県は、第18条第4項の許可を受けることができないため（中略）損失を受けた者に対
して、通常生ずべき損失を補償する。」
意見内容：上記アンダーライン部分を「許可又は承認」とする。

本条については、種の保存法第44条第1項を参考に作成していることから、原案のとお
りといたします。

40 2 第27条第2項
意見内容：上記に続いて、「ただし、指定希少動植物種の生きている個体の殺傷又は
損傷、同動植物種の生息地又は生育地の損傷又は破壊に至る行為は、してはならな
い。」を挿入する。

本条については、種の保存法第47条第2項を参考に作成していることから、原案のとお
りといたします。

41 4 第28条第3項

「知事は、（中略）保護増殖事業が（中略）保護増殖事業計画に即して行われていな
いと認めるとき、又はその保護増殖事業を行う者がその保護増殖事業を適正かつ確実
に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条第4項に規定する報告をせ
ず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。」
意見内容：上記アンダーライン部分を「取り消すものとする。」とする。

本条については、種の保存法第48条第3項を参考に作成していることから、原案のとお
りといたします。

42 1 第29条第2項
外来種は一度、侵入するとすぐに繁殖して、そのエリアを急速に拡大する。
第６章の外来種に対する施策は、「指定区域」に限って行うのではなく、沖縄全域を
対象に行うべきである。

外来種に係る指定区域については、原則、沖縄県全域とする予定ですが、県内由来の
外来種の場合、地域によっては在来種となる場合があることから、区域を設定して規
制を行うこととしております。

43 4 第29条第2項

「…被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある地域（以下この章において「指定区域」
という。）を定めて行うものとする」→「…被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのない
地域（以下この章において「指定外地域」という。）を定め、それ以外の地域で行う
ものとする」に改める。

外来種に係る指定区域の内容については、その種に応じて検討することとしておりま
す。
ご提案の内容を踏まえ、例えば、指定区域を「〇〇島を除く沖縄県全域」のような指
定も可能だと考えており、現案のとおりといたします。

44 1 第29条～第38条

概要の説明に、環境の悪化は、法整備が進展し、意識も向上しているとあるが、全国
的にみると、本県の環境の悪化は改善されているとはとても言えない状況と考える。
前に挙げた外来種は、開発によってもたらされる脅威もある。本条令の制定と合わせ
て、アセス条例で本条令の指定種への影響をさらに回避を求めるなどの対処をしなけ
れば開発による種の絶滅は続くことになる。

今回は、沖縄県希少野生動植物保護条例（案）に対する意見の募集でしたので、他の
条例に対する意見については、コメントを省略します。

45 1 第30条

「4　 第1 項の規定による届出をしたものは、届出日から一年毎の期日までに、第1項
に定める届出事項の最新内容について、知事に届け出なければならない。また県は毎
年の届出の内容について現地立ち入りでの確認を行い、届出者はこれに協力をしなけ
ればならない。」を追加。

ご提案の内容については、運用していく中で必要に応じて検討していきたいと考えて
います。

46 5 第30条、第33条
31条では、「飼養等」の定義を、「飼養、栽培、保管又は運搬」としているが、30条
では、届出の対象から「運搬」を外している。「運搬」と、33条で定める「移入」も
届出の対象とすべきである。

当該規定は、30日以内に届け出ることになっていますが、30日を超えない「運搬」が
大半を占めることが予想されることから、「運搬」については除外しているところで
す。



47 1 第33条

また、「移入」については、「指定外来生物の付着混入が明らかでないものの移入」
についても届出の対象とし、知事の立入調査の結果、指定外来生物の付着混入が疑わ
れる場合は、駆除を行わない限り、「移入」を禁止する条文を追加すべきである。

本条例は、希少野生動植物の保護を図るために特定外来生物以外の外来種対策を実施
することを目的としており、指定外来種を飼養等している者に対する規制等を定めて
いることから、非意図的な外来生物の侵入については規制対象としていないところで
す。

48 2 第35条
未然防止の観点から
「指定外来種の個体等の飼養等をする者及び飼養等を行おうとする者又は販売を業と
する者に対し」に改めるべき

「飼養等を行おうとする者」に対し、指定外来種の取扱いの状況等の報告を求めるこ
とは困難であると思われるので、原案のとおりといたします。

49 2 第35条第2項
施設に限定することなく
「指定外来種の個体等の飼養等又は販売に係る施設及び関係場所に立ち入り」に改め
るべき

立ち入りについては、行政の強い権限として実施することから、指定外来種の個体等
の飼養等又は販売に係る施設に対して行うべきものと考えており、原案のとおりとい
たします。

50 1 第37条第2項

「知事は、その職員に前項の規定による行為をさせる場合には、あらかじめ、その土
地若しくは水面の占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を
与えなければならない。」
意見内容：上記最後の行のアンダーライン部分を「通知し、理解と協力を得るように
努めるとともに、意見を述べる」とする。

本条については、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第13条
第2項を参考に作成していることから、原案のとおりといたします。

51 1
第39条、第41条、
第42条

内容を濃くし、もっと県民等を信頼し、民間、個人による活動を呼び起こす施策を条
例化してください。ごく少数の密猟者の存在がマスコミ等で強調されると、自然体験
や生物観察などを楽しんでいた人々がけげんな眼で見られ萎縮し、活動しなくなる。
多くのマニアの協力があれば、調査を高められる。彼らを排除せず、自然保護しなが
ら自然を楽しむ県民やマニアを増やす方向での条例化をお願いしたい。

希少野生動植物の保護のためには、本条例の制定は必要であると考えております。ご
意見については真摯に受け止め、今後も本条例の理解が得られるよう、県民等に丁寧
に説明していきたいと考えています。

52 1 第40条

「3 　県は、希少野生動植物保護推進員の活動を支援するため、保全団体や警察や自治
体担当部局も参加した地域ごとの協議会を構成するとともに、この協議会を通じた希
少野生動植物保護推進員の活動への、資金や技術および調査情報などの支援・斡旋を
行うとともに、このための事業を構築する。」を追加。

ご提案の内容については、運用していく中で必要に応じて検討していきたいと考えて
います。

53 1 第40条第2項

推進員の選出について
市民の中から専門的な知識を持っている人を充ててほしい。また、県民生活に密着し
た人物など、継続的に活動できる人を当て、役職などで選ばないで。また、一般公募
などの枠も設けてほしい。

ご提案の内容については、運用していく中で必要に応じて検討していきたいと考えて
います。

54 1 第41条
「２ 県は、教育関係機関や各地域の教育委員会と連携を図り、希少野生動植物やその
生息・生育する自然環境を地域の文化や社会の基盤として理解するための総合学習等
でのカリキュラムを地域ごとに定めることをとする。」を追加。

ご提案の内容については、運用していく中で必要に応じて検討していきたいと考えて
います。

55 9 第43条
条文の削除 種の保存法や自然環境保全法の他、赤土等流出防止条例等においても、本条と同様の

特例を設けていることから、原案のとおりといたします。

56 1 第43条
最も自然環境に影響のある「事業」について「適用しないものとする」事は本末転倒
である。その他、「国等が行う行為で許可を要する」とは具体的に何か解からない。

種の保存法や自然環境保全法の他、赤土等流出防止条例等においても、本条と同様の
特例を設けていることから、原案のとおりといたします。



57 1 第43条第2項
「・・・、あらかじめ知事に協議しなければならない。」とあるのを「・・・、あら
かじめ知事の承認を得なければならない。」と訂正する。協議不調の場合、国が強行
してしまうおそれを払拭するため。

種の保存法や自然環境保全法の他、赤土等流出防止条例等においても、本条と同様の
特例を設けていることから、原案のとおりといたします。

58 3 第46条～第51条

捕獲、採取、殺傷又は損傷の禁止（第11条）に違反した者への罰則が軽すぎる。希少
種に指定され捕獲等に規制がかかると希少性が上がるため、密猟個体の販売価格も上
がる。そうなったときに罰金が軽いと、法を守るより違反して設けたほうが得という
ことになる。罰則は最低限、種の保存法と同等の「五年以下の懲役若しくは五百万円
以下の罰金」とするべきである。

罰則については、種の保存法、他県の希少野生動植物に係る条例、その他関係法令の
内容を参考に、検察庁と協議を行った上で、設定しておりますので、原案のとおりと
いたします。

59 1 第46条～第51条

法人重課を導入するべき。
種の保存法、動物愛護法、鳥獣保護法、外来生物法といった関連法において導入され
ており、業者に対する抑止力を一定程度持つものと考えられる。沖縄県条例も同様の
罰則を導入し、多くの希少種を捕獲する業者の非合法な営業活動をけん制するべき。
例えば、本年、鹿児島県条例等に違反し、奄美大島で希少種等を多数捕獲して持ち出
そうとしていた業者らが摘発されている。法人は書類送検されるも起訴に至らなかっ
たが（個人にのみ罰金刑）、法人化されている有名爬虫類ショップ店長が実際に違法
行為に関与していたことが広く知られることとなった。こういった事業者による違法
行為への抑止力を持たせるべき。

条例を施行する中で、法人重課の導入が可能か必要性も含め検討したいと考えていま
す。

60 2 第46条～第51条

違反業者の公表に関する規定を設けるべき。
法人、個人を問わず、違反時に公表されることがわかっていれば、抑止効果が期待で
きる。
また、第一種動物取扱業の登録の拒否、取消、営業停止との関連でも、業者の公表は
重要な意味を持つ。哺乳類、爬虫類、鳥類に関しては、動物愛護法によって、販売業
者に対し第一種動物取扱業の規制がかかっており、繰り返し営利性を持ってこれらの
動物を販売する業者は、自治体から登録を受けなければ業を営むことができない。こ
の第一種動物取扱業の登録の要件に、関連法規に違反していないことが含まれてお
り、来年改正法が施行された後は、「第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為
をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める
者」も登録の拒否、取消、営業停止ができるようになる。これにより、不正な業者を
市場から排除することができるようになるが、そのためには、業者が業を営む場所の
自治体が条例違反等不正行為を把握しなければならない。沖縄県の希少種を捕獲し販
売しようとする業者は、沖縄県外の業者であることが多いことが想像されるため、ぜ
ひ違反業者の公表を行ってほしい。
有罪になれば業そのものが営めなくなる可能性があるということは、野生動物を多数
捕獲することで利益をあげている事業者に対し、プレッシャーを与えるはずである。

ご提案の内容については、運用していく中で必要に応じて検討していきたいと考えて
います。



61 1 その他
この条例が世界自然遺産登録のために作られ、世界自然遺産登録が観光客誘致の商業
目的となり、この商業目的が沖縄の自然破壊に繋がるのであれば本末転倒であり、県
民の大きな財産を失う事となる。

世界自然遺産の価値を維持するための施策の一つとして、本条例も必要と考えており
ますが、本条例を制定する目的は、密猟等により減少している希少野生動植物の保護
を図ることになります。

62 1 その他

ホームセンターでは沖縄の外から持ってきたメダカ、ノコギリクワガタ、本土のカブ
トムシなどが多く市販されている。私としてはなるべく沖縄ルーツの動物も飼育し遊
んでほしい。できるなら買ったりもらったりではなく、自由に野や林で親子一緒に採
りに行かせたい。小学5年でメダカの授業があるが、沖縄ルーツのメダカでさせたい。

ご意見の内容を踏まえ、条例第41条に基づき、教育及び学習の機会の充実に努めてま
いりたいと考えております。

63 1 その他

基本的には条例の制定には賛成。しかし、規制に関しては細かく書かれているが、教
育、学習や県民等の協力や定期的な調査などはさらっとしか書かれていない。もっと
自然や生物に接するのを促す条例にすべき。

本条例の目的は希少野生動植物の保護をはかることであり、希少野生動植物の保護に
ついての教育、学習は条例第41条で規定しています。また一般の野生動植物とのふれ
合いや学習に関しては環境教育の施策で取り組んでおりこれらの施策と連携したいと
考えております。

64 1 その他

条例による規制やその運用を厳しくすると、厄介なことに近づかない方がいいとな
り、自然保護や環境問題から遠ざかってくる。そして、開発行為、自然改変を安易に
容認する人々が増え、希少動植物を減らしてしまう。特に子供時代に自然体験や生物
の観察、採集、飼育などを経験したことのない人は、その傾向は強まると思う。

密猟等から希少野生動植物を保護するためには本条例の制定は必要であると考えてお
ります。
また、条例第41条に基づき、教育及び学習の機会の充実に努めていきたいと考えてお
ります。

65 1 その他
条文の順序に違和感がある。希少動植物を減らしていく大きな原因は生息環境を消失
させたり悪化させる自然改変である。従って、条文は自然改変に関するものが先にき
て、捕獲等に関するものは後にすべき。

本条例については、種の保存法や他県の希少野生動植物に係る条例を参考に作成して
いることから、原案のとおりといたします。

66 1 その他
空港の水際対策を強化してほしい。前述の事例は空港で摘発されている。 空港の水際対策については、税関等の関係機関とも連携して取り組んでまいりたいと

考えています。

67 1 その他
希少野生動植物は今後必ず保護してゆくべきだと思います。
人間により絶滅させて良いわけがありません。

ご意見を踏まえ、希少野生動植物の保護に取り組んでまいりたいと考えています。

68 1 その他
「（財政上の措置）
県は、希少野生動植物の保護に関する施策を推進するため、必要な財政上および税制
上の措置を講じるものとする。」を新たに追加。

ご提案の内容については、運用していく中で必要に応じて検討していきたいと考えて
います。

69 1 その他

「（県民からの指定希少野生動植物指定の提案）
県民は規則で定めるところにより、理由を付して、指定を行うよう知事に提案するこ
とができる。
２ 知事は、前項の規定による提案があった場合において、指定をしたときはその旨
を、指定する必要がないと判断したときはその旨及びその理由を遅滞なく、当該提案
をした者に通知するものとする。」を新たに追加。

ご提案の内容については、運用していく中で必要に応じて検討していきたいと考えて
います。

70 1 その他

「（水際での監視体制整備）
県は、指定希少野生動植物が県外に持ち出されないよう、また、県外から持ち込まれ
る野生動植物種が県内在来種や生態系に影響を及ぼさないよう、経由地となる空港、
港湾等での監視体制を整備しなければならない。」を新たに追加。

ご提案の内容については、運用していく中で必要に応じて検討していきたいと考えて
います。



71 1 その他
「（沖縄県環境影響評価条例等の改正の提案）
県は、本条例が制定された内容に合わせた形で、沖縄県環境影響評価条例等の改正に
着手しなければならない。」を新たに追加。

ご提案の内容については、運用していく中で必要に応じて検討していきたいと考えて
います。

72 1 その他
「（地域住民や保全団体との協働）」を新たに追加。 具体的な内容の記載はありませんでしたが、運用していく中で必要に応じて検討した

いと考えています。

73 10
その他（条例
（案）以外の資料
に対する意見）

省略 今回は、条例（案）に対する意見の募集でしたので、条例（案）以外の添付資料に対
する意見については、今後の参考とさせていただきます。
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