第１回推進委員会
平成 28 年 5 月 17 日

生物多様性神戸プラン
基本戦略１

市の行動計画に基づく施策の実施状況

参考資料１

まちづくり（場をまもる・つくる）

多様な生物が生息・生育し、自然の恵みを享受することができる場の保全・創出
①多様な生物の生息・生育環境の保全・創出
取組内容
区分
いきものとの共生関係を緑で築く～「生物多 リーディングプロジェクト
様性保全プロジェクト」キーナの森の整備～
2
六甲山における市民・事業者等と協働した森
林保全・育成の推進
環境影響評価制度の運用
水源保全用地の取得
健全な水環境・水循環の確保に関する施策
の推進
人と自然との共生ゾーンの推進
集落周辺の自然緑地の保全活用
林地の開発規制（森林法）
多自然川づくりの推進
みどりの聖域づくり
臨海部の親水性の向上と環境創造型護岸に
よる生物生息空間の創出
海浜植物と海岸林の保全
生物多様性に配慮した緑化の推進
街路樹の育成
市街地における緑の確保、生きものを呼び込
む水と緑のネットワークの形成

生物生息・生育空間としての都市公園の整備
都市公園における自然維持保全活動

市の所管課等
建設局公園部緑地課
建設局防災部防災課、公園部森林整
備事務所
環境局環境保全部自然環境共生課
水道局経営企画部経営計画課
水道局経営企画部経営計画課
建設局下水道部計画課
経済観光局農政部計画課
経済観光局農政部計画課
経済観光局農政部計画課
建設局防災部河川課
建設局公園部計画課
みなと総局技術部計画課、空港事業
部推進課
みなと総局みなと振興部経営課
建設局公園部管理課
建設局公園部計画課、緑地課、管理
課
建設局公園部管理課
建設局公園部計画課、緑地課、管理
課
環境局環境政策部環境貢献都市課
建設局公園部計画課、緑地課
建設局公園部管理課

1

平成 27 年度実績
給水設備の整備、歩道橋整備、管理運営計画
の試行
人工林整備、二次林整備

平成 28 年度計画
便所、エントランスゾーンの整備、園路の整備、
開園に向けた管理運営計画の試行
人工林整備、二次林整備

審査会開催

審査会開催

―
下水の高度処理化、下水の有効利用（処理水
を活用したビオトープなど）
審査会・専門部会の開催、農村景観活動の助
成等、里づくり事業の推進
伐採届受付、林発許可受付等
多自然川づくりの推進
指定区域変更案策定業務
環境創造型護岸の経過観察

―
下水の高度処理化、下水の有効利用（処理水
を活用したビオトープなど）
審査会・専門部会の開催、農村景観活動の助
成等、里づくり事業の推進
伐採届受付、林発許可受付等
多自然川づくりの推進
指定区域変更案策定業務
環境創造型護岸の経過観察

―

―

ふれあい市民緑地の認定

ふれあい市民緑地の認定

―

―

―

―

・みどりのカーテンプロジェクト（種子・ネットの
配布、植栽支援）
―
―

・みどりのカーテンプロジェクト（種子・ネットの
配布、植栽支援）
―
―

②人手が入らないこと等による生物多様性の喪失・恵みの低下への対応
取組内容
区分
市の所管課等
里山林整備に対する補助
経済観光局農政部計画課

平成 27 年度実績
①住民参加型里山林再生事業、②里山防災林
整備事業、③野生動物育成林整備事業、④住
民参加型森林整備事業⑤森林・山村多面的機
能発揮対策交付金事業

平成 28 年度計画
①住民参加型里山林再生事業、②野生動物育
成林整備事業、③住民参加型森林整備事業、
④森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業

市の所管課等
環境局環境保全部自然環境共生課

平成 27 年度実績
生息実態調査、市民との協働による防除

経済観光局農政部計画課
環境局環境保全部自然環境共生課

外来生物被害対策の推進
アライグマ生息実態調査（森林）

平成 28 年度計画
生息実態調査、市民との協働による防除、植生
影響調査、サンクチュアリづくり検討
外来生物被害対策の推進
アライグマ防除（森林）

区分

市の所管課等
経済観光局農政部計画課
環境局環境保全部自然環境共生課

平成 27 年度実績
野生鳥獣被害対策

平成 28 年度計画
野生鳥獣被害対策（シカ、イノシシ）
シカ生息実態調査

区分

市の所管課等
環境局環境保全部自然環境共生課
環境局環境保全部地球環境課
長田区まちづくり推進部まちづくり課
教育委員会事務局総務部学校整備
課
水道局経営企画部経営計画課

平成 27 年度実績
目撃情報の受付、地図情報の表示
みどりのカーテンプロジェクト（種子・ネットの配
布、植栽支援）

平成 28 年度計画
目撃情報の受付、地図情報の表示
みどりのカーテンプロジェクト（種子・ネットの配
布、植栽支援）

壁面緑化啓発、イベントにおけるミスト散布の
実施

壁面緑化啓発、イベントにおけるミスト散布の
実施

③外来種対策
取組内容
外来種から水辺の在来種をまもる～市民と取
り組むアカミミガメの防除作戦
防除実施計画に基づく外来種の防除（アライ
グマ、ヌートリア）
④在来野生鳥獣被害対策
取組内容
野生鳥獣被害対策の推進
⑤地球温暖化問題に対する対応
取組内容
みんなでつくる KOBE 生きものマップ
地球温暖化対策と生物多様性保全に貢献す
る屋上・壁面緑化（緑のカーテンプロジェクト、
AQUA ルネッサンス）

区分
リーディングプロジェクト
1

2

基本戦略２

ひとづくり（人をそだてる）

「自然の恵み」の源となる生物多様性の大切さに「気づき」、「行動」できるひと、それを伝えるころのできるひとづくり
①地域の自然から学ぶ取り組みの推進
取組内容
すべての市民に最初の一歩を促す～生物多
様性に関する啓発の推進

区分
リーディングプロジェクト
5

市の所管課等
環境局環境保全部自然環境共生課、
地域環境課

ホームページでの情報発信

環境局環境保全部自然環境共生課

みんなでつくる KOBE 生きものマップの運用

環境局環境保全部自然環境共生課

②地域の人々と学ぶことができる取り組みの推進
取組内容
区分
すべての市民に最初の一歩を促す～生物多 リーディングプロジェクト
様性に関する啓発の推進
5
みんなでつくる KOBE 生きものマップの運用

市の所管課等
環境局環境保全部自然環境共生課、
地球環境課
環境局環境保全部自然環境共生課

③環境学習の機会の創出・確保
取組内容
すべての市民に最初の一歩を促す～生物多
様性に関する啓発の推進
学校ビオトープの活用・支援
エコツーリズムの実施
①六甲山・摩耶山
②ウミガメ
小学校での環境体験事業
動物園・水族園・植物園での教育事業

行動宣言を活用した意識高揚

区分
リーディングプロジェクト
5

市の所管課等
環境局環境保全部自然環境共生課、
地球環境課
環境局環境保全部地球環境課、教育
委員会事務局指導部指導課
経済観光局観光コンベンション課
みなと総局技術部計画課、空港事業
部推進課
教育委員会事務局指導部指導課
建設局王子動物園
森林植物園
須磨海浜水族園
環境局環境保全部自然環境共生課、
地球環境課

3

平成 27 年度実績
きせつの生きものさがしガイド作成、シンポジウ
ム開催
エコタウンまちづくりの推進、自然体験学習プロ
グラムの実施
ホームページの充実、プラットホームの利用拡
大等
生きものマップ運用、推進委員会の開催等

平成 28 年度計画
きせつの生きものさがしガイド作成・出前授業
実施、シンポジウム開催、観察会開催
エコタウンまちづくりの推進、自然体験学習プロ
グラムの実施
ホームページの充実、プラットホームの利用拡
大等
生きものマップ運用、推進委員会の開催等

平成 27 年度実績

平成 28 年度計画

再掲

再掲

再掲

再掲
平成 27 年度実績

平成 28 年度計画

再掲

再掲

専門家派遣

専門家派遣

①案内所運営支援、自然散策・体験等開催支
援、親子参加型ワークショップ開催支援
②神戸空港西緑地にて実施
環境体験事業
ジャイアントパンダ日中共同研究、アムールトラ
国際繁殖計画推進、傷病野生鳥獣の救護、教
育普及活動、希少種の保護事業、外来種対策
事業、生物多様性関連講座の開催など
宣言実施

①案内所運営支援、自然散策・体験等開催支
援
②神戸空港西緑地にて実施
環境体験事業
ジャイアントパンダ日中共同研究、アムールトラ
国際繁殖計画推進、傷病野生鳥獣の救護、教
育普及活動、希少種の保護事業、外来種対策
事業、生物多様性関連講座の開催など
宣言を活用した意識高揚

④人材の育成
取組内容
親子向け自然体験学習講座
シルバーカレッジと連携した人材育成

基本戦略３

区分

市の所管課等
環境局環境保全部地球環境課
教育委員会事務局指導部指導課

平成 27 年度実績
環境大学、こうべエコちゃれゼミ
情報交換、イベント広報協力（生物多様性シン
ポジウム開催）

平成 28 年度計画
こうべエコちゃれゼミ
情報交換、イベント広報協力（生物多様性シン
ポジウム開催）

しくみづくり（活動をつなぐ・ひろげる）

各主体間（市民、市民団体、事業者、行政など）の連携により、地域の生物多様性を守る取り組みの推進とそれを支える制度・仕組みの構築
①生物多様性を保全するために必要な制度・しくみづくり
取組内容
区分
市の所管課等
失われつつある希少種の生息・生育環境をみ リーディングプロジェクト 環境局環境保全部自然環境共生課
んなでまもる～土地所有者･活動団体･大学等
3
経済観光局農業振興センター
の連携による希少植物等の保全
環境影響評価制度の運用
環境局環境保全部自然環境共生課
森林整備計画の作成・見直し
経済観光局農政部計画課
ふれあい市民緑地の認定
建設局公園部計画課
神戸市生物多様性保全活動補助事業
環境局環境保全部自然環境共生課
市民参画推進局参画推進部市民協
パートナーシップ活動助成
働推進課
各区まちづくり推進部まちづくり課、ま
各区の地域提案型活動助成
ちづくり推進課、まちづくり支援課
環境局環境保全部地球環境課、自然
環境共生課、経済観光局農政部計画
課、建設局防災部河川課、建設局緑
里山保全活動、河川愛護活動、市民の水辺事
地部管理課、
業の支援

六甲山系グリーンベルト整備事業

建設局防災部防災課

4

平成 27 年度実績
保全活動を推進

平成 28 年度計画
保全活動を行う地域・団体の拡充

再掲
見直し継続
再掲
2 団体を助成
一般助成：5 団体、テーマ別助成：5 団体（うち 2
団体が生物多様性）、被災地支援：７団体
市民団体等へ助成

再掲
見直し・作成（H29-38）
再掲
助成対象を 5 団体に拡充
一般助成、テーマ別助成、団体希望助成、被災
地等支援助成
市民団体等へ助成

・里山防災林整備事業
・住民参加型森林整備事業、住民参加型里山
林再生事業
・森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業
・都市公園における自然維持保全活動地域活
動支援
・河川愛護団体支援、水辺団体助成
市民・企業による森づくり

・里山防災林整備事業
・住民参加型森林整備事業、住民参加型里山
林再生事業
・森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業
・都市公園における自然維持保全活動地域活
動支援
・河川愛護団体支援、水辺団体助成
市民・企業による森づくり

②保全活動への参画促進に向けたしくみづくり
取組内容
区分
失われつつある希少種の生息・生育環境をみ リーディングプロジェクト
んなでまもる～土地所有者･活動団体･大学等
3
の連携による希少植物等の保全
生物多様性地域連携促進法に基づく地域連携
保全活動の推進
森林整備計画の作成・見直し
表彰制度、環境マネジメントシステムの促進
エコタウンまちづくり事業

市の所管課等
環境局環境保全部自然環境共生課
経済観光局農業振興センター
環境局環境保全部自然環境共生課
経済観光局農政部計画課
環境局環境保全部地域環境課、自然
環境共生課
環境局環境保全部地域環境課

③主体間の連携促進、各主体の活動促進に寄与する取り組みの実施
取組内容
区分
市の所管課等
環境局環境保全部地域環境課、自然
表彰制度、環境マネジメントシステムの促進
環境共生課
市民団体等と企業・行政を繋ぐ生物多様性プ
環境局環境保全部自然環境共生課
ラットホームの運営
市民参画の森づくり（こうべ森の学校、こうべ森
建設局公園部森林整備事務所
の小学校、摩耶の森クラブ）
④行政における連携強化
取組内容
地球環境保全推進本部を活用した情報交換、
研修の実施
生物多様性自治体ネットワーク、関西広域連
合等への参画、生物多様性保全に向けた取り
組みの実施
⑤地域連携保全活動計画
取組内容
生物多様性地域連携促進法に基づく地域連
携保全活動の推進

区分

区分

市の所管課等
環境局環境保全部自然環境共生課、
地域環境課
環境局環境保全部自然環境共生課

市の所管課等
環境局環境保全部自然環境共生課

5

平成 27 年度実績

平成 28 年度計画

再掲

再掲

1 事業を地域連携促進計画（個別活動編）に位
置づけ
再掲
表彰実施、KEMS 規格変更（多様性対応）

随時位置づけ

環境保全活動の推進

環境保全活動の推進

再掲
表彰実施、KEMS 推進

平成 27 年度実績

平成 28 年度計画

再掲

再掲

プラットホーム利用拡大

プラットホーム利用拡大

こうべ森の学校、こうべ森の小学校、摩耶の森
クラブ

こうべ森の学校、こうべ森の小学校、摩耶の森
クラブ

平成 27 年度実績
生物多様性部会の開催

平成 28 年度計画
生物多様性部会の開催、研修の実施

参画・取り組み推進

参画・取り組み推進

平成 27 年度実績
再掲

平成 28 年度計画
再掲

基本戦略４：恵みを持続的に活用する

自然の恵みの持続的な利用に貢献する社会経済活動の推進
①農漁業の振興（地産地消の推進）
取組内容

区分

「食都神戸 2020」構想の推進
②環境保全型農水産業の推進
取組内容
豊かな農地をまもる～農村地域の活性化と
環境保全型農業の推進
③農村地域の活性化
取組内容
神戸・里山暮らしの推進

平成 27 年度実績
ヒラメ、オニオコゼ等の種苗生産・放流、ア
サリの栽培技術の確立、こうべ給食畑事業推
進事業ほか

平成 28 年度計画
ヒラメ、オニオコゼ等の種苗生産・放流、ア
サリの栽培技術の確立、こうべ給食畑事業推
進事業ほか

市の所管課等
経済観光局農政部計画課
環境局環境保全部自然環境共生課

平成 27 年度実績
海底耕耘実施（3 回）、環境保全型農業直接
支援対策
冬期湛水水田研究会・生物調査等、冊子作成

平成 28 年度計画
冊子を活用した環境保全型農業の普及・促進

市の所管課等
経済観光局農政部計画課

平成 27 年度実績
神戸・里山暮らしの推進

平成 28 年度計画
神戸・里山暮らしの推進

市の所管課等
経済観光局農政部農水産課、農業振
興センター
環境局環境保全部自然環境共生課

平成 27 年度実績
不耕作地の湿地環境再生・生物調査等

平成 28 年度計画
冊子を活用した環境保全型農業の普及・促進

経済観光局農政部農水産課

区分
リーディングプロジェクト
4

区分

④不耕作地における生物多様性の保全活動の推進
取組内容
区分
不耕作地の生物多様性を保全する取り組み
の推進
⑤レクリエーション資源としての活用
取組内容
エコツーリズムの推進（教育旅行誘致、滞在
型観光振興、民間参画プログラム充実）

市の所管課等

区分

市の所管課等
経済観光局観光コンベンション課

6

平成 27 年度実績
再掲

平成 28 年度計画
再掲

基本戦略５

情報をあつめる・つたえる・見せる

生物多様性に関する情報の収集、分かりやすい発信
① 生物の生息状況に関する調査
取組内容
情報を集め、発信する～生物多様性保全に役
立つデータベースの整備と活用
レッドデータフォローアップ調査

区分
リーディングプロジェクト
6

環境局環境保全部環境保全指導課
みなと総局技術部計画課

平成 27 年度実績
生きものマップ運用、評価委員会の開催等
レッドデータ 2010 改定作業
レッドデータフォローアップ調査実施（2 ルート、
2 ホットスポット）
河川水生生物調査、海域水生生物調査
緩傾斜石積み護岸モニタリング調査

市の所管課等
環境局環境保全部自然環境共生課

再掲

再掲

環境局環境保全部自然環境共生課

再掲

再掲

環境局環境保全部自然環境共生課

河川や海域におけるモニタリングの拡充（河川
生物調査、海域水生生物調査、緩傾斜石積み
護岸生物調査）
② データの活用・発信
取組内容
情報を集め、発信する～生物多様性保全に役
立つデータベースの整備と活用
市民団体等と企業・行政を繋ぐ生物多様性プ
ラットホームの運営

市の所管課等
環境局環境保全部自然環境共生課

区分
リーディングプロジェクト
６

7

平成 28 年度計画
生きものマップ運用、評価委員会の開催等
レッドデータ 2015 普及・啓発
レッドデータフォローアップ調査実施
河川水生生物調査、海域水生生物調査
緩傾斜石積み護岸モニタリング調査

平成 27 年度実績

平成 28 年度計画

