いのちと暮らしを支える
生きものにやさしい
まちづくりに向けて
埼玉県東南部地域生物多様性ガイドライン概要版
（草加市､越谷市､八潮市､三郷市､吉川市､松伏町）

index

はじめに
はじめに ................................................................................................................................. 1

01

生物多様性について

１

生物多様性とは .................................................................................................................. 2

２

わたしたちのまちと生物多様性 ............................................................................... 2

３

生物多様性の恩恵 ............................................................................................................. 3

４

生物多様性の危機 ............................................................................................................. 4

５

生物多様性をめぐる国内外の動き .......................................................................... 4

02

生物多様性ガイドラインの目的と位置づけ

１

5 市 1 町のまちづくりの将来像 ................................................................................ 6

２

生物多様性ガイドラインの目的 ............................................................................... 6

３

生物多様性ガイドラインの位置づけ ..................................................................... 7

03

目標・行動メニュー

１

目標・行動メニューの構成 ......................................................................................... 8

２

ガイドラインの目標 ........................................................................................................ 9

３

行動メニュー ..................................................................................................................... 10

４

行動メニューリスト（行動のねらい、行動目標、行動事例） ............ 12

04

実効性の確保

１

関連する計画への反映 ................................................................................................. 19

２

多様な主体の参画 ........................................................................................................... 20

３

生物多様性の維持、向上に関する知見の確保 ............................................... 21

４

進行管理の手法 ................................................................................................................ 22

参考資料
愛知目標 ............................................................................................................................... 23

はじめに

『埼玉県東南部地域生物多様性ガイドライン』の位置づけ

生物多様性基本法（平成20年6月施行）第13条では、地方公共団体の責務や生物多様性地域戦
略の策定の努力義務が規定され、生物多様性国家戦略2010（平成22年3月閣議決定）でも、地方
公共団体の参画の重要性が明記されています。国際的にも、生物の多様性に関する条約第9回締約
国会議（平成20年5月開催）で「都市・地方政府の参加促進決議」が採択されています。
『埼玉県東南部地域生物多様性ガイドライン』は、生物多様性国家戦略及び生物多様性条約第
10回締約国会議（平成22年10月）で決定された愛知目標に基づき、5市1町のまちづくりにおける
生物多様性の維持、向上を図るための基本的な方向を示した共通指針です。そのため対象となる
分野は、まちづくり全般に及び、生物多様性の維持、保全とともに生物多様性を基盤とする自然
の恵みをまちづくりに有効に活用するという考えのもとでまとめられています。
草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町の５市1町は、社会環境や自然環境的に多く
の共通点を持ち、まちづくりの課題も類似しており、情報の共有と連携によって、よりよいまち
づくりに向けた取り組みが推進できると考えています。本ガイドラインの活用により、共通点の
多い５市1町の生物多様性の維持、保全が進み、自然の恵みを活かしたまちづくりを進めてまいり
ます。
なお、本概要版は、『埼玉県東南部地域生物多様性ガイドライン』の主要部分を抜粋した簡易
版です。本編のガイドラインには、愛知目標をもとにした生物多様性に関する行動目標（Ｇ番号）、
5市1町の状況を踏まえて適切な活動が実施できるように構成された行動事例（Ａ番号）の詳細を
行動メニューとして示しました。適宜参照して下さい。
また、本ガイドラインは行動計画ではありません。各市町は、行動目標と行動事例を自由に選
択し、あるいは独自の活動を、それぞれ関連する計画(たとえば総合振興計画や総合計画、都市計
画マスタープラン、緑の基本計画など）に組み入れて実施することを基本とします。計画への組
み入れ時期は、直近の見直し、策定時期が推奨されます。
平成30年
埼玉県東南部都市連絡調整会議
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生物多様性について

生物多様性に
ついて

01

１

生物多様性とは
地球上には、わたしたち人間を含めて、さまざまな種類の個性豊かな生きものがいます。

その生きものたちは、山岳地帯から深海、砂漠やジャングルなどあらゆる場所にすみ、わ
たしたちが暮らす地域にも、さまざまな生きものがいます。生きものは、単独で生きてい
るわけではありません。互いにつながり、生きもの同士、あるいは土や水などと関係を持
ち、支えあって生きています。
さまざまな種類の生きものがいることを「種の多様性」といい、いろいろな場所で違う
生きもの同士がつながりを持っていることを「生態系の多様性」、同じ種類の生きもので
も、すんでいる地域が違うことで、違う個性を持っていることを「遺伝子の多様性」とい
います。それらの 3 つの多様性を、生物多様性といいます。(生物多様性条約、生物多様性
基本法）
いろいろな場所で、さまざまな生きものが生きていることで、地球の環境が支えられ、
わたしたちの暮らしが成り立っていることから、生物多様性は、それ自体に価値があり、
保全されるべきものと考えられています。

２

わたしたちのまちと生物多様性
埼玉県東南部の草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町（以下「5 市 1 町」）

は、首都圏の約 90 万人が暮らす地域です。海や山などはありませんが、5 市 1 町の地域は、
生きものにとって大切な場所になっています。
5 市 1 町で、生きものがいる場所を探すと、水田や畑、河川、水路、草地、雑木林、屋
敷林など、人の手が入っている場所に至ります。いずれも長い時間をかけて人が暮らしの
ためにつくりあげてきたものです。
水田はお米を生産する場所ですが、カエルやトンボ、ゲンゴロウの仲間の水生昆虫など、
たくさんの生きものが生息する場でもあります。川や水路は、洪水を防ぎ、農業地域に水
を供給するものですが、そこは、ウナギやナマズ、フナやメダカなど多くの魚類をはじめ、
鳥類、昆虫類などの生息地です。
地域内には、縄文時代後期に人々が暮らした場所も遺跡として残っており、当時の人々
が食べた多くの貝殻などが出土しています。現在は首都圏として発展している 5 市 1 町で
すが、長い年月をかけて、人と生きものが共に生きてきた地域なのです。

2

生物多様性条約

第2条

「生物の多様性」とは、すべての生物（陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これら
のとし、種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む。
生物多様性基本法 第 2 条
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が複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを問わない。）の間の変異性をいうも

この法律において「生物の多様性」とは、様々な生態系が存在すること並びに生物の種
間及び種内に様々な差異が存在することをいう。

３

生物多様性の恩恵
わたしたちは、生物多様性を基盤とする生態系からの恵みに支えられています。
豊かな海でとれる魚介類や、生きものの力でつくられた土からできるおいしい農産物、

微生物の働きで浄化される水などのほか、製品の原材料、資材、薬品、燃料など、わたし
たちの暮らしを支えるこうした恵みは、生態系サービスと呼ばれます。
生物多様性がもたらす恵みは、食料や医薬品などばかりではありません。
地域の生きものが生きる水田や畑、河川、水路、雑木林、屋敷林などは、水害防止、気
候緩和、良好な景観、いやしの場、健康増進、文化の継承、子どもたちの育成など、わた
したちが暮らしていくうえで欠かせない恵みを与えてくれます。
■気候の緩和
水田や緑の蒸散作用で夏の気温を下げます。
■地下水のかん養
水道用水の一部である地下水をかん養します。
■洪水の防止
水田や緑地に水をためることで、洪水被害を軽減します。
■良好な景観
四季を感じさせる素敵な景観を形成します。
■学習機会の提供
子どもたちの環境学習や野外体験活動を可能にします。
■伝統文化の継承
歴史や伝統文化の継承をはかります。
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生物多様性の危機
わたしたちの暮らしに恵みを与えてくれる生物多様性は、いま大きな危機にみまわれて

います。生物多様性国家戦略 2012-2020（平成 24 年）は、わが国の生物多様性の危機の原
因を、開発など人間活動による危機、自然に対する働きかけの縮小による危機、人間によ
り持ち込まれたものによる危機の 3 つに分類し、さらに地球環境の変化による危機に加え
て、4 つの危機に整理し、いずれも進行しているとしています。

危機
第 1 の危機

内容

主な例

開発など人間活動による危機

開発や乱獲などによる自然地の減少、生態
系の破壊など

第 2 の危機

自然に対する働きかけの縮小

森林や⾥⼭などの管理不⾜、管理放棄など

による危機

による生きものの単調化、特定の生きもの
による被害の増加など

第 3 の危機

人間により持ち込まれたもの

野生外来種やペット等による在来の生きも

による危機

のや環境などへの影響、殺⾍剤や塗料など
化学物質による生態系などへの影響 ほか

第 4 の危機

地球環境の変化による危機

地球温暖化や海洋の酸性化による生態系や
気象などへの影響 ほか

５

生物多様性をめぐる国内外の動き

国際的な動き
1992（平成４）年にリオ・デ・ジャネイロ（ブラジル）で開催された「環境と開
発に関する国連会議（地球サミット）」において、「生きものの多様性に関する条
約（生物多様性条約）」が採択されました。この会議では、地球温暖化を防止する
気候変動枠組条約も採択され、両者は双子の条約ともいわれます。
生物多様性条約 第 10 回締約国会議
2010（平成 22）年に名古屋市において開催された「生物多様性条約 第 10 回締約
国会議」（COP10）では、今後行う生物多様性保全のための 20 の世界共通の目標、
愛知目標が決定されました。

4

わが国の動き
生物多様性国家戦略
（平成 7）年に「生物多様性国家戦略」を策定しました。
策定後 4 度の見直しが行われ、直近では 2012（平成 24）年に見直されました。
2016(平成 28）年に、生物多様性条約第 12 回締約国会議（2014 年）で行われた愛
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わが国は、地球サミットの翌年 1993（平成 5）年に生物多様性条約を批准し、1995

知目標の中間評価を踏まえて、今後一層加速させる具体的施策をとりまとめた「生
物多様性国家戦略 2012-2020 の達成に向けて加速する施策」が公表されました。

生物多様性基本法、生物多様性地域連携促進法
2008（平成 20）年に「生物多様性基本法」、2010（平成 22）年には、生物多様
性地域連携促進法が制定されました。

農林水産省生物多様性戦略
農林水産省は、生物多様性の保全を重視した農林水産業を推進するための指針と
して 2007（平成 19）年「農林水産省生物多様性戦略」を策定しました。策定後の
生物多様性条約第 10 回締約国会議をもとに生物多様性国家戦略が改定されたこと
から、2012（平成 24）年農林水産省生物多様性戦略が改定されました。
生物多様性国家戦略は、農林水産省生物多様性戦略を内包しています。

生物多様性に関連するわが国の動き
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
都市緑地法に基づく緑の基本計画の策定又は改定時において、エコロジカルネッ
トワークなど、生物多様性の確保に当たって配慮することが考えられる事項をまと
めた参考資料として、2011（平成 23）年に、国土交通省がまとめて発表しました。

都市農業振興基本計画
都市の生物多様性の大きな影響を与える農地について、開発を積極的に進める土
地としての扱いから、生物多様性や洪水防止機能等の多面的機能をもつものとして
積極的に保全する対象にするという都市農業振興基本法が 2015（平成 27）年に成
立しました。市街地調整区域の農地も自治体の判断で都市農地に位置づけることが
できるようになりました。
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１

生物多様性ガイドラインの目的と位置づけ

5 市 1 町のまちづくりの将来像
埼玉県東南部地域の草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町の 5 市 1 町は、

各市町の歴史的背景や社会的背景をふまえ、より良い地域づくりに向けた発展を続けて
きました。
各市町の総合振興計画や総合計画に、将来像が示されています。

生物多様性ガイドライン
の目的と位置づけ

02

■草加市：快適都市〜地域の豊かさの創出〜
■越谷市：水と緑と太陽に恵まれた

人と地域が支える安全・安心・快適都市

■八潮市：住みやすさナンバー１のまち

八潮

■三郷市：きらりとひかる田園都市みさと
■吉川市：人とまちが輝く

快適都市

■松伏町：笑顔が未来に広がる

２

〜人にも企業にも選ばれる魅力的なまち〜

よしかわ

緑あふれるみんなのまち！

生物多様性ガイドラインの目的
将来像の実現には、まちづくり、交通、防災、防犯、医療、保健、産業、観光、教育、

文化など、さまざまな分野でバランスのよい発展が必要です。
しかし、これからの社会は、人口減少、少子高齢化社会の到来、税収の減少、まちづく
り予算の低減、空き家対策のほか、大規模な地震や風水害への備えなど、難しい課題に取
り組まなければならなくなることが予想されます。
それには、多くの人の労力や連携のほか、緑や水、土、生きものなど、健全な生物多様
性がもたらす自然の恵みを維持、回復させながら、それを有効に活用することが必要です。
このガイドラインは、生物多様性基本法に基づく生物多様性の保全と持続可能な利用に
関する基本的な計画に相当する内容を示した共通指針です。生物多様性国家戦略を基本と
しながら、地域特性を活かした内容とし、5 市 1 町が生物多様性の維持、回復を通して、
自然の恵み(生態系サービス）をより良いまちづくりに活かす方向性を示したものです。
これにより、5 市 1 町が進めるまちづくりの将来像の実現を促進し、まちづくりにおける
自然の恵みや自然の持つ機能の重要性について、市町民の理解を進め、具体的な施策を展
開します。
このガイドラインは、各市町の生物多様性を活かしたより良いまちづくり、持続的なま
ちづくりに資することが目的であることから、各市町はガイドラインの内容を実情に応じ
て、まちづくりをはじめ、関係する各分野の計画に反映することが期待されます。
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３

生物多様性ガイドラインの位置づけ
ガイドラインが対象とする分野は多岐にわたるため、他の部門別計画との関わりが非常

に大きくなります。したがって、他の部門別計画との連携をはかり、各分野の施策として
具体化されることが重要です。事業や取り組みの実施主体も異なるため、各市町とも分野
間の連携強化に努めます。
生物の減少防止
生物の回復

エコロジカルネットワーク
保護システム

水質保全

生息環境の維持と回復

水田、河川、調節池などの活⽤

生物多様性

総合治水

農地の炭素固定

避難場所

地球温暖化防止

減災・防災

水と緑による高温障害緩和

避難ルート確保

緑

緑豊かなまちづくり
景観形成

生き物

快適環境
緑の質的向上
開発地の緑地確保

防火樹木、防火⽤水

水

自然資源

⼟

災害廃棄物置き場

健康づくり

医療・福祉

02

生物多様性ガイドライン
の目的と位置づけ

廃棄物焼却 CO2 吸収樹木

侵略的外来種対策

地域的な作物種の保存

緑の散歩道、遊歩道

他

フットパス
農業体験

エコ農業

産業

農地維持

教育

農業振興策

野外活動の場

環境学習センター

請負制度
⽤排水路分離

まちづくり

環境学習プログラム

総合振興計画
都市計画マスタープラン
防災計画
生物多様性ガイドライン

自然資源の保全と回復、持続的に利⽤する⽅策

教育計画
治水計画
⼟地利⽤計画
産業振興計画
農業計画
福祉保健計画
環境基本計画
景観計画
緑の基本計画
・
・
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１

目標・行動メニュー

目標・行動メニューの構成
本ガイドラインは、5 市 1 町のまちづくりの将来像を基本理念とし、その実現に向けた

生物多様性に関する長期目標と短期目標を掲げます。そして、短期目標を達成するために、
愛知目標に対応した行動のねらい、行動目標、行動事例の位置づけを示します。

基本理念

・・・・・・各市町のまちづくりの将来像です。

長期目標

・・・・・・基本理念の実現に向けた生物多様性に関する長期的な目標です。

・・・・・・長期目標の実現に向かう短期的な目標です。

目標・行動メニュー

03

短期目標

・・・・・愛知目標に対応した行動のねらいを示します。

行動のねらい

行動目標 ・・・・・・施策実施の達成目標です。

行動事例

8

・・・・・・行動目標を達成するための主な行動の例です。

２

ガイドラインの目標
本ガイドラインは、5 市 1 町のまちづくりの将来像を基本理念とし、生物多様性国家戦

略に準じ、長期目標と短期目標を掲げ、目標の達成に向けて施策を推進します。生物多様
性国家戦略における短期目標は、2010（平成 22）年に愛知県で開催された生物多様性条約
第 10 回締約国会議（COP10）で決定され、全世界が取り組んでいる愛知目標の達成年であ
る 2020（平成 32）年をもとに、「2012 年〜2020 年」に定められていますが、本ガイドラ
インにおいては、短期目標の目標年を 2027（平成 39）年とします。

▼基本理念（まちづくりの将来像）
草加市：快適都市～地域の豊かさの創出～
越谷市：水と緑と太陽に恵まれた 人と地域が支える安全・安心・快適都市
八潮市：住みやすさナンバー１のまち 八潮
三郷市：きらりとひかる田園都市みさと ～人にも企業にも選ばれる魅力的なまち～
吉川市：人とまちが輝く 快適都市 よしかわ

▼長期目標 2050（平成 62）年
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目標・行動メニュー

松伏町：笑顔が未来に広がる 緑あふれるみんなのまち！

生物多様性の維持・回復と持続可能な利用を通じて、5 市 1 町の生物多様性の状
態を現状以上に豊かなものとするとともに、5 市 1 町が掲げる将来像の実現に寄与す
る生態系サービスを将来にわたって享受できる自然共生社会を実現します。

▼短期目標 2027（平成 39）年
5 市 1 町で、2027（平成 39）年までに達成すべき目標です。
１．生きものを大切にする
２．生きものの生息環境の維持と回復を図る
３．生きものが暮らす環境を守る
４．生きものが生息する基盤であるグリーンインフラの整備と活用を図る
５．生物多様性の主流化を図る
６．実施の強化を図る

9

３

行動メニュー

短期目標
1.

2

1-1

開発による生きものの減少防止

12 に対応

⼤切にする

1-2

河川整備による生きものの減少防止

12 に対応

1-3

水路整備による生きものの減少防止

12 に対応

1-4

生きものの回復

12 に対応

1-5

地域の伝統的な作物の維持

13 に対応

生息環境の

2-1

生物多様性を育む農地の維持と回復

維持と回復を

2-2

生きものに配慮した河川管理

5, 12 に対応

図る

2-3

生きものに配慮した調節池等の管理

5, 12 に対応

2-4

生きものに配慮した水路の管理

5, 12 に対応

2-5

樹林地・樹木の維持、管理

5, 12 に対応

2-6

緑の質的向上

2-7

ビオトープ

2-8

侵略的外来種の対策

2-9

水系の水質改善

目標・行動メニュー

2-10
3

6

5 に対応
5, 12 に対応
9 に対応
8, 12 に対応
7, 8, 12 に対応

3-1

農地の保全

2, 5, 11, 12 に対応

暮らす

3-2

樹林地・樹木の保全

2, 5, 11,12 に対応

3-3

生物多様性に正負の影響を与える施策の確認と実施

グリーンイン

4-1

グリーンインフラ整備、改善

フラの整備と

4-2

地球温暖化防止

2, 15 に対応

4-3

防災・減災

2, 14 に対応

4-4

健康増進

2, 14 に対応

4-5

景観形成

2, 11 に対応

4-6

エコロジカルネットワーク

生物多様性の

5-1

生物多様性の普及と支援

主流化を図る

5-2

環境学習の推進

1 に対応

5-3

環境学習プログラムの開発

1 に対応

5-4

野外学習施設の整備

1 に対応

5-5

食育の活⽤

1 に対応

実施の強化を

6-1

情報の収集と提供

19 に対応

図る

6-2

資⾦と人材の確保

20 に対応

6-3

連携とネットワーク

6-4

生物多様性の向上

活用を図る

5

薬剤によらない病害⾍管理

7 に対応

生きものが
環境を守る

4

愛知目標

生きものを
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⾏動のねらい

3 に対応
2, 5, 12,14 に対応

2, 5, 12 に対応
1, 4 に対応

1 に対応
19 に対応

⾏動目標
1-1

■G1-1-1

開発に当たり生きものの生息に配慮します。

1-2

■G1-2-1

河川整備にあたり生きものの生息に配慮します。

1-3

■G1-3-1

水路整備にあたり生きものの生息に配慮します。

1-4

■G1-4-1

地域で減少が著しく、又は地域絶滅した種の回復を図ります。

1-5

■G1-5-1

地域で減少が⼼配される種や地域絶滅した種の回復を図ります。

2-1

2-2

■G2-1-1
■G2-1-2
■G2-1-3
■G2-1-4
■G2-1-5
■G2-1-6
■G2-2-1

生物多様性保全を含めた農業振興を進めます。
生物多様性を育む農地保全を含めた農業振興を進めます。
耕作放棄地（遊休農地）の発生予防に努めます。
農地の再生を進め多⾯的機能を回復します。
生物多様性に配慮した基盤整備を進めます。
多様な主体による農業地域の環境保全活動を推進します。
河川管理は、生きものの生息環境の維持と回復に配慮します。

2-3

■G2-3-1

調節池や調整池の管理は、生きものに配慮して実施します。

2-4

■G2-4-1

水路の管理は、生きものの生息環境の維持と回復に配慮して実施します。

2-5

■G2-5-1 法令、制度に基づき、保全管理を支援します。
■G2-5-2 保全管理にあたり、財政的な支援を⾏います。

2-6

■G2-6-1 都市公園における生物多様性の維持、回復を推進します。
■G2-6-2 公共施設における生物多様性に配慮した緑化を推進します。

2-7

■G2-7-1：ビオトープの整備事業を推進します。

2-8

■G2-8-1

2-9

■G2-9-1 農業⽤水路への家庭、事業所の排水流⼊を防止します。
■G2-9-2 事業所や家庭等からの排水により生きものの減少を防ぐため
排水対策を促進します。
■G2-10-1 薬剤によらない防除の推進を図ります。

■G2-9-3

ほ場から農薬、化学肥料、泥⼟が水路、河川に流出することによる生きも
のの減少防止を進めます。

■G3-1-1 農地保全の⽅向性を明確にします。
■G3-1-2 農地法、都市計画法などの法令に基づき農地保全に努めます。
■G3-1-3 市街化調整区域の農地転⽤許可申請には法令に基づき厳正に
対応します。
■G3-2-1 樹林地保全の⽅向性を明確にします。
■G3-2-2 樹林地の法的保全に努めます。

■G3-1-4
■G3-1-5
■G3-1-6

市街化調整区域の開発許可申請には法令に基づき厳正に対応します。
農地転⽤許可に関する実態調査を⾏い必要な措置を実施します。
開発許可に関する実態調査を⾏い必要な措置を実施します。

■G3-2-3

樹林地の買い取りによる公有地化に努めます。

3-3

■G3-3-1

■G3-3-2

５市 1 町の生物多様性を損なう施策を確認し改善します。

4-1

■G4-1-1 新たにグリーンインフラを整備します。
■G4-1-2 既存のインフラをグリーン化します。

■G4-1-3

既存のグリーンインフラの質的向上を図ります。

4-2

■G4-2-1

樹木を増やし、地球温暖化防止を推進します。

4-3

■G4-3-1

グリーンインフラを防災・減災に役⽴てます。

4-4

■G4-4-1

市町⺠の健康増進のためグリーンインフラを活⽤します。

4-5

■G4-5-1

生物多様性を活かしたグリーンインフラを整備し、5 市 1 町の
原風景の維持、回復に努めます。

■G4-5-2

景観形成基準等と整合性の取れた緑化基準を策定します。

4-6

■G4-6-1

エコロジカルネットワーク整備の⽅向性を明確にします。

■G4-6-2

5 市 1 町の生きものの生息、生育、移動を保証し、生物多様性保全を進め
るエコロジカルネットワークの形成を推進します。

5-1

■G5-1-1

さまざまな人たちに生物多様性の理解を広め主流化を図ります。

5-2

■G5-2-1

生物多様性の理解が進むよう、さまざまな世代の人たちの環境学習を推進します。

5-3

■G5-3-1

生物多様性の学習を進める環境学習プログラムを開発し、普及します。

5-4

■G5-4-1

人材育成、体験活動のできる野外学習施設を整備します。

5-5

■G5-5-1

学校や地域などで⾏われる食育に、食が作られる地域の環境の学習を取り⼊れます。

6-1

■G6-1-1

生物多様性情報を整備し、公表します。

6-2

■G6-2-1

5 市 1 町の生物多様性の維持、回復を実⾏するため、実⾏する資⾦と人材等の確保に努めます。

6-3

■G6-3-1

ガイドラインの内容が円滑に推進できるよう、多様な主体と連携します。

6-4

■G6-4-1

生物多様性を劣化させない⽅法や生物多様性を向上させるエコアップ活動を検討します。

3-1

3-2

■G2-1-8
■G2-1-9

生物多様性等の多⾯的機能の維持、改善を進める新規就農者の育成・支援
に取り組みます。
農地のあっせんや、請負組織の支援を⾏い、後継者難による耕作放棄地の
解消に努めます。
生物多様性などまちづくりに必要な多⾯的機能を有する農地保全の普及
啓発を進めます。

■G2-5-3 ⽇常的な管理への情報提供などを⾏います。
■G2-5-4 樹林地・樹木の所有者及び近隣の⽅々に樹林地・樹木保全の理解をお願いします。
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在来の生きものの減少を防ぐため、侵略的外来種を抑制します。

5 市 1 町の生物多様性を推進する施策を検討して策定し実施し
ます。

目標・行動メニュー

2-10

■G2-1-7

11

４

行動メニューリスト（行動のねらい、行動目標、行動事例）
１．生きものを大切にする

⾏動のねらい 1-1

開発による生きものの減少防止

⾏動目標 G1-1-1

開発にあたり生きものの生息に配慮します。

⾏動事例 A1-1-1-1

ミティゲーション

⾏動事例 A1-1-1-2

チェックリスト

⾏動のねらい 1-2

河川整備による生きものの減少防止

⾏動目標 G1-2-1

河川整備にあたり生きものの生息に配慮します。

⾏動事例 A1-2-1-1

目標・行動メニュー

03

愛知目標１２に対応

多自然川づくりの推進

⾏動のねらい 1-3

水路整備による生きものの減少防止

⾏動目標 G1-3-1

水路整備にあたり生きものの生息に配慮します。

⾏動事例 A1-3-1-1

⼟水路の維持

⾏動事例 A1-3-1-2

生物多様性に配慮した水路の構造

⾏動事例 A1-3-1-3

水路⿂道の設置と維持

⾏動のねらい 1-4

生きものの回復

⾏動目標 G1-4-1

地域で減少が著しく、又は地域絶滅した種の回復を図ります。

⾏動事例 A1-4-1-1

希少動植物の回復

⾏動事例 A1-4-1-2

地域の生きもの回復プロジェクト

⾏動のねらい 1-5

地域の伝統的な作物の維持

⾏動目標 G1-5-1

地域で減少が⼼配される種や地域絶滅した種の回復を図ります。

⾏動事例 A1-5-1-1

愛知目標１２に対応

愛知目標１２に対応

愛知目標１２に対応

愛知目標１３に対応

伝統的な農産物の維持

２．生息環境の維持と回復を図る
⾏動のねらい 2-1

生物多様性等を育む農地の維持と回復

⾏動目標 G2-1-1

生物多様性保全を含めた農業振興を進めます。

⾏動事例 A2-1-1-1

環境保全型農業直接支援制度の推進

⾏動事例 A2-1-1-2

有機農業の支援

⾏動事例 A2-1-1-3

埼玉県エコ農業の推進

⾏動事例 A2-1-1-4

エコ農業の推進

⾏動事例 A2-1-1-5

有機農産物の支援

⾏動事例 A2-1-1-6

埼玉県エコ農業の農産物の支援

⾏動事例 A2-1-1-7

エコ農業の支援

⾏動目標 G2-1-2
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生物多様性を育む農地保全を含めた農業振興を進めます。

⾏動事例 A2-1-2-1

営農上の技術向上支援

⾏動事例 A2-1-2-2

地産地消

⾏動事例 A2-1-2-3

産地形成に向けた５市 1 町の連携強化

愛知目標７に対応

⾏動目標 G2-1-3

耕作放棄地（遊休農地）の発生予防に努めます。

⾏動事例 A2-1-3-1

全農地の調査、点検

⾏動事例 A2-1-3-2

耕作放棄地（遊休農地）の発生対策

⾏動事例 A2-1-3-3

農地利⽤集積円滑化事業の推進

⾏動事例 A2-1-3-4

人・農地プランの推進

⾏動事例 A2-1-3-5

農地中間管理事業の促進

⾏動目標 G2-1-4

農地の再生を進め多⾯的機能を回復します。

⾏動事例 A2-1-4-1

遊休農地の再生

⾏動事例 A2-1-4-2

荒廃農地の再生

⾏動目標 G2-1-5

生物多様性に配慮した基盤整備を進めます。

⾏動事例 A2-1-5-1

生物多様性に配慮した農業基盤整備

⾏動事例 A2-1-5-2

生物多様性に配慮した農業水路の整備

⾏動目標 G2-1-6

多様な主体による農業地域の環境保全活動を推進します。

⾏動事例 A2-1-6-1

多⾯的機能直接支払交付⾦制度の活⽤

⾏動事例 A2-1-6-2

市町⺠などの参加による農地での環境保全活動の支援

⾏動事例 A2-1-7-1
⾏動目標 G2-1-8

生物多様性等の多⾯的機能の維持、改善を進める新規就農者の育成・支援に取り組みます。
新規就農者の育成・支援
農地のあっせんや、請負組織の支援を⾏い、後継者難による耕作放棄地の解消に努めます。

⾏動事例 A2-1-8-1

農地のあっせん

⾏動事例 A2-1-8-2

請負組織の育成、支援

⾏動目標 G2-1-9

生物多様性などまちづくりに必要な多⾯的機能を有する農地保全の普及啓発を進めます。

⾏動事例 A2-1-9-1

農地保全のＰＲ

⾏動事例 A2-1-9-2

農地保全ボランティアの育成、支援

⾏動のねらい 2-2

生きものに配慮した河川管理

⾏動目標 G2-2-1

河川管理は、生きものの生息環境の維持と回復に配慮します。

⾏動事例 A2-2-1-1

生きものに配慮した河川管理

⾏動事例 A2-2-1-2

占有地における生物多様性の配慮

⾏動事例 A2-2-1-3

計画的な草刈り

⾏動事例 A2-2-1-4

草刈りの励⾏

⾏動事例 A2-2-1-5

情報の共有化

⾏動のねらい 2-3

生きものに配慮した調節池等の管理

⾏動目標 G2-3-1

調節池や調整池の管理は、生きものに配慮して実施します。

⾏動事例 A2-3-1-1

生きものに配慮した調節池等の管理

⾏動事例 A2-3-1-2

環境情報の把握

⾏動事例 A2-3-1-3

管理⽅法の検討

愛知目標５、１２に対応

愛知目標５、１２に対応

⾏動のねらい 2-4

生きものに配慮した水路の管理

⾏動目標 G2-4-1

水路の管理は、生きものの生息環境の維持と回復に配慮して実施します。

⾏動事例 A2-4-1-1
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⾏動目標 G2-1-7

愛知目標５、１２に対応

生きものに配慮した水路の管理

13

⾏動のねらい 2-5

樹林地・樹木の維持、管理

⾏動目標 G2-5-1

法令、制度に基づき、保全管理を支援します。

⾏動事例 A2-5-1-1
⾏動目標 G2-5-2

⾏動事例 A2-5-2-2

保存樹木、保存林制度に基づく保全管理

⾏動事例 A2-5-2-3

生垣設置奨励⾦に基づく保全管理

⾏動事例 A2-5-2-4

税⾦の減免措置
⽇常的な管理への情報提供などを⾏います。

⾏動事例 A2-5-3-1

⼯業団地、流通団地の樹林地の保全管理

⾏動事例 A2-5-3-2

住宅団地の樹林地の保全管理

⾏動事例 A2-5-4-1

樹林地・樹木の所有者及び近隣の⽅々に樹林地・樹木保全の理解を深めます。
樹林地・樹木の⼤切さの普及・啓発

⾏動のねらい 2-6

緑の質的向上

⾏動目標 G2-6-1

都市公園における生物多様性の維持、回復を推進します。

目標・行動メニュー

⾏動事例 A2-6-1-1
⾏動目標 G2-6-2

愛知目標５に対応

公園レイアウトの改善
公共施設における生物多様性に配慮した緑化を推進します。

⾏動事例 A2-6-2-1

生物多様性に配慮した公共施設の緑化推進

⾏動事例 A2-6-2-2

生物多様性に配慮した公園管理

⾏動のねらい 2-7

ビオトープ

⾏動目標 G2-7-1

ビオトープの整備事業を推進します。

⾏動事例 A2-7-1-1

公共施設内へのビオトープの整備

⾏動事例 A2-7-1-2

事業所、⺠有地内へのビオトープ整備の推奨

愛知目標５、１２に対応

⾏動のねらい 2-8

侵略的外来種の対策

⾏動目標 G2-8-1

在来の生きものの減少を防ぐため、侵略的外来種を抑制します。

⾏動事例 A2-8-1-1

侵略的外来生物の状況把握

⾏動事例 A2-8-1-2

特定外来来生物の駆除

⾏動事例 A2-8-1-3

外来来生物のＰＲ

⾏動のねらい 2-9

水系の水質改善

⾏動目標 G2-9-1

農業⽤水路への家庭、事業所の排水流⼊を防止します。

⾏動事例 A2-9-1-1

⽤水路と排水路の分離

⾏動事例 A2-9-1-2

浄化⽤水の導⼊

⾏動事例 A2-9-1-3

公共下水道の整備

⾏動目標 G2-9-2

愛知目標９に対応

愛知目標８、１２に対応

事業所や家庭等からの排水により生きものの減少を防ぐため排水対策を促進します。

⾏動事例 A2-9-2-1

事業所の排水対策

⾏動事例 A2-9-2-2

事業所の水質汚濁物質排出削減

⾏動事例 A2-9-2-3

合併処理浄化槽の支援

⾏動事例 A2-9-2-4

生活排水対策

⾏動目標 G2-9-3
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保全管理にあたり、財政的な支援を⾏います。
緑の基⾦に基づく保全管理

⾏動目標 G2-5-4

03

都市緑地法に基づく保全管理

⾏動事例 A2-5-2-1

⾏動目標 G2-5-3

愛知目標５、１２に対応

ほ場から農薬、化学肥料、泥⼟が水路、河川に流出することによる生きものの減少防止を進め
ます。

⾏動事例 A2-9-3-1

農薬、化学肥料散布後の水管理

⾏動事例 A2-9-3-2

畦畔や排水⼝からの意図しない流出の防止

⾏動事例 A2-9-3-3

埼玉スマートＧＡＰの推奨

⾏動のねらい 2-10

薬剤によらない病害⾍・雑草管理

⾏動目標 G2-10-1

薬剤によらない防除の推進を図ります。

愛知目標 7、8、12 に対応

⾏動事例 A2-10-1-1

学校、公園緑地等における薬剤散布によらない防除の推進

⾏動事例 A2-10-1-2

農業・農地における薬剤散布によらない防除の推進

⾏動事例 A2-10-1-3

総合的病害⾍・雑草防除対策（ＩＰＭ）の推進

３．生きものが暮らす環境を守る
⾏動のねらい 3-1

農地の保全

⾏動目標 G3-1-1

農地保全の⽅向性を明確にします。

⾏動事例 A3-1-1-1

まちづくり計画への位置づけ

⾏動事例 A3-1-1-2

都市農業振興基本法の活⽤

⾏動事例 A3-1-2-1

法令の遵守

⾏動事例 A3-1-2-2

農地保全に関する法令のＰＲ

⾏動事例 A3-1-2-3

法令違反の防止

⾏動目標 G3-1-3
⾏動事例 A3-1-3-1
⾏動目標 G3-1-4

市街化調整区域の農地転⽤許可申請には法令に基づき厳正に対応します。
農地転⽤許可申請への厳正な対応
市街化調整区域の開発許可申請には法令に基づき厳正に対応します。

⾏動事例 A3-1-4-1

開発許可申請への厳正な対応

⾏動事例 A3-1-4-2

関係法令の厳守

⾏動目標 G3-1-5
⾏動事例 A3-1-5-1
⾏動目標 G3-1-6
⾏動事例 A3-1-6-1

農地転⽤許可に関する実態調査を⾏い必要な措置を実施します。
農地転⽤許可関連の調査の実施
開発許可に関する実態調査を⾏い必要な措置を実施します。
開発許可関連の調査の実施

⾏動のねらい 3-2

樹林地・樹木の保全

⾏動目標 G3-2-1

樹林地保全の⽅向性を明確にします。

⾏動事例 A3-2-1-1
⾏動目標 G3-2-2

愛知目標 2、5、11、12 に対応

まちづくり計画への位置づけ
樹林地の法的保全に努めます。

⾏動事例 A3-2-2-1

都市緑地法に基づく保全

⾏動事例 A3-2-2-2

樹木保存法に基づく保全

⾏動目標 G3-2-3

03

農地法、都市計画法などの法令に基づく農地保全に努めます。

目標・行動メニュー

⾏動目標 G3-1-2

愛知目標 2、5、11、12 に対応

樹林地の買い取りによる公有地化に努めます。

⾏動事例 A3-2-3-1

樹林地の公有地化

⾏動事例 A3-2-3-2

樹林地の借地管理

⾏動のねらい 3-3

生物多様性に正負の影響を与える施策の確認と実施

⾏動目標 G3-3-1

５市 1 町の生物多様性を推進する施策を検討して策定し実施します。

愛知目標３に対応
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⾏動事例 A3-3-1-1
⾏動目標 G3-3-2
⾏動事例 A3-3-2-1

生物多様性にプラスになる奨励措置の実施
５市 1 町の生物多様性を損なう施策を確認し改善します。
生物多様性を損なう制度の整理、確認

４．グリーンインフラの整備と活用を図る
⾏動のねらい 4-1

グリーンインフラの整備、改善

⾏動目標 G4-1-1

新たにグリーンインフラを整備します。

⾏動事例 A4-1-1-1
⾏動目標 G4-1-2
⾏動事例 A4-1-2-1
⾏動目標 G4-1-3
⾏動事例 A4-1-3-1

目標・行動メニュー

03

既存のインフラをグリーン化します。
インフラのグリーン化
既存のグリーンインフラの質的向上を図ります。
グリーンインフラの質的向上

地球温暖化防止

⾏動目標 G4-2-1

樹木を増やし、地球温暖化防止を推進します。

愛知目標２、１５に対応

まちづくり計画への位置づけ

⾏動のねらい 4-3

防災・減災

⾏動目標 G4-3-1

グリーンインフラを防災・減災に役⽴てます。

⾏動事例 A4-3-1-1

まちづくり計画への位置づけ

⾏動事例 A4-3-1-2

防火対策

⾏動事例 A4-3-1-3

総合治水対策の推進

⾏動事例 A4-3-1-4

水田の洪水調整機能の強化

⾏動事例 A4-3-1-5

雨水対策の推進

愛知目標２、１４に対応

愛知目標２、１４に対応

⾏動のねらい 4-4

健康増進

⾏動目標 G4-4-1

市町⺠の健康増進のためグリーンインフラを活⽤します。

⾏動事例 A4-4-1-1

まちづくり計画への位置づけ

愛知目標２、１１に対応

⾏動のねらい 4-5

景観形成

⾏動目標 G4-5-1

生物多様性を活かしたグリーンインフラを整備し、5 市 1 町の原風景の維持、回復に努めます。

⾏動事例 A4-5-1-1

まちづくり計画への位置づけ

⾏動事例 A4-5-1-2

5 市 1 町の原風景の再生

⾏動目標 G4-5-2

景観形成基準等と整合性の取れた緑化基準を策定します。

⾏動事例 A4-5-2-1

統合化した緑化基準の策定

⾏動事例 A4-5-2-2

緑化の推進

愛知目標 2、5、12 に対応

⾏動のねらい 4-6

エコロジカルネットワーク

⾏動目標 G4-6-1

エコロジカルネットワーク整備の⽅向性を明確にします。

⾏動事例 A4-6-1-1
⾏動目標 G4-6-2
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まちづくり計画への位置づけ

⾏動のねらい 4-2

⾏動事例 A4-2-1-1

愛知目標 2、5、12、14 に対応

まちづくり計画への位置づけ
5 市 1 町の生きものの生息、生育、移動を保証し、生物多様性保全を進めるエコロジカルネッ
トワークの形成を推進します。

⾏動事例 A4-6-2-1

生きものの生息・生育環境の改善

⾏動事例 A4-6-2-2

生きものが生息できる公園やビオトープなどの整備

⾏動事例 A4-6-2-3

生きものの移動経路の整備

⾏動事例 A4-6-2-4

生きもののためのバリアフリー化の推進

⾏動事例 A4-6-2-5

鳥類などの生息拠点の確保

５．生物多様性の主流化を図る

愛知目標１、４に対応

⾏動のねらい 5-1

生物多様性の普及と支援

⾏動目標 G5-1-1

さまざまな人たちに生物多様性の理解を広め主流化を図ります。

⾏動事例 A5-1-1-1

生物多様性の普及

⾏動事例 A5-1-1-2

ISO14000 シリーズの取得奨励、改善支援

⾏動事例 A5-1-1-3

エコ事業所の育成・普及

愛知目標１に対応

⾏動のねらい 5-2

環境学習の推進

⾏動目標 G5-2-1

生物多様性の理解が進むよう、さまざまな世代の人たちの環境学習を推進します。
子どもたちの環境学習の推進

⾏動事例 A5-2-1-2

地域の環境学習の推進

⾏動事例 A5-2-1-3

環境教育の実施体制の充実

⾏動事例 A5-2-1-4

事業所による活動の支援

⾏動事例 A5-2-1-5

⺠間団体による活動への支援

03

愛知目標１に対応

⾏動のねらい 5-3

環境学習プログラムの開発

⾏動目標 G5-3-1

生物多様性の学習を進める環境学習プログラムを開発し、普及します。

⾏動事例 A5-3-1-1

環境学習プログラムの開発・普及

⾏動のねらい 5-4

野外学習施設の整備

⾏動目標 G5-4-1

人材育成、体験活動のできる野外学習施設を整備します。

⾏動事例 A5-4-1-1

野外学習施設の整備

⾏動事例 A5-4-1-2

学校内の生きもの環境の改善

⾏動事例 A5-4-1-3

学校ビオトープ

愛知目標１に対応

愛知目標１に対応

⾏動のねらい 5-5

食育の活用

⾏動目標 G5-5-1

学校や地域などで⾏われる食育に、食が作られる地域の環境の学習を取り⼊れます。

⾏動事例 A5-5-1-1

目標・行動メニュー

⾏動事例 A5-2-1-1

食育の活⽤

６．実施の強化を図る
⾏動のねらい 6-1

情報の収集と提供

⾏動目標 G6-1-1

生物多様性情報を整備し、公表します。

⾏動事例 A6-1-1-1

実態調査の実施

⾏動事例 A6-1-1-2

市町⺠参加の生きもの調査

⾏動事例 A6-1-1-3

生物多様性情報の公表

⾏動事例 A6-1-1-4

生物多様性に配慮した製品、サービスの情報提供

愛知目標１９に対応
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愛知目標２０に対応

⾏動のねらい 6-2

資金と人材の確保

⾏動目標 G6-2-1

5 市 1 町の生物多様性の維持、回復を実⾏するため、実⾏する資⾦と人材等の確保に努めます。

⾏動事例 A6-2-1-1

予算の確保

⾏動事例 A6-2-1-2

人材の確保

愛知目標１に対応

⾏動のねらい 6-3

連携とネットワーク

⾏動目標 G6-3-1

ガイドラインの内容が円滑に推進できるよう、多様な主体と連携します。

⾏動事例 A6-3-1-1

環境保全活動団体との連携

愛知目標１９に対応

⾏動のねらい 6-4

生物多様性の向上

⾏動目標 G6-4-1

生物多様性を劣化させない⽅法や生物多様性を向上させるエコアップ活動を検討します。

⾏動事例 A6-4-1-1

エコアップの検討

＊用語解説＊
目標・行動メニュー

03

エコロジカルネットワーク：
分断された生きものの生育・生息環境を相互に連結することにより、生態系の回復や
生物多様性の保全を図ること。
ビオトープ：
「生物」を意味する「bio」と「場所」を意味する「topos」の合成語で、「あるまと
まりをもった生きものの生息・生育空間」を表す。動植物が生きていける環境として
の一定の範囲を示す。
グリーンインフラ：
自然が持つ多様な機能を賢く活用することで、持続可能な社会と経済の発展に寄与す
るインフラや土地利用計画
ミティゲーション：
開発事業等による自然環境に対する影響など、人間の活動によって発生する自然環境
への影響を緩和、又は補償する全ての措置の行為。①回避②最小化③修正・修復④軽
減⑤代償の 5 段階がある。
総合的病害虫・雑草防除対策（ＩＰＭ）：
病害虫や雑草の防除に関し、様々な防除対策（生物的防除、化学的防除、耕種的防除、
物理的防除等）を矛盾無く組み合わせて行うことで薬剤偏重による環境への悪影響を
低減すると共に、より効果的な防除を目的とした手法。
エコアップ：
生物多様性の向上のために環境を改善したり、多様な生物が生息・生育する環境を能
動的に整備・創出する試みのこと。

18

04
１

実効性の確保

関連する計画への反映
愛知目標 17 に対応

・ガイドラインの内容が、各市町の総合振興計画や総合計画、都市計画マスタープラン
に位置づけられるとともに、関係する計画に選択した行動メニューが組み入れられる
ことで実効性が確保されます。各計画の改定時などに関連計画への反映を検討しま
す。ガイドラインの内容を反映しようとする既存の関連計画内に、すでに同一内容の
記載がある場合は、重複しないようにします。
・ガイドラインの内容を、各市町の諸計画に反映するにあたり、各市町は、Ａタイプ又
はＢタイプを選択します。
Ａタイプ：既存の関連諸計画に必要とされるガイドラインの内容を組み入れます。
Ｂタイプ：環境基本計画等の生物多様性保全の施策をより推進する場合は、新たに
生物多様性地域戦略を策定し必要とされるガイドラインの内容を組み入
れます。

Ａタイプ
Ｂタイプ

総合振興計画,

農業関連計画

●

●

●

総合計画

環境基本計画,

生物多様性

環境管理計画

地域戦略

実効性の確保

04

施策の基本メニュー
【実施メニュー】
埼玉県東南部地域
生物多様性
ガイドライン
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２

多様な主体の参画
愛知目標 17 に対応

・ガイドラインの内容を実行するためには、さまざまな主体が、それぞれの管理範囲に
おいて、ガイドラインの内容を実施します。行政内では、該当する部署が、担当する
計画を実施するほか、業務に関係する事業所、市町民などへの情報提供、支援、指導
を行います。

関係部門

⾏政内の部署

都市計画関係

都市計画部署

景観計画関係者

開発指導関係

開発指導部署

開発申請者

農業関係

農業部署

環境関係

環境部署

関係する主な主体
市町⺠

市町⺠

農転申請者

農業者

多⾯的組織

消費者団体

役所内部署

開発事業者

農業団体

事業所

漁業団体

市⺠団体

市町⺠

市⺠団体

市町⺠

水路管理者

地域コミュニティ組織

実効性の確保
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公園関係

公園部署

管理関係

管理部署

教育関係

教育部署

文化関係

文化部署

文化財管理者

保存樹木管理者

治水関係

河川部署

河川管理者

市町⺠

防災関係

防災部署

農業者

緑の基本計画関係者

街路樹管理者

学校

公園管理者

樹木管理者

児童館

緑道管理者

市町⺠

市町⺠

子どもたち

公園管理者

市町⺠

社寺林管理者

市町⺠

市町⺠

３

生物多様性の維持、向上に関する知見の確保
愛知目標 19 に対応

・ガイドラインの内容を実行するには、さまざまな主体の参画が必要です。特に行政内
では、従来の施策分野と異なる部門との関わりが生じることになるので、既知の知見
であっても、新たな水平展開が必要です。より良い実施結果のため、新たな知見の獲
得とともに、関連分野への知見の展開を進めます。

計画部門

外部情報

農業部門

開発指導部門

環境部門

公園部門

土木部門

関連部門
教育部門

実効性の確保
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４

進行管理の手法

進行管理体制
ガイドラインの内容を実行するには、各市町が関連諸計画に選択した行動メニュー
を組み入れ、予算計上されて担当部署が取組むことを基本とします。それぞれの行
動メニューの進捗管理は、各市町において、まちづくりや都市計画、環境関連計画
などの進行管理を行う庁内会議を活用して、実施します。

5市1町での連携
進行管理体制により把握された各種行動メニューの進捗状況等については、５市１
町で情報共有を図ります。また、単独での実施が難しい施策について、連携・協力
して実施したり、他市町の先進事例について各市町のイベント等で発表して広域で
情報共有したりすることも検討します。
さらに、各市町のまちづくりの将来像や生物多様性国家戦略の状況などを踏まえて、
必要が生じたときには、５市１町で改めてガイドラインの見直しをすることも考え
られます。

実効性の確保
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参考
参考
資料

愛知目標

愛知目標とは、2010（平成 22）年に愛知県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（CBD-COP10）に於いて合意された、生物多様性保全の為の世界共通の目標
と行動計画である。
これは、地球規模、国家規模、地域規模で、多様な立場の人々（国連、国際機関、政府・
自治体・科学者・NPO・ユース・住民・農家・林業家・漁師など）がそれぞれの立場で、生
物多様性・自然の恵みを守り・向上させ、賢明に利用し、公正に利益を分かち合うための行
動を分かりやすく 20 に単純化し、2020（平成 32）年までの目標としてまとめたものである。
国連では「2011〜2020 年」を「国連生物多様性の 10 年」と宣言し、あらゆる人々に、
その達成を呼びかけている。
参考 HP：http://bd20.jp/know-aichi-target/

戦略目標Ａ

目 標 １
普及啓発
目 標 ２
各種計画
へ の
組み込み
目 標 ３
補助⾦・
奨励措置

根本的要因への取り組み
みんなが、生物多様性は⼤切なんだと知ろう。その気持ちをもって、⾏動
しよう。

遅くとも 2020 年までに、生物多様性の価値及びそれを保全し持続可能に利⽤するために取り得
る⾏動を、人々が認識する。

国や地⽅は、生物多様性を⼤切にする計画を⽴てよう。

遅くとも 2020 年までに、生物多様性の価値が、国と地⽅の開発及び貧困削減のための戦略や計
画プロセスに統合され、適切な場合には国家勘定や報告制度に組み込まれている。

生物多様性に悪い制度はやめよう。やめさせよう。いい制度をすすめよう。

遅くとも 2020 年までに、条約その他の国際的義務に整合し調和するかたちで、国内の社会経済
状況を考慮しつつ、負の影響を最小化又は回避するために、補助⾦を含む生物多様性に有害な奨
励措置が廃止され、あるいは段階的に廃止され、又は改革され、また、生物多様性の保全及び持
続可能な利⽤のための正の奨励措置が策定され、適⽤される。

目 標 ４ 環境に無理をさせず続けられる生産と消費を⾏おう。
生 産 と 遅くとも 2020 年までに、政府、ビジネス及びあらゆるレベルの関係者が、持続可能な生産及び
消
費 消費のための計画を達成するための⾏動を⾏い、又はそのための計画を実施しており、また自然
資源の利⽤の影響を生態学的限界の⼗分安全な範囲内に抑える。

戦略目標Ｂ

目 標 ６
過剰漁獲
目
農
林
養

標
業
業
殖

2020 年までに、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。

⿂ や ⾙ な ど 水 産 資 源 は 、こ れ か ら も 無 理 な く 続 け ら れ る よ う に 漁 獲
しよう。

参考資料

目 標 ５
生息地の
破
壊

直接的要因への取り組み
森など、生き物が暮らす場所が失われるスピードを半分まで抑えよう。
ゼロを目指そう。

2020 年までに、すべての⿂類と無脊椎動物の資源及び水生植物が持続的かつ法律に沿ってかつ
生態系を基盤とするアプローチを適⽤して管理、収穫され、それによって過剰漁獲を避け、枯渇
したすべての種に対して回復計画や対策が実施され、絶滅危惧種や脆弱な生態系に対する漁業の
深刻な影響をなくし、資源、種、生態系への漁業の影響を生態学的に安全な範囲内に抑えられる。

７ 農業・養殖業・林業が⾏われる地域を、⻑く無理なく活動できるよう管理
・ しよう。
・ 2020 年までに、農業、養殖業、林業が⾏われる地域が、生物多様性の保全を確保するよう持続
業 的に管理される。
目 標 ８ 化学物質・肥料・農薬は、生物多様性に有害でない範囲まで抑えよう。
化学汚染 2020 年までに、過剰栄養などによる汚染が、生態系機能と生物多様性に有害とならない水準ま
で抑えられる。
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目 標 9
外 来 種

環境に害をあたえる外来種が増えるのを防ごう。入ってこないように
しよう。

2020 年までに、侵略的外来種及びその侵⼊経路が特定され、優先順位付けられ、優先度の高い
種が制御又は根絶される。また、侵略的外来種の導⼊又は定着を防止するために、侵⼊経路を管
理するための対策が講じられる。

目標１０ サンゴ礁など、環境の変化に特に弱い生態系を守ろう。
脆 弱 な 2015 年までに、気候変動又は海洋酸性化により影響を受けるサンゴ礁その他の脆弱な生態系に
生態系の ついて、その生態系を悪化させる複合的な人為的圧⼒が最小化され、その健全性と機能が維持さ
保
護 れる。
戦略目標Ｃ

目標１１
保護地域

状況の維持改善
陸地の 17％、海の 10％は、なにがあっても守る場所に決めよう。

2020 年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の 17％、また沿岸域及び海域の 10％、特に、生
物多様性と生態系サービスに特別に重要な地域が、効果的、衡平に管理され、かつ生態学的に代
表的な良く連結された保護地域システムやその他の効果的な地域をベースとする⼿段を通じて保
全され、また、より広域の陸上景観や海洋景観に統合される。

目標１２ 絶滅危惧種を絶滅から防ぎ、ふつうの種に戻していこう。
種の保全 2020 年までに、既知の絶滅危惧種の絶滅が防止され、また、それらのうち、特に最も減少して
いる種に対する保全状況の改善が達成、維持される。

目標１３ 一つの種のなかでも、多様さを⼤事にしよう。
遺 伝 的 2020 年までに、社会経済的、文化的に貴重な種を含む作物、家畜及びその野生近縁種の遺伝子
多 様 性 の多様性が維持され、また、その遺伝資源の流出を最小化し、遺伝子の多様性を保護するための
戦略が策定され、実施される。

戦略目標Ｄ

目標１４
生 態 系
サービス

自然の恵みの強化
生態系を守り、自然の恵みが子どもや貧しい人々にも届くようにしよう。

2020 年までに、生態系が水に関連するものを含む不可⽋なサービスを提供し、人の健康、生活、
福利に貢献し、回復及び保護され、その際には⼥性、先住⺠、地域社会、貧困層及び弱者のニー
ズが考慮される。

傷ついた生態系を、15％以上回復させよう。それによって気候変動や、砂
目標１５
復 元 と 漠化の問題に貢献しよう。
気候変動 2020 年までに、劣化した生態系の少なくとも 15％以上の回復を含む生態系の保全と回復を通じ、
対
策 生態系の回復能⼒及び⼆酸化炭素の貯蔵に対する生物多様性の貢献が強化され、それが気候変動
の緩和と適応及び砂漠化対処に貢献する。

目標１６ 生物多様性から得られる利益は、国や地域を超えて公正に分配しよう。
Ａ Ｂ Ｓ 2015 年までに、遺伝資源の取得の機会（アクセス）及びその利⽤から生ずる利益の公正かつ衡
平な配分に関する名古屋議定書が、国内法制度に従って施⾏され、運⽤される。

戦略目標Ｅ
目標１７
効果的・
参 加 型
略
戦
参考資料

目標１８
伝 統 的
知
識

実施の強化
みんなで参加しながら作戦を⽴て、みんなで実現しよう。

2015 年までに、各締約国が、効果的で、参加型の改定生物多様性国家戦略及び⾏動計画を策定
し、政策⼿段として採⽤し、実施している。

生き物や自然にまつわる伝統的な知識を⼤切にしよう。

2020 年までに、生物多様性の保全及び持続可能な利⽤に関連する先住⺠の社会及び地域社会の
伝統的な知識、⼯夫、慣⾏及びこれらの社会の生物資源の利⽤慣⾏が、国内法制度及び関連する
国際的義務に従って尊重され、これらの社会の完全かつ効果的な参加のもとに、あらゆる関連す
るレベルにおいて、条約の実施に完全に組み⼊れられ、反映される。

目標１９ 生物多様性に役⽴つ知識や技術を豊かにしていこう。
知識・技 2020 年までに、生物多様性、その価値や機能、その現状や傾向、その損失の結果に関連する知
術の向上 識、科学的基盤及び技術が向上し、広く共有され、移転され、適⽤される。
と 普 及
活動を⽀えるために⼤切な人材と資⾦を、協⼒を集め増やしていこう。
目標２０ 遅くとも 2020 年までに、戦略計画 2011〜2020 の効果的な実施に向けて、あらゆる資⾦源から
人 材 ・ の、また資源動員戦略において統合、合意されたプロセスに基づく資⾦動員が、現在のレベルか
資
⾦ ら顕著に増加すべきである。この目標は、締約国により策定、報告される資源のニーズアセスメ
ントによって変更される可能性がある。
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埼玉県東南部都市連絡調整会議
自然資源専門部会

草加市

市民生活部環境課
〒340-8550 埼玉県草加市高砂一丁目1番1号
E-mail kankyoka@city.soka.saitama.jp
http://www.city.soka.saitama.jp/

TEL 048-922-1519
FAX 048-922-1030

越谷市

環境経済部環境政策課
〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
E-mail 10085100@city.koshigaya.saitama.jp
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/

TEL 048-963-9183
FAX 048-963-9175

八潮市

生活安全部環境リサイクル課
〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
E-mail kankyo@city.yashio.lg.jp
http://www.city.yashio.lg.jp/

TEL 048-996-2935
FAX 048-995-7367

三郷市

環境安全部クリーンライフ課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
E-mail kankyou@city.misato.lg.jp
http://www.city.misato.lg.jp/

TEL 048-930-7715
FAX 048-953-7115

吉川市

市民生活部環境課
〒342-8501 埼玉県吉川市吉川二丁目1番地1
E-mail kankyou2@city.yoshikawa.saitama.jp
http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/

TEL 048-982-9698
FAX 048-981-5392

松伏町

環境経済課
〒343-0192 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地
E-mail kankyou@town.matsubushi.lg.jp
http://www.town.matsubushi.lg.jp/

TEL 048-991-1853
FAX 048-991-7681
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