
（平成27年3月31日現在）

１  都道府県（策定済自治体数：35都道府県）

No 自治体名 策定年月 計画の名称

1 滋賀県 平成19年3月 生物多様性しが戦略（平成27年3月「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する基本計画」を改定）

2 埼玉県 平成20年3月 生物多様性保全県戦略

3 千葉県 平成20年3月 生物多様性ちば県戦略

(1) 滋賀県 平成21年2月 滋賀県ビオトープネットワーク長期構想

4 愛知県 平成21年3月 あいち自然環境保全戦略

5 兵庫県 平成21年3月 生物多様性ひょうご戦略（平成26年3月改訂）

6 長崎県 平成21年3月 長崎県生物の多様性の保全に関する基本的な計画（長崎県生物多様性保全戦略）（平成26年12月改訂）

7 北海道 平成22年7月 北海道生物多様性保全計画

8 栃木県 平成22年9月 生物多様性とちぎ戦略

9 熊本県 平成23年2月 生物多様性くまもと戦略

10 福島県 平成23年3月 ふくしま生物多様性推進計画【第２次】（平成26年3月改訂）

11 石川県 平成23年3月 石川県生物多様性戦略ビジョン

12 大分県 平成23年3月 生物多様性おおいた県戦略

13 大阪府 平成23年3月 大阪21世紀の新環境総合計画（記載の一部を生物多様性地域戦略に位置づけ）

14 岐阜県 平成23年7月 岐阜県の生物多様性を考える　－生物多様性ぎふ戦略の構築－

15 佐賀県 平成23年10月 第２期佐賀県環境基本計画（記載の一部を生物多様性地域戦略に位置づけ）

16 愛媛県 平成23年12月 生物多様性えひめ戦略

17 長野県 平成24年2月 生物多様性ながの県戦略

18 三重県 平成24年3月 みえ生物多様性推進プラン

19 東京都 平成24年5月 緑施策の新展開　～生物多様性の保全に向けた基本戦略～

(4) 愛知県 平成25年3月 あいち生物多様性戦略2020

20 奈良県 平成25年3月 生物多様性なら戦略

21 岡山県 平成25年3月 自然との共生おかやま戦略

22 広島県 平成25年3月 生物多様性広島戦略

23 福岡県 平成25年3月 福岡県生物多様性戦略

24 沖縄県 平成25年3月 生物多様性おきなわ戦略

25 山口県 平成25年10月 山口県環境基本計画第３次計画（記載の一部を生物多様性やまぐち戦略に位置づけ）

26 徳島県 平成25年10月 生物多様性とくしま戦略

27 福井県 平成25年11月 福井県環境基本計画（記載の一部を生物多様性地域戦略に位置づけ）

28 青森県 平成26年3月 青森県生物多様性戦略

29 山形県 平成26年3月 山形県生物多様性戦略

30 高知県 平成26年3月 生物多様性こうち戦略

31 富山県 平成26年3月 富山県生物多様性保全推進プラン

32 鹿児島県 平成26年3月 生物多様性鹿児島県戦略

33 茨城県 平成26年10月 茨城の生物多様性戦略

34 宮城県 平成27年3月 宮城県生物多様性地域戦略

35 宮崎県 平成27年3月 「みやざき自然との共生プラン」 生物多様性みやざき戦略

２  政令指定都市（策定済自治体数：14市）

No 自治体名 策定年月 計画の名称

1 名古屋市 平成22年3月 生物多様性2050なごや戦略

2 北九州市 平成22年11月 北九州市生物多様性戦略

3 神戸市 平成23年2月 生物多様性神戸プラン2020

4 さいたま市 平成23年3月 さいたま市環境基本計画（改訂版）（記載の一部を生物多様性地域戦略に位置づけ）

5 横浜市 平成23年4月 生物多様性横浜行動計画 （ヨコハマｂプラン）（平成27年1月改定）

6 静岡市 平成23年11月 静岡市生物多様性地域戦略

7 新潟市 平成24年3月 にいがた命のつながりプラン（新潟市生物多様性地域計画）

8 福岡市 平成24年5月 生物多様性ふくおか戦略

9 札幌市 平成25年3月 生物多様性さっぽろビジョン

10 浜松市 平成25年3月 生物多様性はままつ戦略

11 堺市 平成25年3月 生物多様性・堺戦略

12 川崎市 平成26年3月 生物多様性かわさき戦略

13 京都市 平成26年3月 京都市生物多様性プラン

14 相模原市 平成27年3月 相模原市水とみどりの基本計画改訂版 =生物多様性さがみはら戦略=

生物多様性地域戦略の策定状況
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３  市区町村（策定済自治体数：32市6区7町3村）

No 自治体名 策定年月 計画の名称

1 流山市 （千葉県） 平成22年3月 生物多様性ながれやま戦略　

2 高山市 （岐阜県） 平成22年3月 生物多様性ひだたかやま戦略

3 柏市 （千葉県） 平成23年3月 柏市生きもの多様性プラン

4 和泉市 （大阪府） 平成23年3月 第２次和泉市環境基本計画（記載の一部を生物多様性地域戦略に位置づけ）

5 明石市 （兵庫県） 平成23年3月 生物多様性あかし戦略

6 岡崎市 （愛知県） 平成24年1月 生物多様性おかざき戦略

7 黒松内町 （北海道） 平成24年3月 黒松内町生物多様性地域戦略

8 礼文町 （北海道） 平成24年3月 礼文島いきものつながりプロジェクト

9 大田区 （東京都） 平成24年3月 大田区環境基本計画（記載の一部を生物多様性地域戦略に位置づけ）

10 高島市 （滋賀県） 平成24年3月 びわ湖源流の郷　たかしま戦略

11 西宮市 （兵庫県） 平成24年3月 生物多様性にしのみや戦略

12 宝塚市 （兵庫県） 平成24年3月 生物多様性たからづか戦略

13 佐渡市 （新潟県） 平成24年6月 生物多様性佐渡戦略

14 葛飾区 （東京都） 平成24年11月 生物多様性かつしか戦略

15 北広島町 （広島県） 平成25年2月 生物多様性きたひろ戦略

16 小山市 （栃木県） 平成25年3月 生物多様性おやま行動計画

17 千代田区 （東京都） 平成25年3月 ちよだ生物多様性推進プラン

18 厚木市 （神奈川県） 平成25年3月 生物多様性あつぎ戦略

19 加西市 （兵庫県） 平成25年4月 生物多様性かさい2013

20 篠山市 （兵庫県） 平成25年5月 生物多様性ささやま戦略

21 豊岡市 （兵庫県） 平成25年9月 生物多様性豊岡戦略

22 豊田市 （愛知県） 平成26年1月 生物多様性とよた戦略

23 鹿児島市 （鹿児島県） 平成26年3月 鹿児島市生物多様性地域戦略

24 目黒区 （東京都） 平成26年3月 目黒区生物多様性地域戦略

25 魚津市 （富山県） 平成26年3月 生物多様性うおづ戦略

26 羽村市 （東京都） 平成26年3月 羽村市環境とみどりの基本計画 （記載の一部を生物多様性地域戦略に位置づけ）

27 東海村 （茨城県） 平成26年3月 東海村生物多様性地域戦略

28 市川市 （千葉県） 平成26年3月 生物多様性いちかわ戦略

29 伊丹市 （兵庫県） 平成26年3月 生物多様性いたみ戦略

30 倉敷市 （岡山県） 平成26年3月 倉敷市生物多様性地域戦略

31 港区 （東京都） 平成26年3月 港区生物多様性地域戦略

32 霧島市 （鹿児島県） 平成26年3月 霧島市生物多様性推進プラン

33 豊島区 （東京都） 平成26年3月 豊島区環境基本計画2014-2018（記載の一部を豊島区生物多様性地域戦略に位置づけ）

34 岸和田市 （大阪府） 平成26年8月 岸和田市生物多様性地域戦略2014

35 あきる野市 （東京都） 平成26年9月 生物多様性あきる野戦略

36 いすみ市 （千葉県） 平成27年2月 いすみ生物多様性戦略

37 稲城市 （東京都） 平成27年3月 生物多様性いなぎ戦略

38 登米市 （宮城県） 平成27年3月 とめ生きもの多様性プラン

39 府中市 （東京都） 平成27年3月 府中市生物多様性地域戦略

40 町田市 （東京都） 平成27年3月 町田生きもの共生プラン

41 野田市 （千葉県） 平成27年3月 生物多様性のだ戦略

42 綾町 （宮崎県） 平成27年3月 綾町生物多様性地域戦略

奄美市
大和村
宇検村
瀬戸内町
龍郷町

44 金ケ崎町 （岩手県） 平成27年3月 生物多様性かねがさき戦略

※

※ 数字の（ ）は既に策定済みで、新たな戦略を策定した場合

生物多様性基本法の施行以前に策定された計画又は生物多様性基本法の施行後であるが、生物多様性基本法第11条に基づく最初の生物多様性
国家戦略（平成22年3月閣議決定）の策定以前に策定された計画を含む。

43 （鹿児島県） 平成27年3月 奄美大島生物多様性地域戦略
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