第 3 回推進委員会
平成 29 年 3 月 8 日

平成 29 年度 生物多様性保全に関する主要施策
平成 28 年度

資

料 5

平成 29 年度

1．施策の骨格づくり

1．施策の骨格づくり

生物多様性神戸プランの推進

生物多様性神戸プランの推進

 推進委員会（プラン推進）2 回（5/17, 3/8）開催

 推進委員会開催（2 回）

 現地視察 1 回（11/15「キーナの森」の進捗状況確認）実施

 現地視察実施（1 回）
後ろ盾

発展
（新規）生物多様性保全条例（仮称）の制定
 外来種対策を含む、神戸の豊かな生物多様性の維持・保全を目的
とした条例を制定
外来種対策プロジェクトチーム
 生物多様性を保全する上で大きな課題の一つである外来種対策に
ついて、学識経験者、市民団体、庁内関係部局によるプロジェク

（新規）専門家による指導・助言体制の整備
発展

トチームを設置し、市域における外来種対策を検討

 外来種対策をはじめ、生物多様性の保全を正しい方向性で進めて
いくため、専門家による指導・助言体制を整備

 全体ミーティング 5 回（予定）
、分野別ワーキング 4 回実施
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平成 28 年度

平成 29 年度

2．主要事業の展開
◆場をまもる・つくる

2．主要事業の展開
◆場をまもる・つくる

外来種対策等の認識・理解
 アカミミガメ
・生息実態調査（経過観察地点７地点、新規５地点）
・市民との協働による防除（活動助成５団体）
・水生植物への影響調査
・在来種サンクチュアリづくり、防除個体活用方策検討
 アライグマ
・管理者との協働による防除（森林３か所）

外来種対策等の認識・理解
 アカミミガメ
・（新規）協議会による生息実態調査等（明石川、瀬戸川水系）
・（拡充）市民との協働による防除（活動助成 10 団体）
 アライグマ
・（新規）六甲山上施設と協力した捕獲強化
 アルゼンチンアリ
・
（新規）モデル地区における事業者と協働による防除（摩耶埠頭）
 外来植物
・（新規）道路敷における試験防除（3 路線）
・（新規）活動団体との協働による分布調査、啓発用品の配布
による防除の普及促進
・（新規）公共事業等における使用制限の徹底
 普及啓発
・（新規）全小学生（約 8 万人）を対象とした外来種対策の啓発
・（新規）ペットショップを通じた外来種対策の普及啓発

在来野生鳥獣による生態系被害防止対策
 シカ
・生息実態調査（北区２地域）

在来野生鳥獣による生態系被害防止対策
 シカ
・（新規）監視カメラによる侵入状況調査（10 台）

希少種の保全
・推進委員会（生きもの評価）2 回（7/5,11/24）開催
・神戸版レッドデータフォローアップ調査

希少種の保全
・推進委員会（生きもの評価）開催
・神戸版レッドデータフォローアップ調査

多様な生物の生息・生育環境の保全・創出
・生物多様性保全プロジェクト「キーナの森」の整備

多様な生物の生息・生育環境の保全・創出
・（新規）イシガメ保全環境の創出（自然地、管理地 各１か所）
・（継続）生物多様性保全プロジェクト「キーナの森」の整備
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◆人をそだてる

◆人をそだてる
環境教育・学習機会の創出
 子ども向け
・（継続）きせつの生きものさがしガイドの作成・配布
・
（継続）ガイドを活用した出前授業の実施（１５校）
・（新規）全小学生（約 8 万人）を対象とした外来種対策の啓発
（再掲）
 一般向け
・（継続）生物多様性シンポジウムの開催
・
（継続）市民向け観察会の開催（２回）
・
（新規）ペットショップを通じた外来種対策の普及啓発（再掲）
 庁内向け
・
（継続）庁内向け研修会の開催

環境教育・学習機会の創出
 子ども向け
・きせつの生きものさがしガイドの作成・配布
・ガイドを活用した出前授業の実施（１０校）
 一般向け
・生物多様性シンポジウムの開催
・市民向け観察会の開催（２回）
 庁内向け
・庁内向け研修会の開催（１回）

◆活動をつなぐ・ひろげる

◆活動をつなぐ・ひろげる

市民と協働した生物多様性保全活動の推進
・生物多様性保全活動助成（希少種の保全、外来種の防除活動等）
：４団体
・市民との協働による防除（活動助成５団体）
（再掲）

市民と協働した生物多様性保全活動の推進
・（拡充）生物多様性保全活動助成（希少種の保全、外来種の防
除活動等）
：１５団体
・（拡充）市民との協働による防除（活動助成 10 団体）
（再掲）

◆恵みを持続的に活用する

◆恵みを持続的に活用する

農村地域の活性化
・
「神戸・里山暮らし」等の推進
地産地消の推進
・
「食都 神戸 2020」構想等の推進
環境保全型農業の推進
・ガイドブックを活用した農業を通じた生物多様性保全に向けた取
り組みの推進（農政部局と連携した普及促進）

農村地域の活性化
・（継続）「神戸・里山暮らし」等の推進
地産地消の推進
・（継続）「食都 神戸 2020」構想等の推進
環境保全型農業の推進
・
（継続）ガイドブックを活用した農業を通じた生物多様性保全に
向けた取り組みの推進（農政部局と連携した普及促進）
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◆情報をあつめる・つたえる・見せる

◆情報をあつめる・つたえる・見せる

市民参加型生物多様性モニタリングプロジェクト
・みんなでつくる KOBE 生きものマップ (市民から生物目撃情報を
収集･公開)

市民参加型生物多様性モニタリングプロジェクト
・（継続）みんなでつくる KOBE 生きものマップ (市民から生物目
撃情報を収集･公開)

野生動植物の生息に関する調査
・神戸版レッドデータフォローアップ調査（再掲）

野生動植物の生息に関する調査
・（継続）神戸版レッドデータフォローアップ調査（再掲）
・（継続）河川・海域における水生生物調査

4

生物多様性関連事業の平成 28 年度の実施状況及び平成 29 年度の実施予定
事業名

平
成
二
十
八
年
度

事業の実施状況

決算額
（千円）

生物多様性神戸プ ・推進委員会の開催
ランの推進
・レッドデータフォローアップ調査
市民参加型生物多 ・みんなでつくる KOBE 生きものマップ
様性モニタリング ・小学生向け生きものさがしガイド作成
プロジェクト

1,730

外来種対策の推進

6,635

・アカミミガメ生息実態等調査
・アライグマ防除

市民と協働した生 ・環境配慮型農業の普及
物多様性保全活動 ・市民との協働によるアカミミガメ防除
の推進
・生物多様性保全活動助成
・生物多様性プラットホームの推進
・シンポジウムの開催
・学校教育との連携（出前授業）
・市民向け観察会・庁内研修会の開催

在来野生鳥獣によ
る生態系被害の未
然防止の実施
生物多様性保全推
進体制の整備
公共用水域の監視

平
成
二
十
九
年
度

799

1,906

事業の実施予定

生物多様性神戸プ
ランの推進
市民参加型生物多
様性モニタリング
プロジェクト

・推進委員会の開催
・レッドデータフォローアップ調査
・みんなでつくる KOBE 生きものマップ
・小学生向け生きものさがしガイド作成

1,551

外来種対策の推進

・アカミミガメ生息実態等調査
・外来植物対策
・イシガメ保全環境の創出
・市民との協働によるアカミミガメ、ア
ルゼンチンアリ防除
・生物多様性保全活動助成
・生物多様性プラットホームの推進
・シンポジウムの開催
・学校教育との連携（出前授業、外来種
意識啓発）
・市民向け観察会・庁内研修会の開催
・ペットショップを通じた外来種対策の
普及啓発
・ニホンジカ侵入状況調査

7,708

・専門家による指導・助言体制整備
・生物多様性保全条例（仮称）の制定
・水生生物調査

1,160

市民と協働した生
物多様性保全活動
の推進

・ニホンジカ生息実態調査
（予算は外来種対策の推進に含む）

在来野生鳥獣によ
る生態系被害の未
然防止の実施
生物多様性保全推
進体制の整備
公共用水域の監視

―
―
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予算額
（千円）

事業名

752

5,604

400

4,915

