
生物多様性地域戦略を
策定している都道府県

生物多様性地域戦略の中で生態系ネットワークについての記載概要
生態系ネットワークの
図化をしているところ

北海道 － －

青森県 －

山形県
生態系ネットワークの形成が重要である旨、記載してあり、つながりの確保という観点で生態系の連
続性確保に向けた取組実施。

－

福島県 － －

栃木県
県の各種政策に生態系ネットワークを取り入れていく旨、記載してあり、生態系ネットワークの維持・
形成を行動計画に位置づけ。

－

埼玉県 事業を行う際は、生態系ネットワークに配慮する旨、記載。 －

千葉県 河川や都市環境において、生態系ネットワークが重要である旨、記載。 －

東京都
これまで、生態系ネットワーク形成に向けて対策を行った箇所（河川、道路の緑地帯）について記載。
また、生態系ネットワークの形成に向けた数値目標を設定。（グリーンロードネットワークの充実）

－

富山県 生態系ネットワークの形成が重要である旨、記載。 －

石川県
生態系ネットワークの配慮が大切である旨、記載してあり、良好な生態系ネットワークの形成を目指
すとしている。

－

福井県 － －

生物多様性地域戦略の策定状況

　47都道府県のうち、31都道県において生物多様性地域戦略が作成されており、そのうち21都県の計画において生態系ネッ
トワークの観念を取り入れている。しかしながら、生態系ネットワークの図化まで行っているのは、愛知県、滋賀県の２県であ
る。
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長野県 生態系ネットワークの形成が重要である旨、記載。 －

岐阜県 生態系ネットワークの配慮が大切である旨、記載。 －

愛知県
生態系ネットワークの形成のために必要な対策について詳細な行動計画を策定し、数値目標を設
定。また、生態系ネットワークの分断状況や現状について地図化するなど、対策が必要な箇所を明記
している。

◎

三重県 － －

滋賀県
「滋賀県ビオトープネットワーク長期構想」を作成し、生態系ネットワークの形成に向けた重要な地点
を地図化している。

◎

兵庫県 － －

奈良県 生態系ネットワークの配慮が大切である旨、記載。 －

岡山県 － －

広島県
生態系ネットワークの配慮が大切である旨、記載してあり、都市における緑地による生態系ネットワー
ク形成や連続性確保のための相互連携を行うこととしている。

－

山口県 － －

徳島県 徳島ビオトーププランに基づき、生態系ネットワークの形成を推進。 －

愛媛県 生態系ネットワークのモデルエリアを設置。 －

高知県 － －

福岡県
生態系ネットワークの概念の説明、部署連携による生態系ネットワーク形成の必要性について、記載
してあり、生態系ネットワークの形成に向けた県の部局の取組も併せて記載

－
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佐賀県 生態系ネットワークの配慮が大切である旨、記載。 －

長崎県 生態系ネットワークの配慮が大切である旨、記載。 －

熊本県 生態系ネットワークの配慮が大切である旨、記載。 －

大分県 生態系ネットワークの維持、形成を位置づけ、そのための取組を記載。 －

鹿児島県 － －

沖縄県 生態系ネットワークの配慮が大切である旨、記載。 －

31都道県 21都県 ２県



「自然再生」若しくは、「生物多様性」の重要性が位置付けられている主な計画等 
 
 
１． 環境省主担当 

 ○ 生物多様性国家戦略 2012－2020 

 

２． 農水省主担当 

 ○ 農林水産省生物多様性戦略 

 ○  食料・農業・農村基本計画 

 ○ 森林・林業基本計画 

 ○ 水産基本計画 

  

３．国交省主担当 

 ○ 社会資本整備重点計画 

 ○ 国土形成計画 

 ○ 河川法 

 ○ 多自然川づくり基本方針 

○ 地方公共団体が策定する緑の基本計画について 

○ 都市の生物多様性指標（素案）の策定 

○ 港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針 



「生物多様性」や「自然再生」の重要性が記載されている計画の記載内容 

 

１． 環境省主担当 

計画名 生物多様性国家戦略 2012－2020 

記載内容 

 

 生物多様性条約及び生物多様性基本法に基づく、生物多様性の保全及び持続可能な

利用に関する国の基本的な計画であり、ポイントは以下の通りとなっている。 

１．愛知目標の達成に向けた我が国のロードマップを提示愛知目標の達成に向けた我

が国のロードマップとして、年次目標を含めた我が国の国別目標（13 目標）とその達

成に向けた主要行動目標（48 目標）を設定するとともに、国別目標の達成状況を測る

ための指標（81 指標）を設定。 

２．2020 年度までに重点的に取り組むべき施策の方向性として「５つの基本戦略」を

設定 

―５つの基本戦略― 

（１）生物多様性を社会に浸透させる 

（２）地域における人と自然の関係を見直し・再構築する 

（３）森・里・川・海のつながりを確保する 

（４）地球規模の視野を持って行動する 

（５）科学的基盤を強化し、政策に結びつける（新規）  

３．今後５年間の政府の行動計画として約 700 の具体的施策を記載 

「愛知目標の達成に向けたロードマップ」の実現に向け、今後５年間の行動計画とし

て約 700 の具体的施策を記載し、50 の数値目標を設定。 

 



２．農水省主担当 

計画名 農林水産省生物多様性戦略 

記載内容 

 

 本戦略では、概ね今後１０年間を見通した上での我が国の農林水産業における生物

多様性に関する課題や施策の方向性を明らかにするとともに、今後５年間程度におけ

る具体的な施策を示して総合的に生物多様性保全を推進。田園地域・里地里山の保全、

森林の保全、里海・海洋の保全、森・川・海を通じた生物多様性保全の推進等につい

て記載されている。 

 

 

計画名 食料・農業・農村基本計画 

記載箇所 ４．食料・農業・農村に横断的に関係する施策 

（１）技術・環境政策等の総合的な推進 

③ 地球環境問題への貢献 

ウ 生物多様性保全への貢献 

記載内容 

 

 農業の持続的な営みを通じて形成され、多くの生物に生息環境を提供する田園地

域・里地里山を保全していくため、地域において策定される計画の下で、農業生産の

維持や生産基盤の管理といった生産関連活動と生物多様性の保全を両立させる取組を

促進する。併せて、冬期湛水管理など生物多様性保全に効果の高い農業生産活動等を

推進する。このほか、農業の営みが生物多様性に与える効果を定量的に把握・評価す

る指標の開発、生態系の機能を活用した新たな技術の開発、生態系に配慮した水田や

水路等の整備技術の開発・普及、取組事例の情報提供等を進めるとともに、生物多様

性に対する国民理解の増進を図る。 

 

 

計画名 森林・林業基本計画 

記載箇所 第１ 森林及び林業に関する施策についての基本的な方針 

１森林及び林業をめぐる状況を踏まえた政策的な対応方針 

（３）地球温暖化対策、生物多様性保全への対応４ 連携と協働 

記載内容 

 

我が国の国土の約７割を占める森林は、多様な生物が生育・生息しており、生態系

ネットワークの根幹として豊かな生物多様性を支えている。生物多様性の保全につい

ては、平成 20 年６月に生物多様性基本法(平成 20 年法律第 58 号)が施行され、平成

22 年３月には同法に基づくものとしては初めてとなる生物多様性国家戦略が策定さ

れた。また、同年 10 月に名古屋市で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議で

は、2011 年(平成 23 年)以降の新たな世界目標である「戦略計画 2011-2020(愛知目標)」

が採択され、「森林を含む自然生息地の損失の速度が少なくとも半減、また可能な場合

にはゼロに近づき、また、それらの生息地の劣化と分断が顕著に減少する」など森林・

林業に関係する目標も盛り込まれている。 

森林における生物多様性の保全については、既に、モントリオールプロセスの基準



の一つに位置付けられているほか、平成 21 年７月に林野庁が「森林における生物多

様性の保全及び持続可能な利用の推進方策」を取りまとめたところであり、このよう

な状況を踏まえ、森林における生物多様性の保全の方針など森林の取扱いの考え方を

明らかにし、育成林における間伐の実施、長伐期化、広葉樹の導入など、空間的にも

時間的にも多様な森林整備を推進していくこととする。 

 

 

計画名 水産基本計画 

記載箇所 第２ 水産に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 

２ 新たな資源管理体制下での水産資源管理の強化 

（５）多様な海洋生物の共存下での漁業の発展の確保 

ア 水産資源を育成する藻場・干潟等の適切な管理 

記載内容 

 

水産生物の生活史に対応した良好な生息環境空間を創出することにより生態系全

体の生産力を底上げし、水産資源の育成と持続可能な利用を図るため、沖合漁場整備

や藻場・干潟の保全造成を行う水産環境整備事業について、事業による生物相、海洋

環境、漁場利用形態の変化を踏まえて適切に計画内容を見直していく「順応的管理手

法」を採り入れながら推進する。沖合漁場整備については、資源管理と一体として推

進する。また、藻場・干潟の造成・保全と食害対策等を併せた磯焼け対策や漁業者や

地域住民などが行う藻場・干潟・森林などの保全活動を推進する。 

（中略） 

このほか、内水面では、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境の保全・

創出を図る等、水産動植物の生育環境の保全及び改善を推進する。 

記載箇所 ７ 安全で活力ある漁村づくり 

（３）地域資源の活用と水産業・漁村の多面的機能の発揮 

ウ 多面的機能の発揮の促進 

記載内容 

 

水揚げによる陸から海への物質循環の補完、国境監視・海難救助による国民の生

命・財産の保全、保健休養・交流・教育の場の提供などの、水産業・漁村の持つ水産

物の供給以外の多面的な機能が将来にわたって発揮されるよう、関係府省等が連携し

て総合的に支援する。 

 



３．国交省主担当 

計画名 社会資本整備重点計画 

記載箇所 プログラム 8 

 生物多様性を保全し、人と自然の共生する社会を実現する 

 目標 

記載内容 

 

 様な生物の生息・生育環境となる自然環境の保全・再生・創出を推進するとともに、

自然とのふれあいの推進等を通じて、生物多様性を保全し、人と自然の共生する社会

の実現を目指す。 

 

 

計画名 国土形成計画 

記載箇所 第 1 部計画の基本的考え方 

第 3 章  

第 4 節（1）循環と共生を重視し適切に管理された国土の形成 

記載内容 

 

 『（健全な生態系の維持・形成） 人と自然の共生を確保していくためには、原生的

な自然地域等の重要地域を核として、ラムサール条約等の国際的な視点や生態的なま

とまりを考慮した上で、森林、農地、都市内緑地・水辺、河川、海までと、その中に

分布する湿原・干潟・藻場・サンゴ礁等を有機的につなぐ生態系のネットワーク（エ

コロジカル・ネットワーク）を形成し、これを通じた自然の保全・再生を図る。特に、

生活様式の変化及び産業構造の転換等によって管理水準が低下している里地里山の適

正な保全・管理を図るとともに、河川・沿岸域や都市内の低未利用地等、かつての自

然が失われた環境の再生を推進していくことが重要である。 

 

 

計画名 河川法 

記載箇所 第１条 

記載内容 

 

 この法律は河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正

に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるよう

にこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安

全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。 

 

 

計画名 多自然川づくり基本方針 

記載箇所 １ 「多自然川づくり」の定義 

記載内容 

 

「多自然川づくり」とは、河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴

史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及

び多様な河川景観を保全・創出するために、河川管理を行うことをいう。  



 

計画名 地方公共団体が策定する緑の基本計画について（都市緑地法運用指針） 

記載箇所 ４．緑の基本計画 

（４）基本計画の内容 

④ 「地方公共団体の設置に係る都市公園の整備の方針その他保全すべき緑地の確

保及び緑化に推進の方針に関する事項」 

記載内容 

 

生物多様性の確保の観点から、動植物の生息地又は生育地としての緑地の規模や連

続性等を評価して、緑地によるエコロジカルネットワークの形成を図ることが望まし

い。 

 

また、緑の基本計画の策定又は改定時において、生物多様性の確保の当たって配慮す

ることが考えられる事項をまとめた「緑の基本計画における生物多様性の確保に関す

る技術的配慮事項（平成２３年１０月策定）」（都市緑地法運用指針 参考資料）によ

り、地方公共団体の取組を支援している。 

 

 

計画名 都市の生物多様性指標（素案）の策定 

記載内容 

 

各都市の緑地の割合や動植物種数、エコロジカルネットワークの形成状況などによ

り、都市の生物多様性の状況や施策の進捗状況を定量的に把握できる「都市の生物多

様性指標（素案）（平成 25 年 5 月策定）」により、地方公共団体の生物多様性への取

組を推進している。  

 

 

計画名 港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針 

記載箇所 Ⅰ 今後の港湾の進むべき方向  

３ 良好な港湾環境の形成 

①良好な自然環境の積極的な保全 

記載内容 

 

港湾が、将来にわたって社会の多様な要請に応え、その役割を果たしていくために

は、環境との共生を実現し、豊かな自然環境を健全な状態で将来世代に継承する必要

がある。そのため、港湾における環境を良好な状態に維持、回復、創造し、生物多様

性の保全にも配慮しつつ、関係機関と必要な調整を行い、環境の保全を総合的かつ計

画的に進めて、良好な港湾環境を形成する。 

 




