資 料 ３
生物多様性ひょうご戦略構成（案） 新旧対照表
【新】

【旧】

生物多様性ひょうご戦略の概要

第１章
１
２
３
４
５
６

戦略策定にあたって
戦略の理念と目標
戦略策定の趣旨
戦略策定の目的
戦略の性格
戦略の期間
戦略の改定

第２章 生物多様性を取りまく情勢
１ 生物多様性とは
２ 生物多様性がすべての生物にもたらす恵み
（１）生物が生み出すきれいな空気と水の供給
（２）食料の供給
（３）燃料の供給
（４）薬品資源の供給
（５）環境形成機能と防災機能
（６）文化を育む
３ 生物多様性の危機
（１）人間活動や開発による危機
（２）人間活動の縮小による危機
（３）人間により持ち込まれたものによる危機
（４）地球環境の変化による危機
４ 生物多様性に関する国内外の動向
（１）生物多様性条約と国家戦略
（２）生物多様性基本法
（３）G８環境大臣会合の開催
（４）ＣＯＰ１０（愛知県）の開催
（５）生物多様性地域連携促進法

【時点修正・見直し】

生物多様性ひょうご戦略の概要

第１章 戦略策定にあたって
【旧第５章から】
【時点修正】
【時点修正】
【新
規】

【時点修正・見直し】
最新の知見を合わせて、
修正・見直し

【新

規】

１
２
３
４

戦略策定の趣旨
戦略策定の目的
戦略の性格
戦略の期間

第２章 生物多様性を取りまく情勢
１ 生物多様性とは
２ 生物多様性がすべての生物にもたらす恵み
（１）生物が生み出すきれいな空気と水の供給
（２）食料の供給
（３）燃料の供給
（４）薬品資源の供給
（５）環境形成機能と防災機能
（６）文化を育む
３ 生物多様性の危機
（１）人間活動や開発による危機
（２）人間活動の縮小による危機
（３）人間により持ち込まれたものによる危機
（４）地球温暖化の影響による危機
４ 生物多様性に関する国内外の動向
（１）生物多様性条約と国家戦略
（２）生物多様性基本法
（３）G８環境大臣会合の開催

第３章 ひょうごの生物多様性
１ 自然環境
（１）地形・地質・気候
（２）兵庫県の地質時代の生物多様性
〜兵庫県産化石からわかること〜
（３）現在の生物多様性
①植物
②植生
③ほ乳類
④鳥類
⑤爬虫類
⑥両生類
⑦汽水・淡水産魚類
⑧昆虫類
⑨海洋生物
２ 風景・景観、特産物、伝統文化、伝統工芸
（１）風景・景観
（２）特産物・伝統工芸・伝統文化
第４章 生物多様性の取組と行動計画
１ 生物多様性を保全・再生する取組
（１）県の取組
①保全・創造のための条例等の整備
②兵庫ビオトーププランの策定
③自然環境に配慮した事業の展開
④野生生物の保護と管理
⑤外来生物対策
⑥環境学習・教育の推進
（２）市町の取組
（３）ＮＰＯ等の取組
（４）企業の取組
２ これまでの取組の評価
３ これまでの取組の課題

【見直し】
簡潔に、読みやすく

【時点修正】
関係機関と調整のうえ
時点修正

【削
【削

除】
除】

第３章 ひょうごの生物多様性
１ 自然環境
（１）地形・地質・気候
（２）兵庫県の地質時代の生物多様性
〜兵庫県産化石からわかること〜
（３）現在の生物多様性
①植物
②植生
③ほ乳類
④鳥類
⑤爬虫類
⑥両生類
⑦汽水・淡水産魚類
⑧昆虫類
⑨海洋生物
２ 風景・景観、特産物、伝統文化、伝統工芸
（１）風景・景観
（２）特産物・伝統工芸・伝統文化
第４章 生物多様性の取組と課題
１ 生物多様性を保全・再生する取組
（１）県の取組
①保全・創造のための条例等の整備
②兵庫ビオトーププランの策定
③自然環境に配慮した事業の展開
④野生生物の保護と管理
⑤外来生物対策
⑥環境学習・教育の推進
（２）市町の取組
（３）ＮＰＯ等の取組
（４）企業の取組
２ これまでの取組の評価
３ これまでの取組の課題

第１章へ

第５章 戦略の理念と目標
１ 理念
２ 目標
第６章 行動計画

２
３
４
５

５年間の行動計画の評価と課題
各主体の役割
行動の視点
新たな県の行動計画
（１）すべての事業で生物多様性の視点
を持つことができる仕組みの充実
①生物多様性配慮指針事例の追加
②新たなレッドデータブックの策定
③外来生物対策の推進
④生物多様性アドバイザーの活用
（２）参画と協働による生物多様性保全活動の推進
①ＮＰＯ等の活動支援
②生物多様性の重要性に関する県民等
への普及啓発
③企業のＣＳＲ活動等への支援
（３）人の営みと生物多様性の調和の推進
①生物多様性に配慮した農林水産業の
振興と企業活動の推進
②野生動物の保護管理の推進
③遺伝子資源の適正利用の推進
④防災機能と生物多様性との調和の推進
⑤地球温暖化への対応
（４）行動計画を支える基盤整備
①生物多様性支援拠点の整備
②生物多様性保全のための予防的措置の充実
③生物多様性に係る重要地域保全
のための国際的な仕組の活用
（５）県の行動計画と愛知目標
①愛知目標達成に向けた県の取組
②愛知目標と県行動計画の対応

【新

規】

【見直し・新規】

【見直し・新規】
関係機関と調整のうえ
改定

【新

規】

１ 各主体の役割
２ 行動の視点
３ 県の行動計画
（１）すべての事業で生物多様性の視点
を持つことができる仕組みの確立
①生物多様性配慮指針の作成
②新たなレッドデータブックの策定
③外来生物対策の推進
④生物多様性アドバイザーの設置
（２）参画と協働による生物多様性保全活動の推進
①ＮＰＯ等の活動支援
②生物多様性の重要性に関する県民等
への普及啓発
③企業のＣＳＲ活動等への支援
（３）人の営みと生物多様性の調和の推進
①生物多様性に配慮した農林水産業の
振興と企業活動の推進
②野生動物の保護管理の推進
③遺伝子資源の適正利用の推進
④防災機能と生物多様性との調和の推進
⑤地球温暖化への対応
（４）行動計画を支える基盤整備
①生物多様性支援拠点の整備
②生物多様性保全のための予防的措置の充実
③生物多様性に係る重要地域保全
のための国際的な仕組の活用

第５章 戦略の効果的推進
１ 戦略の推進体制
２ 行動計画の行程表・数値目標及び点検評価

【見直し】

第７章 戦略の効果的推進
１ 戦略の推進体制
２ 行動計画の行程表・数値目標及び点検評価

資料編
１ 用語解説
２ 県・市町・ＮＰＯの取組

【見直し】

資料編
１ 用語解説
２ 県・市町・ＮＰＯの取組

参考資料
資料１ 兵庫県環境審議会自然環境部会
【見直し】
資料２ 兵庫県環境審議会自然環境部会 審議経過
資料３ 執筆協力者

参考資料
資料１ 兵庫県環境審議会自然環境部会及び
生物多様性ひょうご戦略検討小委員会委員名簿
資料２ 兵庫県環境審議会自然環境部会及び
生物多様性ひょうご戦略検討小委員会審議経過
資料３ 執筆協力者

