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平成 29年度 生物多様性保全に関する主な実施施策 

 

【神戸市生物多様性の保全に関する条例の制定】 

１．条例の制定の目的 

神戸市では、平成 20 年（2008 年）に制定された生物多様性基本法に基づき、生物多様性地

域戦略として「生物多様性神戸プラン」（平成 28 年３月改定）を定め、目指すべき将来像であ

る「多様ないのちを育む豊かな自然とその恵みを次世代につなぐ自然共生都市“こうべ”」を目

指して、生物多様性の保全に取り組んでいる。 

今回、この将来像の実現に向け、市・市民・事業者等の各主体が一丸となって、生物多様性

の保全のために取り組む社会を築くことを目指し、平成 29年 10月 10日に神戸市生物多様性の

保全に関する条例を公布した。現在、平成 30年 6月の全面施行に向けて、必要な準備を進めて

いるところである。 

 

２．条例の特徴と概要 

希少種保全、外来種対策等を市民等と協働で進めることを定めた生物多様性保全に関する総

合条例（生物多様性の保全を専門的に取り扱う総合条例としては政令指定都市で初） 

神戸の自然のめぐみを再認識し、生物多様性を保全することだけでなく、恵みを永続的に利

用することをめざすもの（前文、基本理念） 

市民等の責務のほか、基本的施策と３つの分野の推進する施策を位置づけ 

 

＜３つの推進する施策＞ 

① 希少野生動植物種の保全 

・希少野生動植物（規則で指定。神戸版レッドリスト 2015 のＡランク種から選定予定。）の

捕獲等の禁止 

・土地所有者による保全 

・開発事業における自然環境の概況把握と措置の実施 等 

② 指定外来種による生態系等への被害の防止等 

・「指定外来種」（規則で指定。アカミミガメを予定。）を放つこと等の禁止 

・販売者による指定外来種販売時の説明 

・緑化時の外来種使用制限（配慮） 等 

③ 市民等との協働による生物多様性保全等活動の推進 

・土地所有者・保全団体等の協定制度 

・功績の顕彰、広報・啓発活動や自然体験活動の促進 等 

 

３．現在の進捗 

条例の施行規則に関する意見募集（パブリックコメント）期間を終え、期間中に寄せられた

意見を受けて、施行規則の内容について専門家と共に検討しているところである。 

 

 

第 5回推進委員会 

平成 27年 6月 10日 

資 料 1 

 

第５回推進委員会 

平成 30年 3月 8日 

資 料 1 
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【生物多様性神戸プランに基づく施策の推進】 

Ⅰ 場をまもる・つくる 

１ 外来種対策 

（1）アカミミガメ対策 

■国（環境省）等と共同した生態調査及び防除（アカミミガメ対策協議会） 

① 経緯 

平成 28年度より環境省や明石市と連携し、神戸・明石両市域を流れる明石川水系や瀬戸川

水系を中心にアカミミガメ対策を実施してきた。この取り組みをより強力に推進するために、

平成 29年 4月 1日、神戸市、明石市及び関係団体により「明石・神戸アカミミガメ対策協議

会」（以下、「協議会」という）を、国の交付金と両市からの負担金のもと設立した。 

②  今年度の事業概要（速報） 

・ 瀬戸川流域において、アカミミガメの動態把握を目的としたマーキング個体の再捕獲調

査、繁殖実態調査及び複雑な水路網を把握するための聞き取り調査等を実施した。 

平成 29 年度の調査から、成体は定住する傾向が強く、追跡した個体の 94％の移動範囲

は 400m以内であることが判明した。また、成熟雌の抱卵率は 7月上旬までが 67％と高く、

その間に防除を実施すれば効果的であることが判明した。さらに雌は最大 400m東に離れた

田畑で産卵することが判明した。 

・ ニホンイシガメの生息が確認されている明石川流域において、アカミミガメを含む淡水

カメ類の生息実態調査を実施した。 

平成 29年度で合計 242個体のカメが捕獲され、そのうち、クサガメが最も多く 144個体

（59.5%）、次いでアカミミガメが 71個体（29.3%）であった。（希少種情報のため非公開） 

・ その他、上記河川流域における他の生物相について調査や、環境保全団体等（神戸市域

3団体）が実施するアカミミガメ防除への技術的支援を実施した。 

 

 

 

 

 

 

  

標識をつけられたアカミミガメ 調査風景（瀬戸川流域） 
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■市民との協働による防除 

明石川流域の河川、ため池において、市民活動団体との協働によりアカミミガメの防除を

実施した。昨年度の 5 団体に引き続き、今年度も 5 団体が実施した。防除の概要及び結果は

表-１のとおり。 

表-１ 市民との協働による防除の概要及び結果 

協働団体 地点 作業日（活動回数） 
講習会 

参加者数 

アカミミガメ 

捕獲数 

NPO 法人グループ

「わ」川づくり研究会 
非公開 5/22～7/27 (5) 6人 16尾 

玉一アクアリウム 非公開 6/2～6/4 (1) 11人 18尾 

平野ふれあいのま

ちづくり協議会 
非公開 7/20～7/22 (1) 170人 7尾 

農・都共生ネットこう

べ 
非公開 7/8～7/10 (1) 90人 25尾 

神戸シルバーカレッ

ジ学習グループ ダ

ルマガエル 

非公開 7/20～7/27（1） 6人 5尾 

  合計 283人 71尾 
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（2）外来植物対策 

■建設局との連携によるオオキンケイギク等防除 

昨年度の外来種対策推進プロジェクトチームにおける検討結果に基づき、建設局と連携し

てオオキンケイギク、シンジュの防除を行った。 

① オオキンケイギク防除 

西部建設事務所主導で、須磨区高倉台・横尾緑地周辺のオオキンケイギクが生育している

5か所の緑地で、オオキンケイギクの抜き取りによる防除を実施した（約 6,000m2）。 

② シンジュ防除 

中部・西部建設事務所主導で、兵庫区湊町線、長田区長田線におけるシンジュ実生木の抜

き取りを行った（約 170m2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市内公園管理団体への啓発 

   各建設事務所を通じて、２月末から市内の美緑花ボ

ランティア（公園管理団体）に対し、オオキンケイギ

クの形態的特徴や生態、防除方法等を示した啓発ファ

イル（参考資料２参照）を送付し、オオキンケイギク

を誤って植えたりすることのないように呼びかけてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

オオキンケイギクの防除対象地 シンジュの防除対象地 
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２ 在来野生鳥獣被害対策 

（1）ニホンジカ対策 

■北区道場町における定点カメラによる侵入状況調査 

①目的 

植生に大きな影響を及ぼすニホンジカによる被害を未然に防止するため、ニホンジカの生

息が確認されている北区道場町の市有地（山林地）に定点カメラを 10ヶ所設置し、ニホン

ジカの生息実態調査を行った。 

②調査結果（速報） 

地点や調査月によって大きく撮影回数に差は見られたが、調査地域においてニホンジカの

生息が写真撮影により確認された。また、昨年の道場地域で実施したニホンジカの生息実態

調査（委託）では、鎌倉峡以西ではニホンジカの痕跡が確認されていなかったが、今年度の

調査においては写真撮影により生息が確認された。引き続き、撮影頻度等の動向を注視して

いく。 

 
 

 

■生態系への影響調査 

①目的 

六甲山系にニホンジカが侵入・定着した場合の影響評価を各方面から総合的に実施し、予

見することにより、ニホンジカ侵入に対する共通の認識を庁内関係部局等が共有し、早期の

段階から一体となった対応を行うことを目的とする。 

②調査結果（予測等実施中） 

現在、植生への影響（希少動植物への影響を含む）、農林業への影響、景観への影響、防

災への影響、人の健康への影響（マダニ、ヤマビルなど）等について、六甲山系（神戸市外

を含む）にニホンジカが侵入し、影響が顕著となる時期における事象を、既存資料を用い定

性的に予測・評価を実施している。（3月末とりまとめ後、庁内で情報共有を行う予定。） 

  

鎌倉峡以西で確認された個体 定点カメラの設置状況 
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Ⅱ 人をそだてる 

１ 生物多様性シンポジウムの開催 

(1) 開催概要 

神戸市が生物多様性自治体ネットワークの副代表となった今年度は、国連生物多様性の

10年日本委員会（以下「UNDB-J」）及び環境省と神戸市の共催で、「第 7回生物多様性全国

ミーティング＆生物多様性自治体ネットワークフォーラム・神戸市生物多様性シンポジウ

ム」を開催した。 

(2) 開催日時 

平成 29年 9月 16日（土）13：00～17：00 

(3) 開催場所 

神戸国際会議場メインホール 

(4) 主なプログラム 

① 講演 

「農業から見えて来た環境～みんな同じ場所に生きている～」 

生物多様性リーダー／地球いきもの応援団 大桃 美代子 氏 

② UNDB-J認定連携事業 表彰式 

  神戸市の認定連携団体は以下の 2団体 

  ・里地・里山の保全推進協議会「里地・里山における生物多様性保全活動」 

  ・福田川クリーンクラブ「福田川再生活動における多自然川づくりに向けた活動」 

③ 神戸の海、山、川等、各地域で活動する 4団体による事例発表 

  ・玉一アクアリウム 

  ・兵庫運河の自然を再生するプロジェクト 

  ・こうべ森の学校 

  ・コープこうべ（コープくらぶ） 

④ パネルディスカッション「豊かな自然の次世代への継承」 

◆コーディネーター 

  兵庫県立 人と自然の博物館 館長 中瀬 勲 氏 

◆パネリスト 

  事例発表団体、環境省 

◆その他登壇者 

 Blue Earth Project（松陰高等学校） 

 (5) 参加者数 321名 

 

  

大桃氏による講演 パネルディスカッション 
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２ 市民向け観察会の実施 

昨年度に引き続き、市民を対象に、市内の希少野生動植物等を紹介する観察会を 2 回実施

した。実績は以下の表-２のとおり。 

表-２ 今年度実施した観察会の実績 

開催場所 あいな里山公園（北区山田町） 神戸ゴルフ倶楽部（灘区六甲山町） 

開催日 6/3(土) 8/29(火) 

参加者数 24名 31名 

主な 

観察種 

タコノアシ（C）、シライトソウ、ウツギ、

ヒメミコシガヤ（A）、アワボスゲ（B）、

トノサマガエル、モツゴ、メダカ（C）、

コオイムシ 

カワラナデシコ（C）、オミナエシ、ワレ

モコウ、ヨシノアザミ、ホツツジ、ヒメ

カンアオイ（C）、マツムシソウ（A）、タ

チカモメヅル（B） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ペットショップを通じた外来種問題の啓発 

現在問題となっている外来種の中には、ペットとし

て輸入された後、野外に放逐されて定着した種もいる。

今後そのような事例を増やさないため、昨年度設置し

た外来種対策推進プロジェクトチームにおける検討

結果に基づき、保健福祉局と協力し、市内で登録され

ている動物取扱業者を通じて、ペットの購入者等へ啓

発チラシ（参考資料３）を配布することで、外来種の

生態系への悪影響を伝え、ペットの放逐禁止・終生飼

養を呼びかけた（配付数 10,442部）。 

 

  

あいな里山公園観察会 神戸ゴルフ倶楽部観察会 
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４ 小学校における生物多様性に関する学習の推進 

（1）きせつの生きものさがしガイドの配布 

神戸でみられる身近な生きもの 145 種について、見られる時期や場所、外見上の特徴や見分

け方等を写真入りで記載した副教材「きせつの生きものさがしガイド」を作成し、小学 3 年生

全員及び教職員（約 14,000人）に配布した。 

 

（2）出前授業の実施 

きせつの生きものガイドの活用を促進するため、

小学校に外部講師を派遣し、身近な自然の観察に

ついての出前授業を実施した。昨年度の 10校に対

し、今年度は 12校で実施した。 

 

 

 

 

 

 

（3）外来種問題啓発教材の配布 

ペットショップへの啓発チラシの配布と同様の目的

で、市内の小学生児童全員に啓発教材（参考資料４）を

配布し、外来種を含む生物の放逐禁止・終生飼養を呼び

かけた（配付数 100,200部）。 

 

 

  

出前授業の様子 
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Ⅲ 活動をつなぐ・ひろげる 

１ 神戸市生物多様性保全活動補助事業 

(1) 目的 

生物多様性保全活動に対する市民理解を深め、保全活動への市民参加を促進するため、市

内で生物多様性保全活動を行う団体に、活動経費を助成する。 

(2) 対象活動 

申請者自らが企画・立案し、神戸市内で実践される生物多様性の保全の推進に寄与する以

下の活動 

①「神戸版レッドデータ 2015」に記載のブラックリスト掲載種のうち、外来生物種及び侵入

警戒種の防除活動（ただし、防除後の処分方法等が事業計画により明らかである事業に限

る。） 

②「神戸版レッドデータ 2015」に記載の希少種のうち、Cランク以上の野生動植物等の保全・

保護活動 

(3) 補助金額：1団体あたり 10万円以下 

(4) 平成 29年度助成事業 

昨年度の 5 団体に対し、今年度は 6 団体に助成金を交付決定した。申請団体と対象活動に

ついては表-３のとおり。 

表-３ 助成事業概要（平成 29年度） 

№ 申請団体 補助対象活動 

1 須磨ふるさと生きものサポ

ータ 

須磨離宮公園・新池における生物調査 

2 東お多福山草原保全・再

生研究会 

東お多福山における草原生植物の多様性豊かなススキ草

原の再生 

3 玉一アクアリウム 明石川調査（外来種の防除、希少種の保護） 

4 特定非営利活動法人豊か

な森川海を育てる会 

多聞台地区におけるオオキンケイギクの防除活動 

5 兵庫・水辺ネットワーク 耕作放棄地での希少動植物と美しい田園景観の保全活動 

6 大沢町地域事務局 農業及び地域住民と共存共栄する生物多様性保全活動（希

少種の保護） 
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ガイドブック 

Ⅳ 恵みを持続的に活用する 

１ ガイドブックの活用 

平成23年度から5年間にわたり実施したモデル事業の成

果をとりまとめた報告書「農業による豊かな生きもののに

ぎわいと 8 つの工夫」を必要に応じて配布することで、引

き続き環境保全型農業の普及啓発に努める。 

 

２ 「食都 神戸」等の推進 

EAT LOCAL KOBE（神戸産を食べよう）として、ファーマ

ーズマーケットを 41 回、ファームビジット（農漁業体験）

を 5 回開催した。また、スローフード・インターナショナ

ルとの連携事業として、スローフードセミナー等を開催した。その他、地産地消の取り組みと

して、こうべ給食畑などの事業を実施している。 
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Ⅴ 情報をあつめる・つたえる・みせる 

１ みんなでつくる KOBE生きものマップ 

(1) 概要 

神戸市内の野生動植物の目撃情報を、インターネットを利用し、みんな（市民・市民団体・

行政等）で集めてみんなで使う情報共有システム「みんなでつくる KOBE生きものマップ」を平

成 23年 7月より運用を開始している。 

目撃情報の投稿数は昨年度すでに生物多様性神戸プランの目標である 8,000 件（目標年次：

2020年）を上回っている。 

(2) 進捗状況 

① 会員登録者数 

84名（平成 30年 2月末現在、昨年度+3名） 

② 目撃情報件数 

10,341件（平成 29年 2月末現在、昨年度 2月末+2,183件） 

 

２ 神戸版レッドデータフォローアップ調査 

「神戸版レッドデータ 2015」に掲載している希少種の最新の生息状況を確認するため、専門

家による生物調査を実施した。 

(1) 調査内容 

◆ ルートセンサス調査 

あらかじめ設定したルート上に生息している動植物を調査 

（調査ルート） 

① （希少種情報のため非公開） 

② （希少種情報のため非公開） 

 

◆ ホットスポット調査 

生物多様性が高い、あるいは希少種が集中していると思われる場所における生物調査 

  （調査場所） 

① （希少種情報のため非公開） 

② （希少種情報のため非公開） 

 

(2) 調査結果（速報） 

各調査地における主な確認種を表-４、５に示す。 

表-４ 各調査地における主な確認種（動物） 

調査箇所 確認種 

（希少種情報のため非公開） 
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表-５ 各調査地における主な確認種（植物） 

調査箇所 確認種 

（希少種情報のため非公開） 

 

３ 河川における水生生物調査 

魚類をはじめとする水生生物の生息・生育実態の把握及び水生生物による水質評価を目的と

して、昭和 57年度以降毎年神戸の河川もしくは海域において水生生物調査を実施している。平

成 28年度からは隔年で河川と海域を交互に調査することとしており、平成 29年度は河川 30か

所において調査を行った。 

(1) 調査時期 

   平成 29年 11月 13日～11月 22日 

(2) 調査対象 

   ・魚類（投網・タモ網による捕獲） 

   ・底生動物（コドラート・タモ網による捕獲） 

   ・付着藻類（流心付近の石から採取） 

(3) 採取された希少種 

   表-６、７に示す。 
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表-６ 魚類 

和名 

※（）内は神戸版レッドリスト 2015

のランク 

調査地点 

※（）内は河川の地域 

（北神河川・西神河川・都市河川） 

（希少種情報のため非公開） 

 

表-７ 底生動物 

和名 

※（）内は神戸版レッドリスト 2015 

のランク 

調査地点 

※（）内は河川の地域 

（北神河川・西神河川・都市河川） 

（希少種情報のため非公開） 
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【その他優先取組み】 

ヒアリ等有害外来生物対策 

今年度ポートアイランドにてヒアリ及びアカカミアリが発見されたことを受け、神戸港及

びその周辺をモニタリング調査し、また、こうした有害外来生物の再侵入に備え、関係機関

や専門家の協力を得ながら、港湾関連事業者等への講習会、対策マニュアルの作成等の対応

を実施した。 

 


