第３部 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する行動計画の
点検結果
生物多様性国家戦略 2012−2020 の第３部生物多様性の保全及び持続可能な利用に関
する行動計画では政府の行動計画として約 800（重複を除く）の具体的な施策を記載し、
その中で 50 の数値目標を掲げています。
１．数値目標の点検結果
数値目標の進捗具合を一覧表にまとめました。記載内容は以下のとおりです。
■数値目標に関する記載
数値目標が記載されている具体的施策の記述を、国家戦略から抜き出しています。
■目標値、年次
国家戦略に記載されている目標値と目標年次を記載しています。
■点検値、年次
数値の把握が可能な最新の値及び時期を記載しています。
■当初値、当初値の把握時期
国家戦略（平成 24 年 9 月）を策定した時点（目標設定時）のベースとなる数値及び
その数値の把握時期を記載しています。
■達成度（％）
国家戦略策定時をスタートとする現時点までの進捗度を示す「進捗率」と、国家戦
略策定以前からの蓄積を含めた評価である「達成率」の２つの指標で記載しています。
進捗率、達成率の計算方法は以下のとおりです。
<計算方法>
・ 進捗率 ＝ {（点検値−当初値）/（目標値−当初値）} × 100（％）
・ 到達率 ＝（ 点検値 / 目標値 ）×100 （％）
■課題と今後の方針
施策の進捗具合の評価や目標の達成に向けた取組等について記載しています。
■担当府省
施策を担当している府省名を記載しています。
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番号 項

数値目標の達成状況一覧表
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倍（程度）
m3/億円

平成27年度

平成30年度

平成25年度

令和元年度

令和元年度

平成２７年度
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当初値

平成23年度末

平成23年度末

平成23年5月

平成24年8月

平成23年度末

平成23年度末

平成23年度

年次

初

平成24年5月1日

平成22年度

平成22年度末

平成22年度末

平成23年度

（制度開始前）

（制度開始前）

平成20年〜24年

当

95.2%

-

56.7%

59.0%

70.6%

69.9%

−

20.0%

155.6%

0.0%

60.0%

60.0%

26.6%

100.0%

32.3%

※２

97.0%

153.3%

97.7%

62.6%

70.6%

69.9%

-

86.2%

114.3%

83.0%

92.9%

60.0%

95.5%

100.0%

35.0%

到達率

達成度
※１

進捗率

環境省

農林水産省

目標を達成したが、引き続き、阿蘇くじゅう国立
公園及び日光国立公園で生態系維持回復事業
計画を策定する予定である。
今後とも、公益的機能の発揮が特に要請される
森林について、保安林の計画的な指定を推進。

目標年次までに全ての農薬に対して登録基準
値の策定が済むように適宜検討会等を開催す
る。

引き続き、森林土木工事における合法性・持続
可能性が証明された木材利用、庁舎や内装の
木造化・木質化を推進する。

引き続き、治山事業により森林の適切な保全を
推進。

引き続き、現場技能者の育成を推進する。

引き続き、森林施業プランナーの育成を推進す
る。

引き続き、森林総合監理士の育成を推進する。

京都議定書第１約束期間（平成20〜24年度）に
ついては目標を達成した。第２約束期間に当た
る平成25〜令和２年度についても、引き続き森
林吸収量3.5％の確保に向けて、森林吸収源対
策を推進。

環境省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

環境省

環境省

国家戦略で示した数値目標を達成した。なお、
令和２年３月末時点において、46計画が作成さ
れている。
国家戦略で示した数値目標を達成するため、引
き続き自然再生活動の普及啓発や協議会設立
に向けた支援に努める。なお、令和２年３月末
時点において、全国で26箇所の自然再生協議
会が設立されている。

環境省

自然環境保全法の改正により新たに創設された
沖合海底自然環境保全地域制度に基づき、海
洋保護区の指定作業を進めており、2020年中に
目標を達成する見込み。

登録可能性のある湿地について調査を引き続き
環境省
実施する。
農林水産省

環境省

担当府省

自然環境保全のため、引き続き山小屋のし尿処
理施設等の整備に努める。

課題と今後の方針
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25 漁場のたい積物除去

26 奄美大島のマングース捕獲数

40
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約

5,500
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24 農業集落排水処理人口整備率

23 干潟の再生割合

22 藻場・干潟の保全・造成

21 水生生物の保全に係る水質環境基準に関する類型指定水域

1,000

7.7

19 中山間地域等の農用地面積の減少防止

20 地域共同活動延べ参加者数

47

18 総合的病害虫・雑草管理（IPM）実践指標の策定自治体数

(560)

標

頭
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％

％
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万ha
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17 里山林資源を活用した活動団体数
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3,000
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目
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16 農業生産工程管理（ＧＡＰ）導入産地数

目標値
340,000 件
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15 エコファーマー累積新規認定件数

番号 項

令和４年

平成24〜28年度

平成28年度

平成28年度末

平成24〜28年度

平成24年度末

平成24〜28年度

平成22〜26年度

（定めず）

平成26年度まで

平成27年度

平成26年度

年次

0

令和元年度

平成24〜29年度

平成24〜28年度

15.6
17.7

令和元年度

平成２８年度

90.7

94.6

平成30年度末

平成28年度末

40.4
41.2

平成24〜29年度

平成24〜28年度

6,168
7,665

令和元年度末

平成24年度末

40
47

平成24〜28年度

1,091

令和元年8月

平成26年度

8.0

7.5

令和元年10月

平成26年度

平成27年度

平成30年度末

38

(1,593)

242

2,832

310,123

平成26年度末

292,373

検
年次

点
点検値

272

(31.3)

68

37.8

(4800)

37

191

7.7

36

466

2,194

266,896

当初値

平成23年度末

平成23年度末

平成23年度末

平成24年5月

平成22年度

平成23年度末

平成23年度末

年次

初

平成23年度

平成19〜22年度

平成21年度

平成23年度末

平成19〜22年度

当

100.0%

86.4%

283.8%

118.2%

106.5%

100.0%

111.2%

−

18.2%

1198.9%

1210.0%

79.2%

34.9%

※２

100.0%

67.8%

119.3%

101.0%

112.1%

100.0%

109.1%

103.9%

80.9%

284.5%

1210.0%

94.4%

86.0%

到達率

達成度
※１

進捗率
農林水産省

担当府省

環境省

農林水産省

農林水産省

根絶の目標に向け、根絶を確認する手法の確
立も含め、引き続き取組を進める。

平成24〜29年度までの６年間でおおむね18万
ha実施しており、引き続き、漁場のたい積物除
去を推進する。

農業用用排水の水質保全等を図り、併せて公
共用水域の水質保全に寄与するため、引き続
き、都道府県が策定する汚水処理に関する「都
道府県構想」に基づき、集落排水、下水道、浄
化槽が連携して効率的な施設の整備を推進す
る。

引き続き港湾整備等により発生する浚渫土砂等
を有効活用した干潟・藻場の再生を推進。

環境省
農林水産省

農林水産省

農林水産省

国土交通省

平成24〜29年度までの６年間でおおむね８千ha
を造成しており、引き続き、藻場・干潟の造成を 農林水産省
推進する。

引き続き、必要に応じて、類型指定の検討に必
要な情報を収集・整理する。

引き続き高齢化により耕作放棄地の増加等が
懸念されている中山間地域等において、農業生
産の維持を図りながら、多面的機能の確保を行
う。また、令和元年度に実施した最終評価等の
結果を踏まえて見直した制度の取組を推進し、
引き続き中山間地域等の農用地面積の減少を
防止する。
引き続き地域共同による農地・農業用水等の地
域資源の保全管理を推進する。

目標値は達成したが、里山林の保全管理や資
源活用は継続して行って行くことが重要であるこ 農林水産省
とから,引き続き、取組の推進を図る。
・令和元年度までに、IPM実践指針は、38の都
府県において、316種類が策定された。その他
の9道県においても、IPM実践指標とは体裁が異
なるIPM防除技術マニュアル等が策定され、47
都道府県においてIPMの考え方による防除が推
農林水産省
進されている。
・今後は、薬剤抵抗性病害虫をはじめとする農
薬に頼れない病害虫等の新たな防除対象につ
いて、これまでに培ったIPM防除技術が活用さ
れるよう支援する。

・消費・安全対策交付金によるGAPの普及推進
は平成26年度までで終了したが、持続的生産強
化対策事業等により、引き続き、都道府県によ
農林水産省
るGAP指導活動の推進を図る。

エコファーマー累積新規認定件数については毎
年着実に増加してきたところ。引き続き、技術の
導入促進を図る。

課題と今後の方針
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目

絶滅危惧植物の種子の保存

トキの野生復帰
（小佐渡東部を含む佐渡島における野生個体数）

42 鳥獣保護管理担い手確保のための研修・セミナー等の開催

41 特定鳥獣保護管理計画策定のためのガイドラインの補足・改訂

40

39

38 国内希少野生動植物種数

羽（程度）

種

種
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6
12
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種
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％
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60
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件
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35 生物多様性国家戦略の認知度

37 生物多様性地域戦略策定済自治体数
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瀬戸内海

34 「生物多様性」の認知度
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伊勢湾

東京湾

50

32 三大湾における底質改善割合

33 水質総量削減における化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

9

31 海面養殖生産に占める漁場改善計画対象水面生産割合
割

協定
（維持・増加）

％

万ha

頭

（単位）

30 多国間漁業協定

47

6

28 魚礁や増養殖場の整備

目標値
0

目

27 奄美大島のマングースの1000わな日当たりの捕獲頭数

番号 項

令和２年まで

令和２年まで

令和２年まで

平成27年頃

令和２年度まで

令和2年

令和元年度

令和元年度末

令和元年度末

平成26年度

平成28年度末

令和４年まで

毎年度

平成28年度まで

平成24〜28年度

令和４年

年次

171

12

6

(451)

25.1

424

155

356

270

44

262

25.4%

51.8%

404

141

163

令和２年３月

令和２年１月

令和2年3月末

令和元年12月末

平成２７年12月末

令和元年度末まで

令和２年３月末

令和元年度

令和元年度

令和元年度

平成26年度

平成30年度末

平成28年度末

49.4
51.5

平成31年１月

令和2年3月

9.1

52

平成30年度

平成２８年度

66.9
71

平成24〜29年度

7

平成24〜28年度

5.9

年次

検

令和元年度

点

0

点検値

15

4

4

(218)

12.7

50

90

0

18

636

34

56

468

158

183

46.2

7割台

52

49

4.1

0.13

当初値
平成23年度

年次

初

平成24年度

平成22年

平成24年3月

平成24年7月

平成24年9月

平成24年3月末

平成20年度

平成24年度

平成24年

平成21年度

平成23年度末

平成22年

平成23年度末

平成21年度末

平成19〜22年度

当

148.6%

100.0%

100.0%

665.7%

539.1%

1050.0%

1064.0%

1080.0%

89.7%

-43.3%

-53.8%

-22.1%

−

141.7%

333.3%

84.2%

105.0%

−

111.9%

94.7%

100.0%

※２

142.5%

100.0%

100.0%

178.3%

167.3%

258.3%

309.6%

1080.0%

93.6%

17.5%

50.8%

69.1%

116.8%

103.5%

108.6%

98.8%

101.1%

110.6%

102.9%

98.3%

100.0%

到達率

達成度
※１

進捗率

農林水産省

環境省

環境省

環境省

引き続き、生物多様性の主流化に向けた各種
取組を通じ、普及啓発に努める。
地域生物多様性保全活動支援事業を通じた策
定支援は行政事業レビュー（公開プロセス）の結
果を受けて終了するが、「生物多様性地域戦略
策定の手引き」等の活用により、取組の推進を
図る。
国内希少野生動植物種の指定については、保
全すべき種の優先順位付け等を考慮し、指定の
検討を進める。

引き続き、研修・セミナー等の開催を促進し、担
い手確保に努めていく。

引き続き、ガイドラインの補足・改訂を進め、更
なる取組の推進を図る。

引き続き、絶滅危惧植物の種子保存の取組を
進める。

環境省

環境省

環境省

環境省

環境省

引き続き、生物多様性の主流化に向けた各種
取組を通じ、普及啓発に努める。

引き続き、着実な野生復帰への取り組みを進め
る。

環境省

環境省

引き続き、生物多様性の主流化に向けた各種
取組を通じ、普及啓発に努める。

汚濁負荷量の削減目標に向けて、着実に水質
総量削減を推進する。
今後の水質総量削減制度の在り方の検討を行
う。

引き続き港湾整備等により発生する浚渫土砂等
国土交通省
を有効活用した深堀跡の埋め戻しを推進。

引き続き、漁業協同組合等による自主的な漁場
環境の維持・改善のための漁場改善計画の策 農林水産省
定を促し、持続的な養殖生産の確保を図る。

現在の協定数の維持・増大に努力。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災の
影響により、全国的な集計が不可能となったこと
を踏まえ、令和３年度までの長期計画の指標
農林水産省
は、被災地除きとなっている。今後は、被災自治
体と調整し全国集計が可能になるよう対応して
いく。

農林水産省

環境省
農林水産省

根絶の目標に向け、根絶を確認する手法の確
立も含め、引き続き取組を進める。
平成24〜29年度までの5年間でおおむね7万ha
整備しており、引き続き、魚礁や増養殖場の整
備を推進する。

担当府省

課題と今後の方針
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50 市町村バイオマス活用推進計画の策定数
市町村

万m3

回

カ所

％

％

％

％

万頭

標

令和２年まで

令和２年

令和２年まで

平成27年まで

平成29年

平成29年

平成29年度

平成29年度まで

年次

386

693

5

令和元年11月

令和元年

令和２年３月

令和２年３月

平成２７年

1

5

令和２年３月

平成２９年

23.8
20.8

令和２年３月

59.3

平成２９年

62.5

平成22年度

平成29年度

年次

検

平成22年度

点

20

36

(10)

点検値

0

55

0

0

11.8

64.7

18

33

42

当初値

当

（制度開始前）

平成22年

戦略策定時

戦略策定時

平成23年

平成23年度

平成15年度

平成16年度

年次

初

64.3%

117.1%

125.0%

33.3%

90.9%

-21.4%

11.1%

9.1%

152.4%

※２

64.3%

115.5%

125.0%

33.3%

95.2%

83.3%

55.6%

54.5%

210.0%

到達率

達成度
※１

進捗率

農林水産省

未利用間伐材等が年間2,000万㎥程度発生して
いる状況。このため、従来であれば林内に放置
されていた国産材を活用する、地域に根差した
木質バイオマスのエネルギー利用を推進。

市町村・都道府県バイオマス活用推進計画の作
成に努めることとするなど、現在の取組を継続し 農林水産省
て進めていく。

環境省

環境省

環境省

環境省

環境省

環境省

担当府省

今後も、専門家及び湿地管理者等のネットワー
ク強化を目的とした活動を適宜実施予定。

今後も、東南アジア地域における水鳥等の保全
上重要な湿地に関する情報収集・整備等への
支援を通じてラムサール条約湿地登録を促進す
る。

外来生物法の適正な執行体制を確保するととも
に、法律の内容の周知等も含め、一層の普及啓
発に努める。

「外来種被害防止行動計画」や「生態系被害防
止外来種リストも踏まえ一層の普及啓発を図
る。

マイクロチップの装着義務化がなされたことか
ら、義務対象者に対する周知・徹底を図り、登録
率の向上に取り組む。

目標を達成したが、引き続き更なる取組の推進
を図る。

課題と今後の方針

※１ 進捗度：生物多様性国家戦略2012-2020策定時以降の、目標値に対する進み具合を表す。「進捗率」＝ {（点検値−当初値）/（目標値−当初値）}×100 (%)
※２ 到達度：戦略策定以前からの蓄積も含めた評価。「到達率」＝（点検値/目標値）×100 (%)
※３ 生物多様性国家戦略2012-2020策定時に定めた目標数値・目標年次に対する点検値・達成度を記載しており、目標年次を経過した項目の点検値については、目標年次の点検値の下段に最新の数値を記載しています。
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49 木質バイオマス利用量(間伐材等由来)

48

25

46 外来生物法の認知度

36

66

(21)

75

ねこ

犬

目
（単位）

H16年度から半減

目標値

45 外来種の認知度

44 犬・ねこ所有明示実施率

43 都道府県等における犬・ねこ引取数

番号 項

２．具体的施策等の点検結果
具体的施策の進捗状況を個別に全て点検するとともに、施策を分野ごとにまとめてい
る節ごとに進捗状況を総括し、その結果を一覧表にとりまとめました。記載内容は以下
のとおりです。
■総括
分野ごとのとりまとめは、国土空間的施策として９節、横断的・基盤的施策として
10 節、更に東日本大震災からの復興・再生として２節を単位としており、国家戦略本
文に記載の各節の基本的考え方を踏まえ、取組・進捗状況をとりまとめました。
■施策番号
国家戦略に記載している順番に従い番号を付けています（施策番号１〜857）
。
なお、国家戦略には記載されていない、
「生物多様性国家戦略 2012-2020 の達成に向
けて加速する施策（以下「加速する施策※」という。
）
」は、上述の番号後の 858 より付
けています（858〜916）
。
※COP12 で決定された愛知目標の中間評価では、目標達成に向けて進展はあるものの、今後
更なる取組の必要があるとされ、これを受けて平成 28 年 10 月に生物多様性国家戦略関係省庁
連絡会議で、愛知目標の達成に向け、現行の国家戦略の着実な実施等に加え、今後一層加速さ
せる具体的施策としてとりまとめた施策

■具体的施策等
国家戦略に記載している具体的施策と加速する施策の内容です。
■基本戦略
国家戦略第１部第４章第２節の基本戦略への該当を以下で示す番号で記載していま
す。複数の基本戦略に該当する場合は、該当するものを全て記載しています。
<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
■国別目標
国家戦略第２部で設定した国別目標への該当を記載しています。複数の国別目標に
該当する場合は、該当するもの全て記載しています。
<国別目標>
A-1：「生物多様性の社会における主流化」の達成 等

B-1：自然生息地の損失速度及びその劣化・分断の顕著な減少
B-2：生物多様性の保全を確保した農林水産業の持続的な実施
B-3：窒素やリン等による汚染状況の改善、水生生物等の保全と生産性の向上、水
質と生息環境の維持 等
B-4：外来生物法の施行状況の検討結果を踏まえた侵略的外来種の特定、定着経路
情報の整備、防除の優先度の整理、防除の計画的推進 等
B-5：人為的圧力等の最小化に向けた取組の推進
C-1：陸域の 17％、海域等の 10％の適切な保全・管理
C-2：絶滅危惧種の絶滅防止と作物、家畜等の遺伝子の多様性の維持 等
D-1：生態系の保全と回復を通じた生物多様性・生態系サービスから得られる恩恵
の国内外における強化 等
D-2：劣化した生態系の 15％以上の回復等による気候変動の緩和と適応への貢献
D-3：名古屋議定書の締結と国内措置の実施
E-1：生物多様性国家戦略に基づく施策の推進 等
E-2：伝統的知識等の尊重、科学的基盤の強化、科学と政策の結びつきの強化、愛
知目標の達成に向けた必要な資源（資金、人的資源、技術等）の効果的・効
率的動員
■達成評価
国家戦略の策定時（平成 24 年 9 月）以降の施策の達成状況を、次の５つで記載して
います。
・a+既に達成済み：数値目標を達成したか、施策が戦略期間内に想定する目標を達
成したが、さらなる状況の改善等や長期的な目標達成に向けて
施策を継続する場合（
「施策が戦略期間内に想定する目標を達成
した」には、
「戦略期間内の取組が十分に進捗している場合」を
含む。
・a 既に達成済み：数値目標を達成したか、施策が戦略期間内に想定する目標を達
成し、終了した場合
・ｂ進捗中
：一定の取組を行っているが、数値目標を達成していないか、施
策が戦略期間内に想定する目標を達成していない場合
・c 検討中
：施策に未着手だが今後実施され、かつ当初の想定どおりに達成
される見込みの場合
・d その他
：施策の進捗が当初の想定よりも大幅に遅れている、施策を中止
した等、上記に当てはまらない場合
■施策の取組状況と成果
進捗や達成状況の評価の理由となる取組と成果を記載しています。
■課題と今後の方針
施策の進捗に当たっての課題や今後の方針、特記事項等を記載しています。

■達成目標
国家戦略の具体的施策に記載している内容です。
■当初値
国家戦略の具体的施策に記載している内容です。
■点検値
現状値が示せる施策について、基本的には令和２年３月末時点で数値の把握が可能
な最新の値及び時期を記載しています。
■主な予算・税制等事項名
当該施策に関する予算・税制等の事業名を記載しています。
■数値目標
「１．数値目標の点検結果」に記載している一覧表の番号に対応しています。

具体的施策

1

2

3

4

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当
施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

達成目標

○

○

○

○

2 ○ 広域圏レベルなどにおいて具体的に生態系ネットワークの形
成を進めていくことが重要であることから、関係省庁の緊密な連携
のもと、現状の把握を始め、その実施に向けた方策を検討します。
（環境省、農林水産省、国土交通省）

3 ○ 十分な規模と適切な配置の生態系ネットワークの核となる地域
を確保・保全するために、第２節の「重要地域の保全」に示す各施
策により、地域の拡大、管理水準の向上を進めます。さらに、国土
の３分の２を占める森林については、陸域の動植物の多くがその
生息・生育を依存していることを踏まえ、生態系ネットワークの根幹
として適切な整備・保全を図るとともに、保護林相互を連結する「緑
の回廊」の設定をはじめ、渓流沿いや尾根筋の森林などの保護樹
帯の設置による、よりきめ細やかな森林生態系ネットワークの形成
に努めます。（環境省、文部科学省、農林水産省、国土交通省）

4 ○ 緑の基本計画、河川整備計画など、各種計画に生態系ネット ○
ワークの形成やその意義を位置付け、事業者にその重要性を浸透
させるとともに、計画的に施策を実行します。（国土交通省、農林水
産省、環境省）

5 ○ 地域の生物多様性の保全・回復を図る先進的な取組に対し
て、地域自主戦略交付金（内閣府所管）等により支援します。（環
境省）

−

当初値

B-1
C-1
D-2

A-1
B-1
B-2
C-1

C-1

a+ 既に ・国有林野については、国土保全上重
達成済み 要な奥地脊梁山地や水源地域に広く分
布しており、生態系ネットワークの根幹と
して重要な役割を果たしている。
・特に原生的な森林生態系や希少な生
物が生息・生育する森林については、
「保護林」に設定し、適切な保護・管理を
実施している。
・「保護林」を中心に生態系ネットワーク
を形成する「緑の回廊」を設定するととも
に、モニタリングの実施等により適切な
保全管理を推進した。
a+ 既に ・緑の基本計画については、平成30年
達成済み 度までに新たに24市町村が策定をし、都
市における水と緑のネットワークの形成
を推進した。
・河川整備計画の策定にあたっては、生
態系ネットワークの形成やその意義を位
置付け、事業実施に取り組んでいる。
・森林・林業基本計画（平成28年５月策
定）及び全国森林計画（平成30年10月
策定）では、森林の機能と望ましい姿、
森林の有する機能ごとの森林の整備及
び保全の基本方針を明記している。ま
た、その機能の一つとして生物多様性
保全機能も位置づけており、各機能区
分に応じた森林の整備及び保全を行う
ことで、生物多様性を含む森林の有する
多面的機能の発揮に貢献。
・国有林においては、地域管理経営計
画等において、保護林や緑の回廊の適
切な設定について記載している。国有林
野事業の実施にあたり、生態系ネット
ワークの形成等生物多様性保全への認
識が高まり、保全に向けた取組の計画
的実行が進められている。
・生物多様性地域戦略を説明する中で、
各種計画に生態系ネットワークの形成
やその意義を位置付けるべきことを紹介
b 進捗中 ・平成24年度に地域自主戦略交付金が
廃止されたことに伴い、平成25年度より
生物多様性保全回復施設整備交付金を
創設。これらの交付金により、熊本県が
実施する国内初の大規模ダム（荒瀬ダ
ム）撤去等を支援した。
球磨川に設置された荒瀬ダム撤去によ
る自然再生は、重要湿地500である球磨
川河口との生態系ネットワーク形成に大
きく貢献している。
・今後も引き続き生物多様性保全回復
施設整備交付金により、生物多様性保
全上重要な地域と生態学的に密接な関
連を有する地域における、都道府県によ
る自然再生事業を支援していく。

・緑の保全・創出の計画的実施を行うた
め、緑の基本計画の策定をより一層推
進する。
・河川整備計画の策定にあたっては、引
き続き、生態系ネットワークの形成やそ
の意義を位置付け、事業実施に取り組
んでいくものとする。
・機能ごとの望ましい森林の姿に向け、
引き続き森林計画制度の運用等を推進
・平成23年10月に「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」を策定し、加えて、平成28年11
月に「都市の生物多様性指標（簡易
版）」を、平成30年5月に「生物多様性に
配慮した緑の基本計画策定の手引き」を
策定しており、これらを通じて地方公共
団体の取組を引き続き推進していく。
・平成26年に改定した「生物多様性地域
戦略策定の手引き」を通じて、普及啓発
を図る。

・「保護林」や「緑の回廊」において、モニ
タリング調査等を行い、適切な保全・管
理を推進する。渓流沿いや尾根筋等の
森林については、保護樹帯を設定し、森
林生態系ネットワークの形成に努める。
・保護地域以外の手段で長期的に生物
多様性の保護が図られている区域を認
証する制度を創設し、既存の法的保護
区域をこれら認証地域と繋げることによ
り、生態系ネットワークの強化を図って
いく。

−

−

−

・生物多様性国家戦略推進費

・自然資本の活用の観点からの生態系
ネットワーク形成の推進に関する調査

予算・税制等
事項名

保護林面積：97万8千ha ・森林整備・保全費
（平成31年4月）
緑の回廊面積：58万4千
ha（平成31年4月）

44都道府県
（令和２年3月末）

−

点検値

−

−

・生物多様性保全回復整備事業

緑の基本計画
緑の基本計画
・治水事業等関係費
策定市町村：648市町村 策定市町村：686市町村 ・社会資本整備総合交付金等
（平成23年3月）
（平成31年3月）
・国有林森林計画に必要な経費
・生物多様性国家戦略推進費
・森林計画推進事業費

保護林面積：90万3千ha
（平成23年4月）
緑の回廊面積：58万6千
ha（平成23年4月）

A-1 b 進捗中 生物多様性地域戦略策定支援にあたっ ・引き続き、地方自治体が策定する生物 生物多様性地域戦略 18都道県
ては、地方自治体が連携して広域的に 多様性地域戦略について、広域的に取 の策定自治体数：47都 （平成24年3月末）
取り組む効果等を紹介するとともに、生 り組む効果等を啓発していく。
道府県
物多様性地域戦略を複数の自治体が共
（令和2年)
同で策定する取組を、鹿児島県の奄美
大島地域と、岐阜県の美濃加茂市及び
加茂郡7町村において、地域生物多様
性保全活動支援事業等を通じて支援し
た。

第１章 国土空間的施策
第１節 生態系ネットワーク
（総括） 生物多様性地域戦略、河川整備計画などの各種計画に生態系ネットワークの形成や意義等を位置づけさせ、自然再生事業などを通して生態系ネットワークの形成に向けた取組を進めました。
１ 生態系ネットワーク
1 ○ 生態系ネットワークの形成を促進するため、生態系ネットワー
○
C-1 b 進捗中 ・生態系ネットワークの基本的な考え
・引き続き、情報提供、普及啓発に努め
−
クの考え方、計画手法、実現手法等についての情報提供、普及啓
方、自治体向けの手引き等を国交省HP る。
発に努めるとともに、既存の施策や事業の効果について評価・検
に掲載した。また、国交省・農水省・環境
証を行います。（国土交通省、農林水産省、環境省）
省と共同で生態系ネットワークをテーマ
にした全国フォーラムを開催するなど、
情報提供、普及啓発を行うとともに、取
組効果の評価について検討を行い、生
態系ネットワークに関連する調査内容に
含まれる知見の整理を行った。

施策
番号

具体的施策等の点検結果

37

数値
目標
番号

具体的施策

1

2

○

3

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

B-1 a+ 既に ・EAAFPについては、日本の取組の成
B-5 達成済み 果もあり、新規にアジア地域の７パート
C-1
ナーが加入し、また国内の渡り性水鳥重
要生息地ネットワーク参加地数も４カ所
増加した。
・ICRIについては、平成20年より毎年
「ICRI東アジア地域会合」を開催し、この
中で「ICRI東アジア地域サンゴ礁保護区
ネットワーク戦略2010」を策定した。策定
後も平成26年度まで毎年上記地域会合
の開催を継続し、戦略の取組を推進し
実施状況についてのフォローアップを
行った。平成28年度より毎年GCRMN東
アジア会合を開催して、東アジアにおけ
る地球規模サンゴ礁生態系モニタリング
ネットワーク（GCRMN）の取り組みに貢
献し、モニタリングの取りまとめを牽引し
ている。

・事業の持続可能性を確保するため、地
域の他のイニシアティブ等との連携及び
渡り性水鳥重要生息地ネットワーク参加
地間の連携を引き続き推進する。

D-2 b 進捗中 ・平成２４年度から令和元年度までに、 ・引き続き、自然再生事業を推進する。
国立公園内において、自然再生事業（７
地区）を実施した。また、都道府県が実
施する自然再生事業（８地区）に対して
自然環境整備交付金により支援した。

国別
達成評価
5 なし 目標

○ ○

4

基本戦略への該当

東アジア地域サンゴ礁
保護区ネットワーク戦
略2010に沿った取組の
達成（期限定めず）

−

達成目標

平成20年より毎年ICRI東
アジア地域会合を開催
し、海洋保護区地域デー
タベース、海洋保護区地
域ギャップ分析、サンゴ
礁分布図、海洋保護区
管理効果評価システム、
海洋保護区ガイドライン
等の要素を含んだ地域
戦略の策定（平成22年）
と実施のフォローアップ
（平成23年から）を進めて
いる

−

当初値

−

−

点検値

・アジア太平洋地域生物多様性保全推進
費
①アジア地域における生物多様性保全
推進費
①アジア・オセアニア重要サンゴ礁ネッ
トワーク構築事業
・サンゴ礁生態系保全対策推進費

・自然公園等事業費

予算・税制等
事項名

14 ○ 自然林と自然草原（植生自然度９、10）の極めて自然度の高い
地域については、自然環境の保全を直接の目的とする国が指定す
る他の保護地域制度とあいまって、長期的に地方ごとにまとまりの
ある十分な広がりを持った地域を保護の対象とすることを目指し、
優先度の高い地域から段階的に公園区域の拡充を図ります。（環
境省）

２ 自然公園
13 ○ 自然環境や社会状況、風景評価の多様化に対応して行った国
立・国定公園の資質に関する総点検事業の結果等を踏まえ、陸域
生態系、陸水域生態系及び沿岸域生態系について保護の対象を
検討し、全国的に国立・国定公園の指定の見直し、再配置を進め
ます。（環境省）

○

11 ○ 都道府県自然環境保全地域については、今後とも、都道府県
による指定、管理に対して必要な助言などを行います。（環境省）
12 ○ 自然公園法及び自然環境保全法の施行の状況を勘案し、必
要があると認められるときは、自然公園法及び自然環境保全法の
規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず
るものとします。（環境省）

○

○

○

○

10 ○ 地域において相対的に自然性の高い自然環境を保全すること
は、国土全体を通じて多様な生態系を確保するうえで非常に重要
であることから、都道府県と連携し、都道府県自然環境保全地域
の生態系の保全状況などの把握に努めます。（環境省）

なし b 進捗中 ・国立・国定公園総点検事業に基づき選
定した国立・国定公園の新規指定また
は大規模な拡張を検討する候補地につ
いて検討や調整を進め、国定公園にお
いては平成28年３月に京都丹波高原国
定公園、令和２年３月に中央アルプス国
定公園の指定を行い、国立公園におい
ては平成28年４月に西表石垣国立公園
区域を大規模に拡張したほか、平成28
年９月にやんばる国立公園、平成29年３
月に奄美群島国立公園を指定した。
なし b 進捗中 ・国立・国定公園総点検事業に基づき選
定した、国立・国定公園の新規指定また
は大規模な拡張を検討する候補地に
は、自然度の高い地域を含めた。現在、
候補地の国立・国定公園の指定又は拡
張に向けた検討や調整を進めている。

・引き続き、国立・国定公園総点検事業
に基づき選定した新たな国立・国定公園
の指定または大規模な拡張を検討する
候補地（道東湿地群、日高山脈等）につ
いて、植生自然度も考慮し、検討や調整
をすすめる。

・引き続き、国立・国定公園総点検事業
に基づき選定した新たな国立・国定公園
の指定または大規模な拡張を検討する
候補地（道東湿地群、日高山脈等）につ
いて検討や調整をすすめる。

a+ 既に ・都道府県による指定、管理に対して必 ・引き続き、都道府県による指定、管理
達成済み 要な助言などを行っている。
に対して必要な助言などを行う。
C-1 b 進捗中 ・令和元年度に自然公園制度のあり方 ・引き続き、国立公園及び自然環境保全
検討会を開催し、「自然公園制度のあり 地域等の適切な保全管理に努める。
方に関する提言」について、令和２年５ ・令和２年５月にとりまとめた「自然公園
月にとりまとめた。
制度のあり方に関する提言」に基づき、
・平成31年４月に自然環境保全法を改 引き続き自然公園制度の改正に係る検
正し、沖合海底自然環境保全地域制度 討を進める。
を創設。

C-1

C-1 b 進捗中 ・都道府県自然環境保全地域の指定状 ・引き続き、都道府県の協力を得て、指
況などについて、とりまとめの上、公表し 定状況等を確認し、都道府県自然環境
ている。
保全地域の生態系の保全状況などの把
握に努める。

−

−

−

−

−

国立公園数:30箇所
国定公園数:56箇所
（平成23年度末）

国立公園数:30箇所
国定公園数:56箇所
（平成23年度末）

国立公園数:30箇所
国定公園数:56箇所
原生自然環境保全地
域:5箇所
自然環境保全地域：10箇
所
都道府県自然環境保全
地域:541箇所
（平成23年度末）

−

−

−

−

国立公園数:34箇所
国定公園数:57箇所
（令和2年3月末）

国立公園数:34箇所
国定公園数:57箇所
（令和2年3月末）

・国立・国定公園の新規指定等推進事業

・国立・国定公園の新規指定等推進事業

国立公園数::34箇所
・国立公園内生物多様性保全対策費
国定公園数:57箇所
原生自然環境保全地
域:5箇所
自然環境保全地域：10箇
所
都道府県自然環境保全
地域:546箇所
（令和2年3月末）

−

−

第２節 重要地域の保全
（総括） 国立公園、天然記念物、特別緑地保全地区等の新規指定への取組を進めており、富士山の世界遺産登録や沖合海底自然環境保全地域の指定など指定地域の拡充が図られました。また、各種法制度を適切に運用することにより、着実に保全管理を推進しています。
１ 自然環境保全地域など
8 ○ 国土の生態系ネットワーク形成を促進するため、自然環境保
○
C-1 b 進捗中 ・既存の自然環境保全地域の拡張に向 ・新規指定候補地域の抽出など、新たな
−
既存の指定地域
既存の指定地域
・原生的な自然環境の危機対策事業
全基礎調査や各種調査の結果などの科学的知見や既存の指定地
けて、調査及び現地関係者との調整を 地域指定を含む海域保全上必要な取組
原生自然環境保全地域 原生自然環境保全地域
域の状況などを踏まえ、必要に応じて、原生自然環境保全地域及
実施した。
を進めていく。
：5地域 5,631ha
：5地域 5,631ha
び自然環境保全地域の指定又は拡張に向けた取組を進めます。
・平成31年４月に自然環境保全法が改
自然環境保全地域
自然環境保全地域
特に、海域保全施策の充実を図るため、海域における自然環境保
正され、沖合海底自然環境保全地域の
：10箇所 21,593ha（うち、 ：10箇所 22,542ha（うち、
全地域の指定に向けた取組を進めます。（環境省）
制度が創設された。
海域を有する地域1地
海域を有する地域1地
域）
域）
（平成24年9月）
（令和２年３月）
9 ○ 既存の原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域指定地
○
C-1 b 進捗中 ・原生自然環境保全地域2か所で調査を ・引き続き、原生自然環境保全地域及び
−
−
−
・原生的な自然環境の危機対策事業
域においては、生態系に関する現況調査や利用状況の現況把握
行い、自然環境保全地域1か所で対策を 自然環境保全地域の適切な保全管理に
・特定地域自然林保全整備費
などを行い、必要に応じて、標識の整備や巡視の強化など適切な
実施した。
努める。
保全管理を推進します。（環境省）
・原生自然環境保全地域及び自然環境
保全地域について、食害生物による生
態系への影響を把握・分析した上で、オ
ニヒトデの駆除など生物多様性保全上
必要な施策を推進した。

6 ○ 第１章第３節の「自然再生事業」をはじめ、第５節から第９節及
び第２章第４節に示す各施策により、流域圏など地形的なまとまり
にも着目し、森林、農地、河川、道路、都市における緑地、海岸、
港湾、漁港、海域などにおける生息・生育地の保全・再生・創出
や、道路横断構造物や魚道などの人工構造物の改良による生物
の移動経路の確保などにより、生息・生育地の連続性を確保する
ための取組を関係機関が横断的な連携を図りながら総合的に進め
ます。（環境省、農林水産省、国土交通省）
7 ○ 「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ
（EAAFP：East Asian-Australasian Flyway Partnership）」に基づく渡
り鳥の重要生息地の国際的なネットワーク、国際サンゴ礁イニシア
ティブ（ICRI：International Coral Reef Initiative）による重要サンゴ
礁ネットワークや国境を越えた長距離の移動を行う海棲哺乳類や
ウミガメ類などの回遊ルートの保全に関連して国際的に議論されて
いる保護区のネットワークなどの強化に向けた国際協力を進めま
す。（環境省）

施策
番号

数値
目標
番号

施策の取組状況と成果

なし b 進捗中 ・グリーンワーカー事業により高山植物 ・現在の取組を継続して進めていく。
の盗掘防止パトロール、植生回復作業
などを実施。
また、マリンワーカー事業により平成24
年度は５国立公園で実施のオニヒトデの
駆除は、令和元年度は６国立公園で実
施した。また、24年度に11国立公園で実
施のウミガメの産卵地となっている砂浜
等の海岸清掃は、元年度は14国立公園
で実施。
なし b 進捗中 ・平成２３年度から開始した支援事業に ・現在の取組を継続して進めていく。
より、山小屋などのし尿・排水処理施設
を令和元年度までに35箇所整備した。ま
た、山岳地などで有効なし尿処理技術
に関する実証試験を実施し、適切な情
報を提供することで技術の普及を図っ
た。

○

○

21 ○ 山岳環境環境保全対策支援事業により、自然公園内に位置す ○
る山小屋などのし尿・排水処理施設の改善を図ります。また、山岳
地などで有効なし尿処理技術に関する実証試験を実施し、適切な
情報を提供することで技術の普及に努めます。（環境省）

なし b 進捗中 ・平成26年以降総合型協議会の設立を ・国立公園における協働型の管理運営
進め、現在、12公園13地域で総合型協 体制の構築を全国の国立公園において
議会が設立されている。
進めていく。

なし b 進捗中 ・現在２地域において風景地保護協定を ・引き続き、全国の国立公園における風
締結し、公園管理団体が実施している 景地保護協定締結を推進していく。
多様な団体や地域住民との連携した自
然環境保全活動を環境省において支援
している。

○ ○

○ ○

・今後も自然公園指導員やパークボラン
ティアの活動を推進することにより、自
然公園の適正な利用とその保全活動に
努めていく。

20 ○ 国立公園の管理については、国立公園等民間活用特定自然
環境保全活動（グリーンワーカー事業）により、高山植物の盗掘防
止パトロール、植生回復作業や外来種除去作業などの自然環境
保全活動を実施するとともに、海域の国立・国定公園保全管理強
化事業（マリンワーカー事業）により、オニヒトデの駆除等によるサ
ンゴの保全活動や、海岸清掃によるウミガメや海鳥の繁殖地の保
全活動を実施し、管理水準の向上を図ります。（環境省）

a+ 既に ・平成24年4月から令和２年３月末まで ・引き続き都道府県に対して必要な助言
達成済み の間に、都道府県立自然公園26箇所の を行う。
見直し機会があり、必要な助言を行っ
た。

なし b 進捗中 ・平成２４年度から令和元年度までの期
間に研修等を約50回実施し自然公園指
導員やパークボランティアの活動を支援
している。

22 ○ 国立公園の管理運営のビジョンや方針等について、地方自治
体等の考え方を適切に反映し、地域の観光施策や教育・文化施策
等と連携した魅力的な国立公園づくりを進めるため、国、地方公共
団体、地域住民、専門家、企業、NGOなどの協働による国立公園
の管理運営体制の構築を進めます。そのために、地方環境事務
所、国の出先機関、地方公共団体、公園管理団体などの各機関の
意思決定権のある者が参画する協議会の設置を、全国の複数の
国立公園においてモデル的に実施するとともに、全国展開に向け
て、協働管理制度の制度化その他必要な措置を検討します。（環
境省国立公園課）
23 ○ 地域の自然に精通した住民、民間団体などの自発的な自然環
境の保全・管理を推進するため、一定の管理能力を有する団体を
公園管理団体として指定し、より実態に即したきめ細やかな管理を
支援します。また、土地所有者による管理が不十分で風景・生態系
などが荒廃した場所について公園管理団体と土地所有者間の風
景地保護協定締結を推進し、団体の活動の場を増やすことにより、
より一層の自然公園内の風景地の保全・管理を図ります。（環境
省）

−

達成目標

グリーンワーカー事業：
すべての国立公園で実
施
（平成24年度）
マリンワーカー事業：海
域を有する14国立公園で
実施
（平成24年度）

−

62自然保護官事務所に
自然保護官補佐を配置し
（配置率71％：平成23年
度末））、国立公園等の
保全管理を進めるに当
たって、地域とつながりを
一層深めている等の成
果を上げている

−

−

国立公園海域公園地区
数：110箇所
国定公園海域公園地区
数：68箇所
（平成23年度末）

当初値

予算・税制等
事項名

国立公園等管理体制強化費

−

・国立・国定公園の新規指定等推進事業

グリーンワーカー事業：
34国立公園及び20国指
定鳥獣保護区で実施
（令和元年度）
マリンワーカー事業：海
域を有する15国立公園で
実施
（令和元年度）

・国立公園等民間活用特定自然環境保
全活動（グリーンワーカー事業）
・海域の国立・国定公園保全管理強化事
業（マリンワーカー事業）
・国立・国定公園の新規指定等推進事業

パークボランティア登録 ・自然公園等利用ふれあい推進事業経費
者数：1,440名（令和元年
7月）

−

−

−

国立公園海域公園地区 ・国立・国定公園の新規指定等推進事業
数：143箇所
国定公園海域公園地区
数：61箇所
（令和2年3月末）

点検値

−

−

−

−

−

−

・日本の国立公園と世界遺産を活かした
地域活性化推進費（国立公園協働型管
理運営体制強化事業）

山小屋等のし尿・排水 山小屋等のし尿・排水処 山小屋等のし尿・排水処 ・山岳環境保全対策支援事業
処理施設の整備数：
理施設の整備数：４箇所 理施設の整備数：35箇所 ・環境技術実証事業（水・土壌環境保全
100箇所（平成23年度 （平成23年度）
（令和元年度）
技術領域、自然環境保全技術領域 ）
から10年間）

−

−

新設・拡充する国立公
園や世界自然遺産地
域等の保全管理の強
化を図るべき地域を中
心に、自然保護官補佐
が未配置の自然保護
官事務所に配置してい
く

−

・引き続き、公園区域及び公園計画の見 国立公園の公園区域
直しを着実に進める。
及び公園計画の見直し
を5年ごとに実施

・引き続き、海域公園地区指定推進調査
を進めるとともに、海域公園地区の新規
指定や拡張を進める。

課題と今後の方針

19 ○ 自然公園指導員やパークボランティアに対する研修機会を増 〇
やすなど、活動の推進を図ることにより、自然公園の適正な利用と
その保全活動の充実を図ります。（環境省）

なし

なし b 進捗中 ・平成25年２月に瀬戸内海国立公園、平
成26年３月に慶良間諸島国立公園及び
山陰海岸国立公園、平成27年３月に甑
島国定公園、平成27年９月に吉野熊野
国立公園、平成28年４月に西表石垣国
立公園、平成29年３月に奄美群島国立
公園、平成30年３月に三陸復興国立公
園において海域公園地区を指定した。ま
た、採補規制区域及び採補規制動植物
については、海域公園地区の指定と併
せて瀬戸内海国立公園、慶良間諸島国
立公園及び山陰海岸国立公園において
も指定している。
なし b 進捗中 ・令和２年３月末までの間に、国立公園
23箇所、国定公園11箇所の見直しを
行った。

国別
達成評価
5 なし 目標

A-1 a+ 既に ・令和２年３月末現在、全国の現地管理 ・現在の取組を継続して進めていく。
B-1 達成済み に関わる自然保護官事務所等（95カ所）
C-1
のうち87事務所に125名のアクティブ・レ
C-2
ンジャーを配置し、現地管理体制の充
実・強化を図り、適正な保護管理を進め
た。

4

18 ○ 国立公園の保護管理にあたっては、従来の自然保護官（レン ○ ○ ○
ジャー）に加え、平成17年から自然保護官補佐（アクティブ・レン
ジャー）の配置を進めており、国立公園の巡視や監視をはじめとす
る現地管理体制を、引き続き充実・強化するとともに、適正な保護
管理を進めます。（環境省）

○

17 ○ 地域を代表する優れた自然の風景地として都道府県立自然公
園を指定し適切に管理することは、身近な地域における生物多様
性の保全や自然とのふれあいの場を提供するうえで重要です。今
後とも都道府県による指定、管理に対して必要な助言を行います。
（環境省）

3

○

2

基本戦略への該当

16 ○ 自然景観、野生動植物や生態系に関する調査・モニタリングを
充実し、その結果を踏まえ、おおむね５年ごとに公園区域及び公園
計画を見直し、きめ細かい公園管理を推進します。（環境省）

1

○

具体的施策

15 ○ 海域については、広域的な生物多様性保全の核となる藻場・
干潟・サンゴ礁の分布や海流、陸域とのつながりを考慮したうえ
で、生物多様性が豊かな近海域などを海域公園地区として新規指
定するなど、保護を推進します。また、採捕を規制する指定動植物
の見直しを行います。（環境省）

施策
番号

1

数値
目標
番号

33 ○ 国立・国定公園内の利用の集中する場所でマイカー規制の取
組を推進するとともに、代替交通の低炭素車両導入を支援すること
で、渋滞などによる影響の緩和やマイカーによる二酸化炭素の排
出を抑制し、より自然環境に配慮した自然公園の利用を推進しま
す。（環境省）

32 ○ 利用者の集中など過剰利用による植生破壊や野生動物の生
息環境の攪乱(かくらん)などを防止するため、湿原における木道の
敷設、高山植物群落における立入防止柵の設置など適切な施設
整備を実施します。（環境省）

31 ○ 利用者の集中など過剰利用による植生破壊や野生動物の生
息環境の攪乱を防止するため、利用誘導などによる利用の分散や
平準化のための管理手法を検討・実施するとともに、自然公園法
に基づく利用調整地区の指定や管理を行います。（環境省）

30 ○ 環境教育・環境学習の推進、エコツーリズムの推進など、自然 〇
公園利用の質の向上に向けた検討、取組を推進します。（環境省）

○

○

○

28 ○ 自然公園法及び自然環境保全法の施行の状況を勘案し、必
要があると認められるときは、自然公園法及び自然環境保全法の
規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず
るものとします。（環境省）

〇

○

27 ○ 国立・国定公園における動植物保全方針を策定し、保全方針
を踏まえ、採捕を規制する指定動植物を見直すとともに、生息地管
理も含めた生態系保全を図ります。（環境省）

29 ○ 優れた自然環境を有する自然公園をフィールドに、自然観察会
の実施やビジターセンターなどにおける自然環境保全についての
普及啓発活動を推進します。また、日本の自然環境のすばらしさを
パンフレットやホームページなどを活用して国内外にPRするととも
に、自然環境への理解を深め、自然とふれあうための情報の整備
と提供を推進します。（環境省）

○

26 ○ 国立公園において、生態系へ悪影響を及ぼしている外来種に
ついて、捕獲などの防除事業を実施します。また、悪影響を及ぼす
おそれのある外来種について、侵入や悪影響を未然に防ぐための
種の取扱方針の策定やリスク評価手法の検討を行うとともに、特
別保護地区などにおける外来種の放出の規制を行います。さらに
法面緑化などに用いられる外来緑化植物、外国産在来緑化植物
及び在来緑化植物の取扱方針を策定し、地域の生物多様性に配
慮した緑化を推進します。（環境省）

3

○

2

4

○

施策の取組状況と成果

・引き続き、自然再生事業を推進する。

・シカ対策を中心に生態系維持回復事
業制度に基づく対策を講じることが適当
な公園においては、「ニホンジカに係る
生態系維持回復事業計画策定ガイドラ
イン」に沿って生態系維持回復事業計画
の策定を積極的に進めていく。

課題と今後の方針

【施策番号12に同じ】

・既存の指定動植物の保全活動を継続
しながら、指定植物については、見直し
がまだ完了していない国立公園におい
て作業を継続し、指定動物については、
随時必要に応じて新規指定を検討して
いく。

なし b 進捗中 ・全国34の国立公園すべてにおいて、利
用者による高山植物の踏み荒らし等を
防止するための登山道、木道、園路、立
入防止柵、注意啓発看板等の整備を実
施した。
なし b 進捗中 ・平成30年度は19国立公園においてマ
イカー規制の実施や期間延長等、マイ
カー規制の取組を行った。
・国立公園のマイカー規制区間におい
て、低炭素型の車両の導入等を支援し
た。

なし b 進捗中 ・自然公園含む17地域のエコツーリズム
推進全体構想を認定する等、自然公園
等におけるエコツーリズムの推進を図る
ことにより、生物多様性を保全しながら
活力ある持続可能な地域社会の実現に
寄与している。
B-1 b 進捗中 ・吉野熊野国立公園西大台利用調整地
B-5
区、知床国立公園知床五湖利用調整地
C-2
区において、利用調整効果のモニタリン
グ、評価、利用ガイドラインの周知等を
実施。
その他、知床国立公園の知床半島先端
部、大雪山国立公園の松仙園地区にお
いて管理手法の検討を実施。

・引続き、自動車利用適正化対策の支
援等を実施。

・引き続き、国立公園の自然環境保全の
ために必要な施設整備を実施。

・引き続き利用者の集中など過剰利用
による問題が生じている地域における管
理手法を検討するとともに、利用調整地
区の適切な管理を推進する。

・ホームページＳＮＳによる情報発信や、
各種イベントへの出展の機会を活用す
る等、戦略的な情報発信等を行い国立
公園の魅力を増し、引き続き地域活性
化を図る。

なし b 進捗中 ・国立公園などをフィールドに普及啓発 ・引き続き、最新情報の掲載や多言語化
活動を実施するとともに、国立公園に関 を推進し、国内外に国立公園の情報を
するホームページの情報更新や、パンフ 発信していく。
レットの多言語化に努めている。

C-1 b 進捗中 【施策番号12に同じ】

C-2 b 進捗中 ・指定植物制度については、平成27年8
月に指定植物選定要領を改訂し、各国
立公園で順次見直し作業を実施してい
る。また、指定動物制度については、令
和2年2月に奄美群島国立公園において
新規指定した。

B-4 b 進捗中 ・小笠原国立公園のグリーンアノール対 ・引き続き、国立公園内の生態系へ重大
C-1
策や西表石垣国立公園の外来ガエル対 な悪影響を及ぼしている外来種の防除
C-2
策などを地域の関係者とともに実施して 事業を実施する。
いる。また、自然公園内において、自然
景観との調和に加え、生物多様性の保
全に配慮した法面緑化を行うため、平成
27年10月に自然公園における法面緑化
指針を策定した。

C-1 b 進捗中 ・平成24年度に阿寒国立公園において
C-2
シカ及び外来魚を対象とした生態系維
持回復事業計画をそれぞれ策定した。
令和2年3月までに9国立公園において、
シカや外来魚、外来植物を対象とした生
態系維持回復事業計画を計10計画策定
し、達成目標に向けて順調に取組を進
めている。また、平成30年度には「ニホ
ンジカに係る生態系維持回復事業計画
策定ガイドライン」を策定・公表した。
D-2 b 進捗中 ・平成２４年度から令和元年度までに、
国立公園内において、自然再生事業（７
地区）を実施した。また、都道府県が実
施する自然再生事業（８地区）に対して
自然環境整備交付金により支援した。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

25 ○ 国立公園内の自然環境が劣化している場所や生態系が分断
されているような場所では、自然再生事業を推進します。（環境省）

1

○

具体的施策

24 ○ ニホンジカによる自然植生等の食害、外来植物の進入による
在来植物の駆逐などにより、生物多様性の劣化や生態系の変化
による景観の改変が生じている、または生じるおそれのある国立
公園において、予防的・順応的且つ科学的に生態系の維持回復を
図るため生態系維持回復事業計画を策定し、生態系の維持回復
を図ります。（環境省、農林水産省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

生態系維持回復事業
計画
策定地域数：９地域
（平成32年度）

達成目標

−

−

【施策番号12に同じ】

−

−

−

生態系維持回復事業計
画
策定地域数：９地域
（令和元年度）

点検値

−

−

【施策番号12に同じ】

・国立公園内生物多様性保全対策費
・国立公園等民間活用特定自然環境保
全活動（グリーンワーカー事業）

・国立公園内生物多様性保全対策費
・国立公園等民間活用特定自然環境保
全活動（グリーンワーカー事業）

・自然公園等事業費

・国立公園等シカ管理対策事業費
・国立公園等民間活用特定自然環境保
全活動（グリーンワーカー事業）
・国立公園内生物多様性保全対策費

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

・自然公園等事業費

利用調整地区数：2地区 利用調整地区数：2地区 ・国立公園内生物多様性保全対策費
（平成24年3月末）
（令和２年３月末）

−

−

【施策番号12に同じ】

−

−

−

生態系維持回復事業計
画
策定地域数：６地域
（平成23年度末）

当初値

数値
目標
番号
2

具体的施策

1

40 ○ 鳥獣保護法の施行状況について点検を行い、必要に応じて制
度や運用の見直しを行います。（環境省）

39 ○ 自然公園など関連する他の制度における保護施策とも緊密に
連携しつつ、渡り鳥の集団渡来地などについて鳥獣保護区の指定
を進め、渡り鳥の国際的な生息地のネットワークを確保するなど、
生態系ネットワークの確保に努めます。（環境省）

３ 鳥獣保護区
38 ○ 鳥獣保護区及び同特別保護地区の指定は、鳥獣の保護を図
るうえで根幹となる制度であり、鳥獣の生息環境を確保し、同時に
鳥獣以外の生物を含めた地域の生物多様性の維持回復や向上に
も資するため、今後とも指定の推進を図ります。国指定鳥獣保護区
においては、関係機関との調整を図りながら、全国的又は国際的
な見地から鳥獣の保護上重要な地域について、今後とも指定の推
進を図ります。また、今後作成する絶滅のおそれのある野生生物
の保全戦略に定める保護区指定の考え方等も踏まえ、保護区の
再編を図ります。（環境省）

37 ○ 国定公園などにおいては、地方が実施する地域の特性を活か
した自然とのふれあいの場の整備や自然環境の保全・再生につい
て、地域自主戦略交付金（内閣府所管）により支援します。（環境
省）

36 ○ 自然生態系が消失・変容した箇所において、森林・湿原・干潟・
藻場などの自然環境の再生・修復を実施します。（環境省）

○

○

2

○

○

○

3

4

○

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

a+ 既に ・自然環境モニタリングを行い、順応的 ・引き続き、那須平成の森の自然環境の
達成済み な生態系管理を行うとともに、那須平成 保全及び自然体験活動を推進していく。
の森フィールドセンター、那須高原ビジ
ターセンターを中心に、ガイドツアーの実
施等自然体験活動を実施している。

B-1

a+ 既に ニホンジカ・イノシシ等の鳥獣による生
達成済み 態系や農林水産業、生活環境への被害
が深刻化する一方、鳥獣保護管理の担
い手である狩猟者の減少・高齢化してい
る状況にあったため、ニホンジカ、イノシ
シの個体数を令和５年度までに平成23
年度比で半減させるという「抜本的な鳥
獣捕獲強化対策」（平成25年12月、農林
水産省・環境省作成）の目標達成に向
け、鳥獣の保護管理の一層の促進と捕
獲の担い手確保を図ることを目的に平
成27年５月に鳥獣の保護及び狩猟の適
正化に関する法律の一部を改正する法
律を施行した。この改正において、法の
目的に「鳥獣の管理」を位置づけ、新た
な措置として、集中的かつ広域的に管
理を図る必要があるものとして環境大臣
が定めた鳥獣（指定管理鳥獣）につい
て、都道府県等が捕獲等を行う「指定管
理鳥獣捕獲等事業」や、鳥獣の捕獲等
について、安全を確保して適切かつ効
果的に鳥獣の捕獲等を実施できる事業
者を都道府県知事が認定する「認定鳥
獣捕獲等事業者制度」を創設し、指定管
理鳥獣捕獲等事業については都道府県
等による捕獲等の取組を交付金により
支援した。
なお、平成27年に施行した法律の施行
状況についても令和元年度より点検・評

改正鳥獣保護管理法附則第18条におい
て、施行後５年を経過した場合におい
て、必要があると認めるときは、新法の
規定について検討を加え、その結果に
基づいて必要な措置を講ずることとされ
ており、令和２年５月に施行から５年を迎
えることから、施行状況及び鳥獣保護管
理行政に係る課題について検討を開始
している。

C-1 b 進捗中 ・渡り鳥の集団渡来地などについて、平 ・現在の取組を継続して進めていく。
成24年度から令和元年度までに、既指
定鳥獣保護区を17762ヘクタール拡張
し、新規指定を８件行った。

C-1 b 進捗中 ・国指定鳥獣保護区について新規指定 ・現在の取組を継続して進めていく。
や既指定保護区の区域の拡張を行っ
た。

なし b 進捗中 平成24年度に地域自主戦略交付金が ・現在の取組を継続して進めていく。
廃止されたことに伴い、自然環境整備交
付金により国定公園における自然との
ふれあいの場の整備や自然環境の保
全・再生の推進、長距離自然歩道の整
備のための支援を行っている。

D-2 b 進捗中 ・平成２４年度から令和元年度までに、 ・引き続き、自然再生事業を推進する。
国立公園内において、自然再生事業（７
地区）を実施した。また、都道府県が実
施する自然再生事業（８地区）に対して
自然環境整備交付金により支援した。

なし

なし b 進捗中 ・全国34の国立公園すべてにおいて、登 ・引き続き、国立公園の安全かつ適切な
山道整備、エコツーリズム活動拠点施設 利用を促進するための施設整備を実
整備、ユニバーサルデザイン導入等を 施。
実施した。また、インバウンド対応の取
組として、多言語標識の整備、滞在環境
の上質化を図るためのビューポイント施
設整備や既存施設のリノベーション等を
実施した。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

34 ○ 国立公園の特別保護地区、第１種特別地域などの保護上重要 ○
な地域や集団施設地区などの利用上重要な地域について、安全
かつ適切な利用を推進するための登山道整備（標識整備、洗掘箇
所の修復、植生復元など）、地域と一体となったエコツーリズムの
取組みを展開するために必要な活動拠点施設の整備のほか、誰
もが安全・快適に利用できるよう施設のユニバーサルデザイン化な
どを推進します。また、優れた自然環境を有する国立公園の魅力
やサービスの向上に資するビューポイント施設、多言語対応案内
標識などの統一的な整備のほか、沿線の自然や歴史、文化とふれ
あうための長距離自然歩道などについて整備を実施します。（環境
35 ○ 平成20年３月に宮内庁から環境省へ所管換された、日光国立
公園内の旧那須御用邸用地については、園路やビジターセンター
等の整備を進め、平成23年度「那須平成の森」として開園しまし
た。引き続き、自然環境の保全及び国民が自然に直接ふれあえる
自然体験活動を推進します。（環境省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

国指定鳥獣保護区：
82箇所、582,409ha
（平成24年9月）

−

−

−

−

当初値

・自然公園等事業費

・自然公園等事業費

・日光国立公園「那須平成の森」管理運
営体制構築事業

・自然公園等事業費

予算・税制等
事項名

−

−

・鳥獣保護管理強化事業費

・国指定鳥獣保護区管理強化費

国指定鳥獣保護区86箇 ・国指定鳥獣保護区管理強化費
所592,969ha(令和元年11
月)

−

−

−

−

点検値

数値
目標
番号

具体的施策

○

○

46 ○ 適切な活用を進める観点から、地方公共団体や研究者、地域
住民などと連携し、環境教育、環境学習、地域資源としての整備、
公開などに関する地方公共団体などの事業に対し国庫補助金を
交付していきます。（文部科学省）

47 ○ 自然と人間とが関わりながらはぐくまれた文化的景観を保護す
る観点から、適切な保護の措置が講じられていて重要な文化的景
観を対象として、重要文化的景観の選定を推進します。（文部科学
省）

○

○

○

2

3

4
○

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

・文化財の保存・活用の観点から地方公
共団体などと連携するとともに、生物多
様性に係る関係機関と連携していく。

・文化財の保存・活用の観点から地方公
共団体などと連携するとともに、生物多
様性に係る関係機関と連携していく。

なし b 進捗中 ・平成24年9月から令和2年3月にかけ
・文化財の保存・活用の観点から地方公
て、重要文化的景観については、35件 共団体などと連携するとともに、生物多
選定した。
様性に係る関係機関と連携していく。
・平成16年度の制度発足より、全国の重
要文化的景観の選定件数は65件。平成
24年9月から令和2年3月で116.6％増加
し、効果をあげている。

なし b 進捗中 ・歴史活き活き！史跡等総合活用整備 ・文化財の保存・活用の観点から地方公
事業費の国庫補助実績（ H27〜R1）
共団体などと連携するとともに、生物多
交付件数 2,256件 の内数
様性に係る関係機関と連携していく。
交付金額 33,929百万円 の内数
・天然記念物再生事業費の国庫補助実
績（H24〜R1）
交付件数 235件 の内数
交付金額 847百万円 の内数

なし b 進捗中 ・平成24年9月から令和2年3月にかけ
て、自然的名勝については、33 県で計
26 件指定した。
平成24年9月から令和2年3月にかけて、
天然記念物については、27 県で計35件
指定した。
・全国の自然的名勝の指定件数は180
件。平成24年9月から令和2年3月で
16.8％増加し、効果を上げている。
・全国の天然記念物の指定件数は1,031
件。平成24年9月から令和2年3月で
3.5％増加し、効果を上げている。
なし b 進捗中 ・天然記念物緊急調査費の国庫補助実
績（H24〜R1）
交付件数 122件 の内数
交付金額 311百万円 の内数
・史跡等保存活用計画等策定費の国庫
補助実績（H24〜R1）
交付件数 549件 の内数
交付金額 1,055百万円 の内数
・歴史活き活き！史跡等総合活用整備
事業費の国庫補助実績（H27〜R1）
交付件数 2,256件 の内数
交付金額 33,929百万円 の内数
・天然記念物再生事業費の国庫補助実
績（H24〜R1）
交付件数 235件 の内数
交付金額 847百万円 の内数
・天然記念物食害対策費の国庫補助実
績（H24〜R1）
交付件数 403件 の内数
交付金額 1,823百万円 の内数

C-2 b 進捗中 ・保護区ごとの指針に従い、巡回による ・現在の取り組みを継続して進めていく。
違法行為の防止、標識類の点検、生息・
生育状況の把握、下草刈りなどの生息・
生育環境の維持・保全を行うなど適切な
管理等を実施した。

C-2 b 進捗中 ・既指定保護区１箇所（５ヘクタール）の ・調整が整い次第、指定・拡張を進め
拡張を行った。
る。

C-1 b 進捗中 ・4箇所の国指定鳥獣保護区において、 ・引き続き、鳥獣保護区の適正な維持・
生息環境の維持・改善、生息状況のモ 管理の推進を図る。
ニタリング等を行うとともに、鳥獣の生息
地の保全及び整備を図るため、5件の干
潟の造成、進入防止柵の設置等を行っ
た。
・令和元年度には、5件の保全事業が行
われた。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

○

1

45 ○ 指定された地域については、地域の自然を踏まえた文化的な
遺産として地方公共団体などと連携し、現況把握や保存管理計画
の策定、維持管理・復元など、適切な風致の多様性と生物の多様
性保全を進める地方公共団体などが主体となる事業に対し国庫補
助金を交付していきます。（文部科学省）

５ 名称・天然記念物、文化的景観
44 ○ わが国の人間と自然との関係についての文化的な所産を保護
する観点から、各地域の風致の多様性や生物の多様性の核となる
ような特色のある景観地や自然地域を対象として、天然記念物・自
然的名勝の指定を推進します。（文部科学省）

43 ○ 生息地等保護区ごとに定めている保護の指針に従い、適切な
管理や、生息・生育環境の維持改善を行うとともに、対象種の生
息・生育状況の把握に努め、必要に応じ保護の指針や区域の見直
しを検討します。（環境省）

４ 生息地等保護区
42 ○ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の安定した存続を確保す
るためには、生息・生育地の確保は欠かせないものであることか
ら、必要に応じ鳥獣保護区、自然公園など関連する他の制度にお
ける保護施策とも緊密に連携しながら、国内希少野生動植物種に
ついて、生息・生育環境が良好に維持されている場所などを優先
的に、生息地等保護区の指定の推進を図ります。また、今後作成
する絶滅のおそれのある野生生物の保全戦略に定める保護区指
定の考え方等も踏まえ、保護区の再編を図ります。（環境省）

41 ○ 鳥獣保護区においては、定期的な巡視、鳥獣の生息状況の調
査を実施するとともに、人の利用の適正な誘導、鳥獣の生態など
に関する普及啓発、鳥獣の生息に適した環境の保全・整備を推進
し、適切な管理を行っていきます。特に国指定鳥獣保護区につい
ては、鳥獣保護区ごとの保護管理方針を示すマスタープランに基
づき、管理の充実に努めます。また、鳥獣保護区において鳥獣の
生息環境が悪化した場合に、必要に応じて鳥獣の生息地の保全
及び整備を図るため、鳥獣の繁殖や採餌のための施設の設置、湖
沼などの水質を改善する施設の設置、鳥獣の生息に支障を及ぼ
す動物の侵入を防ぐ侵入防止柵の設置などの事業を行います。
（環境省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

・希少野生動植物種生息地等保護管理
費

・希少野生動植物種生息地等保護管理
費

・国指定鳥獣保護区管理強化費
・自然公園等事業費

予算・税制等
事項名

・有形文化財等の保存整備等（天然記念
物緊急調査・史跡等保存活用計画策定・
歴史活き活き！史跡等総合活用整備・天
然記念物再生・天然記念物食害対策）

有形文化財等の保存整 ・有形文化財等の保存整備等（歴史活き
備等
活き！史跡等総合活用整備・天然記念物
（歴史活き活き！史跡等 再生）
総合活用整備・天然記念
物再生）

有形文化財等の保存整
備等
（天然記念物緊急調査・
史跡等保存活用計画策
定・歴史活き活き！史跡
等総合活用整備・天然記
念物再生・天然記念物食
害対策）

天然記念物の指定件数 ・文化財の保存・活用の推進
：1,031件（令和2年3月
末）
自然的名勝の指定件数
：180件（令和2年3月末）

−

生息地等保護区：
9箇所、890ha
（平成30年3月）

−

点検値

重要文化的景観の選定 重要文化的景観の選定 ・有形文化財等の保存整備等（文化的景
：30件
：65件
観保護関係）
（平成24年3月末）
（令和２年3月末）

有形文化財等の保存整
備等
（保存整備・史跡等総合
整備活用推進・天然記念
物再生）

有形文化財等の保存整
備等
（天然記念物緊急調査・
史跡等保存管理計画策
定・保存整備・天然記念
物再生・天然記念物食害
対策）

天然記念物の指定件数
：994件（平成24年3月末）
自然的名勝の指定件数
：154件（平成24年3月末）

−

生息地等保護区：
9箇所、885ha
（平成24年9月）

−

当初値

数値
目標
番号

具体的施策

1

○

○

○

53 ○ 保護林を中心にネットワークを形成する緑の回廊においては、
人工林の抜き伐りにより、希少野生動植物の採餌環境及び餌とな
る動物の生息環境を整備する施業のほか、森林の状態や野生動
植物の生息・生育状況を把握するためのモニタリング調査などを引
き続き実施します。また、種の保全や遺伝的多様性をより一層確
保するため、新たな設定を推進します。（農林水産省）

54 ○ 水源涵養（かんよう）や土砂流出の防止など、特に公益的機
能の発揮が要請される森林については、保安林としての指定を計
画的に推進します。（農林水産省）

55 ○ 国有林野においては、保護林や緑の回廊に設定されていない
渓流等水辺の森林等について、その連続性を確保し野生生物の
移動経路や種子の供給源等としての機能を果たすよう、天然林は
維持することとし、人工林は積極的に広葉樹の導入などを図りま
す。（農林水産省）

○

○

52 ○ 国有林野においては、野生動植物の生息・生育地を結ぶ移動
経路を確保することにより、個体群の交流を促進し種や遺伝的な
多様性を確保するため、保護林相互を連結してネットワークを形成
する「緑の回廊」（平成12 年制度創設）を設定するなど、より広範
囲で効果的な森林生態系の保護に努めます。（農林水産省）

７ 特別緑地保全地区など
56 ○ 行為規制に伴う損失補償や土地の買入れ、土砂崩壊防止施
設などの緑地の保全などに必要な施設の整備に対し、適正な補助
を行うとともに、都市における生物の生息・生育地の核などとして、
生物の多様性を確保する観点から特別緑地保全地区や近郊緑地
特別保全地区などの都市における良好な自然的環境の確保に資
する地域の指定による緑地の保全や、都市公園整備等緑化の推
進等の取組を進めます。（国土交通省）

○

○

○

3

51 ○ 保護林においては、設定後の状況を的確に把握し、現状に応
じた保全・管理を推進するため、全国の保護林においてモニタリン
グ調査を実施します。さらに、保全・管理の一環として、保護対象種
の保護や生息・生育地の維持・保全のため、その特性に応じて、植
生の回復やニホンジカなどによる食害を防ぐための保護柵の設置
などを実施します。（農林水産省）

６ 保護林、保安林
50 ○ 国有林野には、世界自然遺産に登録された屋久島、白神山
地、知床や小笠原諸島をはじめ、原生的な森林生態系や貴重な野
生動植物が生息・生育する森林が多く残されており、こうした貴重
な森林を「保護林」（大正４年制度創設）に設定し、保全・管理を推
進します。このような特別な保全・管理が必要な森林について希少
な野生動植物種の分布状況などを踏まえ、よりきめ細やかな保護
林の設定や区域の見直しを推進します。保護林については、森林
生態系の保護や遺伝資源の保存、高山植物など植物群落の保護
など設定の目的に応じて７つに分類し、基本的には自然の推移に
委ねるなどの取扱いを進めます。（農林水産省）

2

4

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

−

−

−

−

−

−

達成目標

a+ 既に 国有林野においては、36箇所の渓流沿 ・引き続き、渓流等の周辺に存する森林
達成済み いの森林をモデル的に保護樹帯等とし 等の保全及びその機能・役割の維持・増
て設定し、連続性を確保し野生生物の 進に努める。
移動経路等として機能を果たすような生
物多様性が豊かな森林へと誘導する施
業を実施した。

−

−

−

−

点検値

・有形文化財等の保存整備等（文化的景
観保護関係）

・有形文化財等の保存整備等（文化的景
観保護関係）

予算・税制等
事項名

−

保護林面積：90万3千ha
（平成23年4月）
緑の回廊面積：58万6千
ha（平成23年4月）

−

特別緑地保全地区面積：
2,369ha、419地区
近郊緑地特別保全地区
面積：3,517ha、27地区
（平成23年3月）

−

・森林整備・保全費

・森林整備・保全費

・保安林整備事業委託費等

・森林整備・保全費

特別緑地保全地区面積： ・社会資本整備総合交付金
2,818ha、621地区
近郊緑地特別保全地区
面積：3,746ha、30地区
（平成3１年3月）

−

保安林面積：1,223万ha
(令和元年度末）

−

保護林面積：97万8千ha ・森林整備・保全費
（平成31年4月）
緑の回廊面積：58万4千
ha（平成31年4月）

−

保護林面積：90万3千ha 保護林面積：97万8千ha ・森林整備・保全費
（平成23年４月）
（平成31年4月）

有形文化財等の保存整
備等
（文化的景観関係）

有形文化財等の保存整
備等
（文化的景観関係）

当初値

a+ 既に ・保安林の計画的な指定を推進し、森林 ・今後とも、公益的機能の発揮が特に要 保安林面積：1,281万ha 保安林面積：1,202万ha
達成済み の適切な保全・管理を行うことで、森林 請される森林について保安林の計画的 （令和５年度末）
（平成23年度末）
の有する多面的機能の発揮に貢献し
な指定を推進する。
た。

a+ 既に ・「緑の回廊」においては、人工林内の ・引き続き、「緑の回廊」において、モニタ
達成済み 広葉樹を積極的に保残するなど、希少 リング調査等を行い、適切な保全・管理
野生生物の生息・生育環境に配慮した を推進する。
施業を実施した。
全24箇所中21箇所の「緑の回廊」におい
て、森林の状態と野生生物の生息・生育
状態の関係を把握して保全管理に反映
するためのモニタリング調査を実施し
た。

・引き続き、「緑の回廊」において、モニタ
リング調査等を行い、適切な保全・管理
を推進する。
必要に応じて、隣接する民有林との連
携・協力を推進する。

・引き続き、「保護林」設定後の状況を的
確に把握し、現状に応じた保護・管理を
推進する。

・引き続き、モニタリング調査等を行い、
適切な保護・管理を推進する。

C-1 b 進捗中 ・平成30年度までに、新たに特別緑地保 ・緑の基本計画に基づき引き続き取組
全地区：449ｈａ、近郊緑地特別保全地 みを推進。
区：229ｈａが増加し、都市域において拠
点となる緑地の保全を推進した。

C-1

D-1

C-1

a+ 既に ・国有林野については、国土保全上重
達成済み 要な奥地脊梁山地や水源地域に広く分
布しており、生態系ネットワークの根幹と
して重要な役割を果たしている。その中
でも特に原生的な森林生態系や希少な
野生生物の生育・生息に必要な森林に
ついては、「保護林」に設定し、適切な保
護・管理を実施している。なお、保護林
制度については、平成27年９月にその
改正を行い、森林生態系や個体群の持
続性に着目した分かりやすく効果的な保
護林区分を導入し、これまで７種類あっ
た保護林を３種類に再編し、基本的には
自然の推移に委ねるなどの取扱いを進
めた。
C-1 a+ 既に ・「保護林」の状況を把握するため、森林
達成済み や動物等の状況変化などについてモニ
タリング調査を行うとともに、保護林管理
委員会における専門家の助言を踏ま
え、保護管理のほか、これまで48箇所の
保護林における区域の見直し等を実施
した。
・「保護林」の適切な保護管理の一環と
して、植生等回復措置やシカ等による食
害を防ぐための保護柵を設置した。
C-1 a+ 既に ・「保護林」を中心に生態系ネットワーク
達成済み を形成する「緑の回廊」を設定し、より広
範囲で効果的な森林生態系の保護を実
施した。
「緑の回廊」において、森林の状態と野
生生物の生息・生育状態の関係を把握
して保全管理に反映するためのモニタリ
ング調査を実施した。

C-1

なし b 進捗中 ・文化的景観保護推進事業の国庫補助 ・文化財の保存・活用の観点から地方公
実績
共団体などと連携するとともに、生物多
（H24〜R1）
様性に係る関係機関と連携していく。
交付件数 382件の内数
交付金額 2,114百万円 の内数

なし b 進捗中 ・文化的景観保護推進事業の国庫補助 ・文化財の保存・活用の観点から地方公
実績
共団体などと連携するとともに、生物多
（H24〜R1）
様性に係る関係機関と連携していく。
交付件数 382件の内数
交付金額 2,114百万円 の内数

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

49 ○ 文化的景観の普及・啓発を図るため、地域住民などが参加す ○
る勉強会や公開講座及びワークショップなどを実施する事業に対し
国庫補助金を交付します。（文部科学省）

48 ○ 文化的景観の保存・活用を図るため、調査事業・文化的景観
保存計画策定事業に対し国庫補助を行うとともに、重要文化的景
観に選定された地域について修理・修景などを行う整備事業に対
し国庫補助金を交付します。（文部科学省）

施策
番号

3

数値
目標
番号

3

4

○

65 ○ 屋久島及び白神山地においては、現行の世界遺産地域管理
計画について科学委員会の助言を得つつ現状の課題を踏まえ改
定し、これに沿って、科学的知見を踏まえた順応的な保全管理を
推進します。（環境省、農林水産省）
66 ○ 知床においては、平成21年に策定した「知床世界自然遺産地
域管理計画」に沿って、海と陸の統合的管理の実現を図り同地域
の自然環境の適正な保全に向けた取組を進めます。（環境省、文
部科学省、農林水産省、国土交通省）

○

○ ○

○ ○

○

64 ○ 屋久島、白神山地、知床及び小笠原諸島においては、世界自
然遺産地域科学委員会からの助言を踏まえ、今後も科学的知見に
基づく適切な保全管理を推進します。（環境省、農林水産省）

62 ○ 世界自然遺産地域の管理にあたっては、地域連絡会議などを
通じて、各機関や関係する地方公共団体や地元団体の進める保
全管理の取組と連携、調整を図り、地域の合意を図りながら管理を
進めるとともに、利用者から森林や野生動物に関する情報を収集
し、管理に反映する仕組みを構築するなど、国民各層とも連携した
管理を一層推進します。（環境省、農林水産省）
63 ○ 世界遺産委員会での議論を踏まえ、地球温暖化が世界遺産に
及ぼす影響を把握するためのモニタリング体制及びプログラムを
構築します。（環境省、農林水産省）

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

C-1 b 進捗中 ・屋久島と白神山地においては、それぞ
れ平成24年10月と平成25年10月に策定
した管理計画に基づき順応的管理を推
進している。
C-1 b 進捗中 ・知床について、管理計画を踏まえて海
と陸の統合的管理を進めている。
・管理計画の付属計画について環境の
変化等に対応するため見直しを行い、知
床半島エゾシカ保護管理計画及び知床
半島ヒグマ管理計画については平成29
年４月に、多利用型統合的海域管理計
画については平成30年３月に第３期計
画を策定した。これらを踏まえ管理を進
めている

・引き続き、管理計画を踏まえて海と陸
の統合的管理の推進が必要。

・屋久島及び白神山地について、引き続
き管理計画を踏まえて順応的な保全管
理を推進する。

C-1 b 進捗中 ・世界自然遺産地域について、関係各 ・引き続き、科学的知見に基づく管理の
分野の専門家で構成される科学委員会 推進が必要。
からの助言を踏まえ、保全管理を実施し
ている。

・引き続き、世界自然遺産地域への気候
変動の影響のモニタリングを実施してい
くことが必要。

−

−

−

−

−

−

C-1 b 進捗中 ・各地域において、植生、希少野生生
・引き続き、管理計画に基づき保全管理
物、利用状況などに関するモニタリング を推進する。
調査及び巡視を実施し、適切な保全管
理を実施した。
・世界自然遺産地域の保護の根幹をな
す各種法制度を適切に運用することな
どにより、適切な保全管理を実施した。
・引き続き、地元の関係団体などと連携
協力して保全管理を推進する仕組みの
維持及びその発揮が必要。

−

C-1 b 進捗中 ・世界自然遺産地域において、各地域で
地元自治体や地元関係団体が構成員と
して加わっている世界遺産地域連絡会
議を設置しており、同連絡会議などを通
じて地域と連携した管理を推進してい
る。
C-1 b 進捗中 ・世界自然遺産４地域について、気候変
動のモニタリングプログラムを作成し、モ
ニタリングを実施

管理協定
：1.2ha、1地区、３契約
（平成23年3月）

近郊緑地保全区域面積：
97,330ha、25区域
（平成23年3月）
近郊緑地特別保全地区：
指定面積3,517ha、27地
区
（平成23年3月）

当初値

−

−

−

−

−

−

−

・今後も、基準を満たすことが明らかで ＊ 登録湿地：10箇所 ＊ 登録湿地：46
あって、登録によって地域による保全等 程度増
（平成24年8月）
が円滑に推進されると考えられる湿地に （令和２年）
ついては、引き続き、登録を目指す。
・RISの更新を引き続き進める。

−

−

達成目標

A-1 a+ 既に ・関係する地方自治体や地域住民、
・引き続き関係者と連携した取組を推進
B-1 達成済み NGO、専門家などと連携し、普及啓発に する。
B-2
係るシンポジウム９件の開催等を通じて
B-3
保全と賢明な利用を推進した。
C-1
C-2
D-1
D-2

A-1 b 進捗中 ・６か所の湿地を新規登録、２か所の既
B-1
登録湿地を拡張した。
B-2
・４か所のRISを更新した。
B-3
C-1
C-2
D-1
E-2

C-1 b 進捗中 ・平成30年度末までに1.6haの緑地で管 ・緑の基本計画に基づき引き続き取組
理協定が締結され、緑地を保全・管理す みを推進。
る活動を支援した

C-1 b 進捗中 ・令和元年度までの間に「首都圏の都市 ・保全すべき区域における地域指定に
環境インフラのグランドデザイン」および 加え、生物の生息空間の保全施策の強
「近畿圏の都市環境インフラのグランド 化が必要。
デザイン」に示された方向性等を踏ま
え、近郊緑地特別保全地区229ｈａを追
加指定し、大規模な緑地空間を確保し
た。

国別
達成評価
5 なし 目標

８ ラムサール登録湿地
59 ○ ラムサール条約（昭和46年採択）は、国際的に重要な湿地と、 ○ ○ ○ ○ ○
そこに生息・生育する動植物について、これらの保全と賢明な利用
（ワイズユース）を進めるための条約で、わが国は昭和55年に加入
しました。ラムサール条約では、国際的に重要な湿地をラムサール
条約湿地として最低1カ所登録することが義務づけられており、わ
が国は平成24年8月までに46カ所の湿地を登録しました。また、ラ
ムサール条約湿地の国際的な基準を満たすわが国の湿地につい
て、潜在候補地を選定し、公表しました。同条約の流れとしては、
平成11年の第7回締約国会議において目標とした、「条約湿地数を
2,000カ所にまで増やす」ことを達成（平成24年5月現在2,006カ所）
し、登録湿地数の増加のみならず、登録湿地の質をより充実させ
ていく方向が重視されてきていることから、わが国においても既に
登録された湿地について、条約の理念に沿って保全と賢明な利用
の質的な向上を図ります。具体的には、平成32年までに、これまで
登録された全ての湿地についてラムサール情報票（RIS）の更新を
行うとともに、地域の理解と協力を前提として必要な登録区域の拡
張等を図ります。なお、国際的に重要な湿地の基準を満たすことが
明らかであって、登録によって地域による保全等が円滑に推進さ
れると考えられる湿地については、これまでの登録状況にもかん
60 がみ、平成32年までに新たに10カ所程度の登録を目指します。（環
○ ラムサール条約湿地を抱える市町村が任意に加盟する「ラム ○ ○ ○ ○ ○
サール条約登録湿地関係市町村会議」をはじめ、関係する地方自
治体や地域住民、NGO、専門家などと連携しつつ、条約湿地に関
するモニタリング調査や情報整備、湿地の再生などの取組を進め
ます。また、条約湿地の保全と賢明な利用（ワイズユース）のため
の計画策定の支援や賢明な利用の事例紹介、普及啓発などを通
じて、各条約湿地の風土や文化を活かした保全と賢明な利用を推
進していきます。（環境省、農林水産省、国土交通省）
９ 世界遺産
61 ○ 屋久島、白神山地、知床及び小笠原諸島については、地方自
○
治体などと連携・協力のもとに策定した世界遺産地域に関する管
理計画に基づき、モニタリング調査や巡視を行うとともに、「自然公
園法」、「自然環境保全法」、「森林生態系保護地域」及び「文化財
保護法」などにより、適切な保全管理を推進します。（環境省、文部
科学省、農林水産省）

○

2

基本戦略への該当

58 ○ 多様な主体により良好な緑地管理がなされるよう、管理協定制
度などの適正な緑地管理を進める制度の活用を図っていきます。
（国土交通省）

1

○

具体的施策

57 ○ 首都圏及び近畿圏については、自然環境が有する多面的な機
能を活用した都市再生を図るため、それぞれの「都市環境インフラ
のグランドデザイン」から得られた知見などを踏まえ、保全すべき
区域について、必要に応じて近郊緑地保全区域などに指定すべく
検討を進めます。（国土交通省）

施策
番号

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

−

−

−

登録湿地：52
（令和2年3月）

管理協定
：1.6ha、2地区、４契約
（平成31年3月）

・日本の国立公園と世界遺産を活かした
地域活性化推進費

・日本の国立公園と世界遺産を活かした
地域活性化推進費
・森林整備・保全費

・森林整備推進事業費
・森林整備・保全費
・・日本の国立公園と世界遺産を活かした
地域活性化推進
・特定地域自然林保全整備費
・日本の国立公園と世界遺産を活かした
地域活性化推進費
・森林整備推進事業費
・森林整備・保全費

・日本の国立公園と世界遺産を活かした
地域活性化推進費
・森林整備推進事業費
・森林整備・保全費

・日本の国立公園と世界遺産を活かした
地域活性化推進費
・森林整備推進事業費
・森林整備・保全費

・アジア太平洋地域生物多様性保全推進
費②アジア地域における生物多様性保全
推進費

・アジア太平洋地域生物多様性保全推進
費②アジア地域における生物多様性保全
推進費

−

近郊緑地保全区域面積： ・社会資本整備総合交付金
97,330ha、25区域
（令和2年3月）
近郊緑地特別保全地区：
指定面積3,746ha、30地
区
（令和2年3月）

点検値

4

数値
目標
番号

具体的施策

1

3

○

○

72 ○ 自国内に存在する貴重な自然を世界遺産として認定し保護、
保全することは締約国の義務であるところ、平成15年「世界自然遺
産候補地に関する検討会」から平成25年で10年が経過することか
ら、世界自然遺産としての価値を有する地域の有無を改めて検討
します。( 環境省、農林水産省)

73 ○ 平成5年12月に世界自然遺産に登録された屋久島、白神山地
については、世界遺産としての登録基準に沿った顕著な普遍的価
値の適切な保全管理を図るため「管理計画」を改訂するとともに、
適切な保全管理を推進します。（農林水産省、環境省）

１０ 生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）
74 ○ 既存の４地域（「屋久島」、「大台ヶ原・大峰山」、「白山」、「志賀 ○ ○
高原」）については、自然環境や生物相の現状、人間活動の影響
などを取りまとめた「人間と生物圏（MAB）生物圏保存地域カタロ
グ」の第２版が平成19年に作成されていますが、今後は現在のユ
ネスコの基準に沿った形のゾーニング変更に向けて取り組むなど、
生物多様性の保全、経済と社会の発展及び学術的支援の3つの機
能を持ち、自然環境の保全と人間の営みが持続的に共存する取
組のさらなる推進を目指します。（文部科学省、農林水産省、環境
省）

○

71 ○ 平成24年１月に世界文化遺産に推薦した富士山については、
国有林野における景観にも配慮した森林整備・保全、国立公園に
おける保護及び適正な利用の推進の取組等を進め、関係省庁及
び自治体が連携・協力して平成25年の世界遺産一覧表記載を目
指します。（文部科学省、農林水産省、環境省）

○ ○

○ ○

2

4

○

○

施策の取組状況と成果

成25年６月に開催された第37回世界遺
産委員会において、富士山の世界遺産
一覧表への記載を果たした。

−

・利用者の集中に伴う自然環境への負
担に対応するため、エコツーリズム推進
全体構想の策定に引き続き支援してい
く。

・世界自然遺産登録に向けて、科学委
員会の助言を得つつ、地元自治体等と
連携し、保全管理の推進など必要な取
組を進めることが必要。

・世界遺産委員会の勧告で外来種対策
の継続等が要請されたところであり、引
き続き、外来種対策等に各機関が連携・
協力して取り組むことが必要。
・平成25年3月に兄島で侵略的外来種グ
リーンアノールが新たに確認されたこと
から、小笠原諸島兄島におけるグリーン
アノール短期防除計画等に基づき駆除
や拡散防止等の対策を実施。
・小笠原諸島森林生態系保護地域にお
ける外来植物駆除、利用講習の開催や
普及啓発などを引き続き実施.。

・引き続き利用調整地区の適切な管理
を推進するとともに、知床における適正
な利用に関するルールづくりやルールの
周知、利用の分散やエコツーリズムを推
進する。

課題と今後の方針

D-1

a+ 既に ・「屋久島」、「大台ヶ原・大峯山」、「白
達成済み 山」及び「志賀高原」の関係自治体に対
し、生物圏保存地域（ユネスコエコパー
ク）の趣旨、国際的な動向及び求められ
ている対応について説明・助言を行っ
た。各地域では、地元市町村を中心とし
て関係行政機関や地元関係団体等が
参画する運営協議会を設立し、平成27
年12月末までに、3つの機能を強化する
ための拡張・ゾーニングの変更申請を行
う方向で検討が進められ、平成26年に
は「志賀高原」、平成28年には「白山」、
「大台ヶ原・大峯山・大杉谷」、「屋久島・
口永良部島」の拡張登録がユネスコに
おいて承認された。

・引き続き、関係自治体に対して、国際
的な動向等について情報提供を行うとと
もに、国内専門家の協力も得ながら、拡
張登録承認時に国際諮問委員会から指
摘されている管理運営計画の策定及び
活動の活性化に対して支援を行ってい
く。

C-1 a 既に達 ・平成24年８月に学識者からなる「新た
成済み な世界自然遺産候補地の考え方に関す
る懇談会」を設置して、新たな世界自然
遺産候補地を検討する場合の考え方に
ついて議論し、平成25年５月に議論の結
果をとりまとめた。
C-1 b 進捗中 【施策番号65に同じ】
【施策番号65に同じ】

成済み

C-1 b 進捗中 ・世界自然遺産の候補地である奄美大
島、徳之島、沖縄島北部及び西表島に
ついては、平成30年５月に世界遺産委
員会の諮問機関である国際自然保護連
合から登録延期勧告を受け、推薦を一
旦取り下げたが、必要な推薦書の修正
等を行い、平成31年２月に、世界遺産一
覧表へ記載するための推薦書を世界遺
産センターへ提出した。
なし b 進捗中 ・既存の世界自然遺産地域及び候補地
を含むエコツーリズムを推進する地域を
支援する取組として、エコツーリズム地
域活性化支援事業（交付金事業）、ガイ
ドやコーディネーター等の人材育成を目
的として研修やアドバイザー派遣等の支
援を行う人材育成支援業務を行ってい
なし a 既に達 る。
・関係機関が連携・協力して対応し、平

C-1 b 進捗中 ・クマネズミやグリーンアノール等の外来
生物の駆除対策を実施した一部の島・
エリアでは、陸産貝類、昆虫類や鳥類の
生息環境が改善し、一部の種の生息数
の増加が確認されるなど、生態系管理
に効果が見られている。
・小笠原諸島森林生態系保護地域にお
けるアカギ、モクマオウ、ギンネム等の
外来植物駆除、立ち入りや行動に関す
る利用のルール徹底のための利用講習
の開催や普及啓発などを実施。
・父島において平成23年度までに完成さ
せたノネコ及びノヤギの侵入防止柵によ
り希少鳥類や希少動植物への影響防止
を図った。

なし b 進捗中 ・平成23年5月から運用を開始した知床
国立公園の知床五湖利用調整地区にお
いて、利用者数の制限や事前のガイダ
ンス等により利用の分散や適正な利用
を促しています。
・平成22年6月より「知床世界自然遺産
地域 適正利用・エコツーリズム検討会
議」を設置し、適正な利用の推進のため
の総合的な検討を開始。平成25年3月に
「知床エコツーリズム戦略」を策定。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

70 ○ 既存の世界自然遺産地域及び候補地におけるエコツーリズム ○
の推進を図ります。（環境省）

69 ○ 奄美・琉球諸島（トカラ列島以南の南西諸島が検討対象）につ
いては、絶滅危惧種の生息・生育地など、重要地域の保護担保措
置の拡充が課題であることから、世界自然遺産としての価値の分
析評価を行うとともに保護区の設定拡充などに地域と連携を図りな
がら取り組みます。（環境省、文部科学省、農林水産省）

67 ○ 知床について、平成22年に発足した適正利用・エコツーリズム
検討会議において遺産地域の自然環境の保全とその価値の向
上、世界の観光客への知床らしい良質な自然体験の提供、持続可
能な地域社会と経済の構築を基本とする統合的な「知床エコツーリ
ズム戦略」を策定し、世界遺産地域の適正利用やエコツーリズムを
推進します。また、平成20年1月に策定した「知床半島先端部地区
利用の心得」及び平成21年1月に策定した「知床半島中央部地区
利用の心得」などの利用ルールの普及を進めるほか、必要に応じ
て一定の制限を設けるとともに、さまざまな自然や文化に関わる資
源の活用、利用情報や利用プログラムの提供などを通じて、利用
の分散、利用者の適正な誘導を図ります。（環境省、農林水産省）
68 ○ 平成23年6月に開催された世界遺産委員会の審議を経て世界
遺産一覧表に記載された小笠原諸島については、同時に示された
勧告等を踏まえ、科学的知見に基づき策定した管理計画に沿っ
て、小笠原国立公園におけるクマネズミなどの外来動物対策の推
進や、小笠原諸島森林生態系保護地域におけるアカギなどの外来
植物対策や利用のルール徹底など、引き続き各機関の取組を連
携、協調して実施し、効果的な保全管理の充実を図ります。（環境
省、農林水産省）

施策
番号

−

−

−

＊ 富士山の世界遺産
一覧表記載（平成25
年）

−

−

−

−

達成目標

−

【施策番号65に同じ】

−

−

−

−

−

−

当初値

−

【施策番号65に同じ】

−

富士山の世界遺産一覧
表記載（平成25年6月）

−

−

−

−

点検値

・日本／ユネスコパートナーシップ事業
（令和元年度まで）
・ユネスコ未来共創プラットフォーム事業
（令和２年度〜）

【施策番号65に同じ】

・日本の国立公園と世界遺産を活かした
地域活性化推進費

−

・日本の国立公園と世界遺産を活かし
た地域活性化推進費（エコツーリズム
を通じた地域の魅力向上事業）
・国立公園満喫プロジェクト推進事業

・日本の国立公園と世界遺産を活かした
地域活性化推進費
・森林整備推進事業費
・森林整備・保全費

・日本の国立公園と世界遺産を活かした
地域活性化推進費
・自然公園等事業費
・森林整備推進事業費
・森林整備・保全費

・国立公園内生物多様性保全対策費

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

1

2

○

○

79 ○ NGOや漁業協同組合など地域の関係者によって、合意形成に
基づく管理区域が設定され、保護管理が行われている事例につい
て、基礎的な情報、合意形成や管理の方法などに関する情報収集
を行い、共通の課題や関係機関の連携・協働のあり方などについ
て検討します。（環境省）

○

78 ○ 東日本大震災で津波の被害を受けた地域において指定に向け
た作業を進めている「三陸復興国立公園」において、ジオパーク認
定に向けた動きと連携を図り、地震や津波の遺構を含むジオサイト
の保全や、自然の脅威と恵みを学ぶための仕組みづくりを進め、そ
の取組を世界に向けて発信していきます。（環境省）

１１ ジオパーク
77 ○ 国立公園において、生物多様性の「土台」でもある地形・地質
の多様性（ジオ多様性）等の保全を図るとともに、ジオツアー、環境
教育のプログラム作り、地震や火山等の自然の脅威を学ぶための
防災教育プログラム作りを、地方公共団体等のジオパークを推進
する機関と連携して進めます。（環境省）

76 ○ 平成24年7月に生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）に登録さ ○ ○
れた綾地域については、生態系の保全と持続可能な利活用の調
和を図る観点から、関係省庁や自治体、地元のNPO団体等が連携
し、国有林野を核とした照葉樹林の保護・復元を目指した適切な森
林の保全管理のほか、有機農業等との連携を通じた自然と人間の
共存に配慮した地域振興策等を進めます。（文部科学省、農林水
産省）

3

○

○

4

○

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

・これらの保全活用計画をもとに、ジオツ
アーや環境教育の実施、標識整備等、
国立公園とジオパークの連携した取組を
推進していく。

B-2 b 進捗中 ・平成30年度から国内外の優良事例に ・海洋保護区としての管理の充実。
ついての管理実態や有効性に関する情
報を収集。

なし b 進捗中 ・平成25年9月に三陸ジオパークが日本 ・引き続き推進協議会の様々な取組に
ジオパークに登録され、推進協議会の 対して助言・指導を行い、サポートしてい
様々な取組に対して助言・指導を行い、 く。
サポートした。

なし b 進捗中 ・全国の国立公園とジオパークが重複し
た地域等において、自然環境調査や利
用者アンケート等を行い、国立公園と連
携した地形・地質の保全活用計画を作
成しているところ。

a+ 既に ・地元市町村を中心として関係行政機関 ・引き続き、ユネスコエコパークの仕組
達成済み や地元関係団体で構成する生物圏保存 みを活用した地域の取組みへの助言等
地域（ユネスコエコパーク）の運営協議 を行う。
会に関係省庁も参画するなどして、地域 ・日本ユネスコエコパークネットワーク
での取組みへの助言等を行った。
（JBRN）との連携や実務担当者を対象と
・平成27年10月に登録地域等で構成さ したワークショップの開催等を通じて、ユ
れる日本ユネスコエコパークネットワー ネスコエコパークについての理解促進を
ク（JBRN）が発足し、民間財団との連携 図るとともに、ユネスコエコパークのより
等を通してユネスコエコパークについて 良い管理・運営に資する知識・経験の共
の普及啓発を進めた。
有を図るなど、ユネスコエコパークにお
・関係自治体に対し、ユネスコエコパー ける持続可能な地域づくりの取組みを支
クの活動とユネスコスクールやESD（持 援する。
続可能な開発のための教育）との連携 ・ユネスコエコパークの趣旨等について
を図ることにより、生物多様性の保全と 広く普及啓発を行うととともに、新規申請
持続可能な地域づくりを担う次世代育成 に関心を持つ自治体等に対し、国際的
の実践につながるよう助言しており、ユ な動向や必要な手続き等について情報
ネスコエコパークの域内から複数のユネ 提供を行うなど、国内専門家の協力も得
スコスクールが誕生した。
ながら支援を行っていく。
・令和元年6月に開催された第31回ユネ
スコ人間とと生物（MAB）計画国際調整
理事会において「甲武信」（山梨県、埼
玉県、長野県、東京都）の新規登録が決
定し、国内のユネスコエコパークは既存 ・ユネスコスクールに対しては、地元自
D-1 b 進捗中 ・国有林野をフィールドとして、地域にお
ける多様な主体の連携による森林の整 治体等と連携を図りながら、ESD実践の
備・保全活動として「綾プロジェクト」を実 モデルケースとなるよう適切な助言を行
施した。同プロジェクトでは、照葉樹林の う。
復元に向けた各種モニタリング調査の
実施・分析を行った。また、地域協議会 ・引き続き、地元自治体、NPO団体等と
と連携したボランティアによる森林整備 連携を図りながら森林の適切な保全管
活動のほか、事業説明会を開催するな 理を推進する。
ど積極的な普及啓発活動を実施した。
・「綾」以外のユネスコエコパークにおい
ても、生態系の保全と持続可能な利活
用の調和を図るための取組が実施さ
れ、「みなかみ」においては、地形等に
応じた多様性に富んだ生態系の実現に
向けて、豊かな自然環境の保全や復元
を目指す「赤谷プロジェクト」が行われる
等、各地で地元と連携した活動が進めら
れた。
・平成25年9月 、綾町は町内の全小中
学校をユネスコスクールに申請しユネス
コエコパークを活用したESD（持続可能
な開発のための教育）実践のモデル
ケースとして、学校教育を通じた生態系
の保全と持続可能な利活用に関する普
及啓発に取り組んだ。また、綾ユネスコ
エコパーク推進室を設置し、ユネスコエ

D-1

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

75 ○ 世界的な潮流を踏まえ、生態系の保全と持続可能な利活用の ○ ○
調和（自然と人間社会の共生）を目的とする生物圏保存地域（ユネ
スコエコパーク）の仕組みを活用する新たな施策の展開などの検
討について、自治体を含む関係者と連携して進めるとともに、新規
指定候補地に対する情報提供や助言などを行います。（文部科学
省、環境省、農林水産省）

施策
番号

−

−

−

−

当初値

海洋保護区としての管 少数の漁業協同組合や
理の充実
NGOについて情報収集を
実施

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

点検値

−

・三陸復興国立公園再編成等推進事業
費
・日本の国立公園と世界遺産を活かした
地域活性化推進費（ジオパークと連携し
た地形・地質の保全・活用推進事業）

・日本の国立公園と世界遺産を活かした
地域活性化推進費（ジオパークと連携し
た地形・地質の保全・活用推進事業）

・森林整備・保全費

・日本／ユネスコパートナーシップ事業
（令和元年度まで）
・ユネスコ未来共創プラットフォーム事業
（令和２年度〜）

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

1

2

3

4

○

86 ○ 「森林環境保全ふれあいセンター」において、森林環境教育に ○
取り組む教育関係者の活動や、自然再生や生物多様性の保全に
取り組む市民団体の活動への支援を推進します。（農林水産省）

○

○

85 ○ 地元住民からなる地域協議会、自然保護団体、林野庁が協定
を結び、生物多様性の復元と持続可能な地域社会づくりを目指す
「赤谷(あかや)プロジェクト」や、日本最大級の原生的な照葉樹林を
厳正に保護するとともに、照葉樹林を分断するように存在する二次
林や人工林をもとの照葉樹林に復元する「綾の照葉樹林プロジェク
ト」、台風による倒木被害森林の再生を行う「野幌森林再生プロ
ジェクト」、ニホンジカ被害跡地の森林再生と多様な森林整備を行
う「四万十くろそんプロジェクト」など、地域の自然環境保全や自然
再生のため地域住民や自然保護団体などと協働したモデルプロ
ジェクトを推進します。（農林水産省）

２ 自然再生の新たな取組の推進
87 ○ 全国的、広域的な視点に立った自然再生の方向性や具体化
の方策について、わが国の生物多様性総合評価の評価結果や生
態系ネットワーク構想の進展も踏まえつつ、関係省庁が連携して
検討し、計画的な実施のための取組を進めます。（環境省、農林水
産省、国土交通省）

○

○

84 ○ 自然再生の取組が必要な地域において、市民参加型の自然
環境調査の実施、自然観察用ハンドブックの作成、自然再生に関
するワークショップの開催、情報提供、環境学習の推進などにより
普及啓発活動を実施します。また、こうした取組を通じて、平成27
年度までに自然再生事業に関する自然再生協議会を新たに５か所
増やすことを目指します。また、自然再生の実施内容を明らかにす
る自然再生事業実施計画の作成を進め、平成27年度までに９計画
増やすことを目指します。（環境省）

83 ○ 自然再生事業において想定されるさまざまな効果について、適
切に評価する手法を整備するため、自然再生事業の評価のあり方
の検討を行い、またこれに関する手法を整備します。（環境省）

82 ○ 自然再生事業の着実な推進を通じて、各地域での実践から得
られる科学的知見に基づく実施手法や順応的な管理手法の集積
を進め、これら技術的手法の体系化を図ることにより、自然再生に
係る技術的知見を蓄積します。（環境省、農林水産省、国土交通
省）

○

○

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当
施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

達成目標

当初値

点検値

予算・税制等
事項名

a+ 既に ・「森林ふれあい推進センター（旧森林環 ・引き続き、地域の主体と連携した森林
達成済み 境保全ふれあいセンター）」等において、 保全活動や普及啓発活動を実施する。
NPOやボランテイア団体との連携によ
り、自然再生・植生回復・植生荒廃の防
止等を実施した。

a+ 既に ・国有林野をフィールドとして、地域にお ・引き続き、地域住民や自然保護団体な
達成済み ける多様な主体の連携による森林の整 どと協働・連携しつつ、それぞれの地域
備・保全活動として、全国で８箇所のモ や森林の特色を生かした森林管理が期
デルプロジェクトを実施した。
待される地域において、モデルプロジェ
クトを推進する。
（現在は全国６箇所で実施している。）

・自然再生事業実施計画は、平成27年
度までの目標である35計画が作成され
た。自然再生協議会は、目標値には
至っておらず、その設立が推進されるよ
う努める。

・自然再生事業による効果を適切に評
価する方法の確立に向けて、多方面か
らの検討を行っていく。

・引き続き、自然再生事業を推進する。

D-2 b 進捗中 ・生物多様性総合評価や生態系ネット ・新たな自然再生基本方針に基づき、引
ワーク構想を踏まえつつ、令和元年度に き続き生態系ネットワークに配慮した自
自然再生基本方針の見直しを実施し、 然再生の取組を進める。
関係機関が連携しながら自然再生事業
を推進。

なし

B-1

D-2 b 進捗中 ・自然再生専門家会議での実施計画の
審議のほか、自然再生協議会情報連絡
会議や自然再生専門家会議現地調査を
実施し、事業の進め方やモニタリング手
法等についての意見や情報交換を実施
した。
D-2 b 進捗中 ・自然再生事業による効果を適切に評
価する方法を整備するため、全国の取
組事例を集めたパンフレットを作成する
とともに、自然再生事業を行うことによる
公園利用者数の増加や自然環境の再
生状況など、様々な視点から検討を行っ
ている。
D-2 b 進捗中 ・自然再生の取組に関する情報を収集
し、ホームページを通じて提供するととも
に、自然環境の現状やその保全・再生
の重要性について、地域住民等の理解
を促進するための普及啓発活動を実
施。
令和２年３月末時点において、全国で26
箇所の自然再生協議会が設立されてい
る。また、自然再生の進め方を定めた自
然再生事業実施計画が累計で46計画
作成されている。

−

−

−

○自然再生協議会：29
箇所
○自然再生事業実施
計画：35計画
（平成27年度）

−

−

−

−

−

○自然再生協議会：24箇
所
○自然再生事業実施計
画：26計画
（平成23年度末）

−

−

・自然再生活動推進費
・自然公園等事業費

−

−

−

−

・自然再生活動推進費
・水産多面的機能発揮対策事業

・森林整備・保全費

・森林整備・保全費

○自然再生協議会：26箇 ・自然再生活動推進費
所
○自然再生事業実施計
画：46計画
（令和元年度）

−

−

C-1 b 進捗中 ・海洋保護区の検討に資する基礎情報 ・重要海域の情報を基礎として、自然的 わが国の管轄権内水 領海及び排他的経済水 領海及び排他的経済水 ・国立・国定公園新規指定等推進事業費
として、平成23−25年度にかけて重要 社会的諸条件を考慮して沖合海底自然 域の10%の保護区化
域の約8.3%
域の約8.3%
海域の抽出作業を進め、平成28年４月 環境保全地域候補地を抽出し、指定す （令和２年まで）
（平成23年5月）
（令和2年3月）
に公表。
る。
生物多様性の観点か
・平成31年４月の自然環境保全法の改
ら、海洋保護区の効果
正により、沖合域における海洋保護区と
を評価するための基準
して沖合海底自然環境保全地域制度を
及び手法の検討
創設。
・平成25年２月に瀬戸内海国立公園、平
成26年３月に慶良間諸島国立公園及び
山陰海岸国立公園、平成27年３月に甑
島国定公園、平成27年９月に吉野熊野
国立公園、平成28年４月に西表石垣国
立公園、平成29年３月に奄美群島国立
公園、平成30年３月に三陸復興国立公
園において海域公園地区を指定。
第３節 自然再生
（総括） 自然再生基本方針の見直しを行ったほか、自然再生事業実施計画の作成も順調に進んでいます。また、関係者間の意見や情報交換を実施し、技術の向上と普及を図るとともに、地域との協働・連携の取組も進めました。
１ 自然再生の着実な実施
81 ○ 森吉山麓高原における森林の再生、阿蘇における草原の再
○ ○
D-1 b 進捗中 ・平成２４年度から令和元年度までに、 ・引き続き、自然再生事業を推進する。
−
−
−
・自然公園等事業費
生、神於山における里山の再生、くぬぎ山における平地林の再生、
D-2
国立公園内において、自然再生事業（７
釧路湿原やサロベツにおける湿原の再生、椹野川河口域における
地区）を実施した。また、都道府県が実
干潟、石西礁湖におけるサンゴ群集の再生などを実施しており、こ
施する自然再生事業（８地区）に対して
れらを含め引き続き自然再生事業を着実に推進します。（環境省、
自然環境整備交付金により支援した。
農林水産省、国土交通省）

具体的施策

80 ○ 海洋基本計画に基づき明確化した海洋保護区の設定のあり方
を踏まえ、海洋保護区の設定を適切に推進するとともにその管理
の充実を図ります。（環境省、関係府省）

施策
番号

6
7

数値
目標
番号
5

3

4

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

D-2

a+ 既に ・自然再生事業の実施状況や自然再生 ・新たな自然再生基本方針に基づき、自
達成済み が抱える課題などの情報を収集・分析 然再生事業を進める。
し、令和元年度に自然再生基本方針の
見直しを行った。

D-2 b 進捗中 ・全国の自然再生の取組事例や自然再 ・引き続き、取組事例の収集と提供及び
生協議会設立の手引きに関するパンフ 問合せ対応などの民間団体への支援に
レットを作成するとともに、自然再生メー 努める。
ルアドレスを設け、問合わせ体制を構築
し、ホームページを刷新して情報を提供
した。

D-2 b 進捗中 ・広域的観点から自然再生を展開する ・今後も検討を進めていく。
ための手法について、自然再生推進会
議や自然再生専門家会議等を開催し、
関係省庁が連携して検討している。

国別
達成評価
5 なし 目標

−

−

−

達成目標

−

−

−

当初値

−

−

−

点検値

・自然再生活動推進費

・自然再生活動推進費

・自然再生活動推進費
・水産多面的機能発揮対策事業

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

○

○

○

○

○

○

92 ○ 平成23年４月に改正された環境影響評価法に基づき、新たに
創設された配慮書手続や報告書手続等を含めた環境影響評価制
度の適切かつ効果的な運用を進めます。（環境省）

93 ○ 法に基づく環境影響評価手続が終了した事業等について、当
該事業に係る進捗状況の把握や現地調査等を通じて、環境保全
への適切な配慮がなされているか等についてフォローアップ調査を
実施します。（環境省、関係府省）

94 ○ 平成24年10月から環境影響評価法の対象となった風力発電事
業における環境影響評価について、生物多様性保全の観点からも
配慮されるよう、適切な制度の運用を図ります。（環境省）

95 ○ 基本的事項はその妥当性について５年程度ごとに点検するこ
ととしており、最近では平成23年度に点検を行い、平成24年４月に
改正を告示しました。今後も環境影響評価の実施状況を適切に把
握し、最新の科学的知見や環境影響評価の実施状況などを踏ま
えて点検を継続し、制度の適切な運用を図っていきます。（環境
省）

96 ○ 環境影響の予測・評価手法や環境影響の回避・低減・代償措
置を含む環境保全措置について、最新の科学的知見に基づく検討
等、新たな技術動向の整理が必要です。これまで知見が少なかっ
た要因も含め、各種事業の実施により実際に生じた影響を分析す
ることなどを通じて継続的な検討を行い、技術的・制度的手法を向
上させていきます。（環境省）

97 ○ 市民、NGO、事業者、地方公共団体などに対して、環境影響評
価の実施に必要な情報のインターネットなどを用いた提供や技術
的支援を継続的に実施します。（環境省）

なし b 進捗中 ・生物多様性分野等に関する知見収集・
検討を含め、技術的・制度的手法の向
上に向け、必要な検討をすすめていると
ころ。
・平成29年度に代償措置の一つである
生物多様性オフセットに関する参考情報
を広く発信するため、「環境影響評価に
おける生物多様性保全に関する参考事
例集」をとりまめた。
https://www.env.go.jp/press/103952.ht
ml
なし a+ 既に ・平成10年度よりウェブページにおいて、
達成済み 手続状況や環境アセスメントに関する情
報を提供しており、国民、事業者、ＮＧ
Ｏ、地方公共団体等の重要な情報源に
なっている。また、平成５年度より環境ア
セスメントに関する研修等を開催し、地
方公共団体や実務担当者等を含む幅広
い関係者の知見・技術等の向上が図ら
れている。

・引き続き、環境影響評価の実施に必要
な情報のインターネットなどを用いた提
供や技術的支援を継続的に実施する。

・引き続き知見を収集し、環境影響評価
制度におけるこれら分野の対策手法の
拡充について検討する。

・今後も環境影響評価の実施状況を適
切に把握し、最新の科学的知見や環境
影響評価の実施状況などを踏まえて点
検を継続し、制度の適切な運用を図る。

a+ 既に ・風力発電事業における環境影響評価 ・引き続き、生物多様性保全の観点から
達成済み の審査結果をとりまとめ、平成25年7月 も配慮されるよう、適切な制度の運用を
に「風力発電事業の円滑な環境アセスメ 図る。
ントの実施に向けて」を公表した。この中
では、生物多様性の観点から配慮され
るべき事項を整理している。

a+ 既に ・法に基づく環境影響評価手続きが終了 ・引き続き、法に基づく環境影響評価手
達成済み した事案について、環境保全への適切 続が終了した事業等について、、環境保
な配慮がなされているか等について、平 全への適切な配慮がなされているか等
成24年度にフォローアップ調査（全56案 についてフォローアップ調査を実施す
件）を実施し、適切な配慮がなされてい る。
ることを確認した。

a+ 既に ・平成31年３月末現在、環境影響評価法 ・引き続き、環境影響評価制度の適切か
達成済み に基づき経過措置案件を含め、249件の つ効果的な運用を進める。
手続が完了した。これまでに、法の円滑
な施行のため、情報提供の推進、関係
者の適切な意見形成の推進、技術手法
の向上、環境影響評価の適正な審査な
どを実施してきた。

なし b 進捗中 ・最新の科学的知見や環境影響評価の
実施状況などの把握に努めているとこ
ろ。
・基本的事項はその妥当性について５年
程度ごとに点検することとしており、最近
では平成30年度に点検を実施した。

なし

なし

なし

４カ所の地方環境事務所
でフォローアップ調査が
行われた
進捗状況調査は107件、
現地調査等は16件行わ
れた （平成23年度）

・環境影響評価制度合理化・最適化経費

−

−

−

−

・環境影響評価制度高度化経費

・環境影響評価技術調査費

・環境影響評価技術調査費

−

平成25年4月より改正環 ・地方環境事務所における環境影響評価
境影響評価法が完全施 審査体制強化費
行され、報告書手続きが
創出され、環境影響評価
後の環境配慮の実効性
を担保している。

−

第４節 環境影響評価など
（総括） 風力発電事業における環境影響評価において生物多様性の観点から配慮されるべき事項を整理したほか、関係者の適切な意見形成の推進、技術手法の向上及び適正な審査などを実施しました。また、ダムや道路事業の実施にあたっては適切な配慮に努めているほか、国際協力においても環境社会配慮を
通じて適切な実施を進めました。
１ 環境影響評価
91 ○ 各事業の実施にあたり、環境影響評価手続が適切かつ円滑に
○
なし a+ 既に ・環境影響評価手続きの各段階におい ・引き続き、「生物多様性の確保及び自
平成24年3月末までに実 令和２年３月末までに大 ・環境影響評価審査体制強化費
行われ、「生物多様性の確保及び自然環境の体系的保全」と「人と
達成済み て、「生物多様性の確保及び自然環境 然環境の体系的保全」と「人と自然との
施した手続203件中、大 臣意見を545件提出
自然との豊かな触れ合い」の観点も踏まえた環境保全への適切な
の体系的保全」と「人と自然との豊かな 豊かな触れ合い」の観点も踏まえた環境
臣意見を134件提出
令和元年度は68件の環
配慮がなされるよう、環境影響評価手続の各段階において、必要
触れ合い」の観点も踏まえた環境保全 保全への適切な配慮がなされるよう、環
平成23年度は5件の環境 境大臣意見を提出
に応じて意見を述べます。（環境省）
への適切な配慮がなされるよう審査を 境影響評価手続の各段階において、必
大臣意見を提出
行った。
要に応じて意見を述べる。

90 ○ 平成25年には、自然再生推進法に基づく自然再生基本方針の ○ ○ ○
見直しから５年が経過するため、自然再生事業の進捗状況等を踏
まえ、広く一般の意見を聴き、必要に応じて見直しの検討を行いま
す。（環境省、農林水産省、国土交通省）

○

2

基本戦略への該当

89 ○ 民間団体などが、特に民有地において自然再生に取り組む場
合の支援のあり方について、より効果的な手法を検討し、実施して
いきます。（環境省）

1

○

具体的施策

88 ○ 広域的観点から自然再生を展開するため、生態系ネットワーク
の図化を基に、広域圏レベルで自然再生の目標に対する共通の
認識を形成し、それに向かって様々な主体が自然再生を認識し、
実施するための手法の検討を進めます。（環境省、農林水産省、
国土交通省）

施策
番号

○

○

104 ○ 援助実施機関であるJICAにおいても、「JICA環境社会配慮ガ
イドライン（平成22年4月交付）」を踏まえ、適切な環境社会配慮の
もとで、案件形成・実施に努めていきます。（外務省、財務省、経済
産業省、環境省）

○

4

103 ○ 政府においては、国際協力の案件採択、実施、評価のあらゆ
る段階で環境社会配慮に留意し、供与国に我が国の環境社会配
慮重視について理解を求めます。（外務省、財務省、経済産業省、
環境省）

２ 環境影響の軽減に関するその他の主な取組
101 ○ ダム事業の実施にあたっては、計画段階より十分に自然環境
へ配慮するように慎重な検討を行うとともに、引き続き、事前の環
境調査、環境影響の評価などにより環境保全措置を講じるなど、
多様な生物の生息・生育環境に与える影響を可能な限り回避・低
減できるように努めていきます。また、供用後の調査成果をダム事
業の計画や影響評価に反映させるよう努めていきます。（国土交通
省）
102 ○ 道路事業の実施にあたっては、次の点に配慮しつつ、引き続き
生態系に配慮した取組を進めます。（国土交通省）
①自然環境に関する詳細な調査、データの集積に取り組むととも
に、それを踏まえたうえで、必要に応じて、豊かな自然を保全でき
るような路線の選定や、地形・植生の大きな改変を避けるための構
造形式の採用に努めます。
②動物の生息域分断の防止や、植物の生育環境の保全を図る観
点から、動物の道路横断構造物や、動物注意の標識を設置するな
ど、生態系に配慮した道路の整備に努めます。
③道路事業に伴い発生した盛土のり面などについては、既存ストッ
クも含めて、地域の気候や土壌などの自然条件に最も調和した植
生の活用などにより再緑化を行い、できる限り自然に近い状態に
復元します。
④地域によっては、道路整備にあたって周辺の自然環境の現状に
配慮しながら、植栽の樹種などを工夫することにより、動植物の生
息・生育環境の形成に積極的に取り組みます。（国土交通省）

○

100 ○ 環境影響評価法改正に伴って新たに加わった配慮書手続や
報告書手続も含め、適切な環境影響評価を行い、実施事例の積み
重ねを進め、より適切な環境影響評価を実施できるように努めま
す。（環境省、関係府省）

3

○

2

○

○

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

なし b 進捗中 ・ＪＩＣＡは、新しい環境社会配慮ガイドラ 左記検討結果を踏まえ、今後、ガイドラ
インの検討に係る有識者委員会を３３回 インの改定に関する諮問委員会で改定
開催し、平成22年４月に同ガイドラインを 案を検討していく。
公布し、同年７月から施行している。同
ガイドライン施行以降は、相手国政府か
ら要請のあった案件について、要望調
査、協力準備調査、案件審査、採択、実
施及び評価において新ガイドラインを適
用して環境社会配慮を実施するととも
に、同ガイドラインの規定に従い、施行
後10年以内（平成29年〜令和元年度）
に実施した運用実態のレビュー結果に
基づき包括的な検討を実施した。なお、
本施策に関連する進捗は数値化などの
方法で評価することが想定されていな
い。

なし b 進捗中 ・外務省は、平成22年６月「ODAのあり 左記検討結果を踏まえ、今後、ガイドラ
方に関する検討 最終とりまとめ」におい インの改定に関する諮問委員会で改定
て、より効果的な援助の実現に向けた 案を検討していく。
取組として、新たなJICAの環境社会配
慮ガイドラインを着実に実施していく旨
盛り込むとともに、平成27年に閣議決定
された開発協力大綱では、開発協力の
適性確保のための原則として、環境社
会配慮の具体的な項目にも言及の上、
同原則を踏まえて開発協力を実施する
ことが明記され、これに沿って理解を求
めながら国際協力を進めた。また、同ガ
イドラインの規定に従い、施行後10年以
内（平成29年〜令和元年度）に実施した
運用実態のレビュー結果に基づき包括
的な検討を実施した。
なお、本施策に関連する進捗は数値化
などの方法で評価することが想定されて
いない。

【施策番号226〜229に同じ】

a+ 既に ・ダム事業の実施にあたっては、専門家 引き続き、実施にあたっては、専門家の
達成済み の意見を踏まえ、必要に応じて適切な措 意見を踏まえ、必要に応じて適切な措置
置等を実施し、生物の生息・生育環境に 等を実施し、生物の生息・生育環境に与
与える影響を可能な限り回避・低減でき える影響を可能な限り回避・低減できる
るように努めている。
ように努めていくものとする。

B-1 b 進捗中 【施策番号226〜229に同じ】

A-1

なし b 進捗中 ・平成31年３月末現在、環境影響評価法 ・引き続き、実施事例の積み重ねを進
に基づき経過措置案件を含め、249件の め、より適切な環境影響評価を実施でき
手続が完了した。これまでに、法の円滑 るように努める。
な施行のため、情報提供の推進、関係
者の適切な意見形成の推進、技術手法
の向上、環境影響評価の適正な審査な
どを実施してきた。

なし b 進捗中 ・国内外における上位計画段階や政策 ・国内外の制度・運用実態等について引
段階における戦略的環境アセスメントの き続き整理・検討をすすめ、制度化に向
制度策定の状況や運用の実態等につい けた取組を進める。
て情報収集を行い、こうした情報等を踏
まえ、わが国への導入に向けた課題に
ついて、整理・検討を行っているところ。

なし b 進捗中 ・環境影響評価に係る関係者間の幅広 ・整理された課題等を踏まえ、引き続き
く効果的なコミュニケーションを促進する 手法の検討をすすめる。
ための手法について、専門家による意
見交換等を行い（平成30年に16件、平
成31年に7件）、課題整理を実施。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

99 ○ 国内外における上位計画段階や政策段階における戦略的環
境アセスメントの制度策定の状況や運用の実態を踏まえ、わが国
への導入に向けた課題について、環境面からの持続可能性への
配慮を勘案しつつ、整理・検討を行い、制度化に向けた取組を進め
ます。（環境省）

1

○

具体的施策

98 ○ 環境影響評価に係る関係者間の幅広く効果的なコミュニケー
ションを促進するための手法の検討を行っていきます。（環境省）

施策
番号

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

当初値

−

−

−

−

−

−

−

点検値

JICA運営費交付金の内数

JICA運営費交付金の内数

・道路事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金

−

・環境影響評価制度合理化・最適化経費

・環境影響評価制度合理化・最適化経費

・環境影響評価制度高度化経費

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

1

2

3

4

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当
施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

達成目標

当初値

点検値

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

○

110 ○ 国民の安全・安心を確保するため、森林所有者などが自助努
力を行っても適正な整備が進み難い森林については、市町村及び
都道府県が、森林組合などの林業事業体による施業などの集約
化や間伐の効果的な実施を促進します。これによっても適時かつ
適正な整備が進み難い森林のうち、公益的機能の発揮に対する要
請が高く、その適正な整備が必要な場合には、治山事業などによ
り必要な整備を行うこととし、その際、立地条件を踏まえて針広混
交林化などを推進します。（農林水産省）

・引き続き、森林整備事業により、公的
主体が行う森林整備を支援すること等
による多様な森づくりを推進するととも
に、治山事業により保安林の整備等を
推進。

・引き続き、森林整備地域活動支援対策
を通じた活動等への支援を進める。

B-2 a+ 既に ・自然条件や導入する作業システムを踏 ・引き続き、自然条件や導入する作業シ
D-1 達成済み まえつつ、周囲の環境との調和を図った ステムを踏まえつつ、周囲の環境との調
路網を整備（平成24〜30年度までに約 和を図った路網の整備を推進。
11万kmの路網を新設）。

○

A-1 a+ 既に ・森林整備地域活動支援対策において
B-2 達成済み 森林経営計画の策定による施業の集約
D-1
化、境界の確認等、林業事業体等の諸
活動に対して重点的に支援を実施。
・森林経営計画の策定による施業の集
約化等に必要な活動を支援することで、
適時適切な森林整備が図られ生物多様
性を含めた森林の多面的機能の発揮に
貢献。
B-2 a+ 既に ・森林整備事業により、公的主体による
D-1 達成済み 森林整備を支援（平成24〜30年度まで
に約24万ha）するとともに、森林経営管
理制度に基づき森林の経営管理の集
積・集約化を推進することで、生物多様
性の保全を含む森林の有する多面的機
能の発揮に貢献。

A-1 a+ 既に ・森林整備事業等により、育成複層林へ ・森林整備事業等により、引き続き多様
B-2 達成済み の移行や長伐期化等による多様な森林 な森林づくりを推進。
D-1
づくりを推進。
・適切な森林の整備及び保全を行うこと
で、生物多様性を含む森林の有する多
面的機能の発揮に貢献。

○

○

A-1 a+ 既に ・森林・林業基本計画及び全国森林計 ・機能ごとの望ましい森林の姿に向け、
B-2 達成済み 画では、森林の機能と望ましい姿、森林 引き続き森林計画制度の運用等を推進
D-1
の有する機能ごとの森林の整備及び保
全の基本方針を明記している。また、そ
の機能の一つとして生物多様性保全機
能も位置づけており、各機能区分に応じ
た森林の整備及び保全を行うことで、生
物多様性を含む森林の有する多面的機
能の発揮に貢献。

○

109 ○ 森林経営計画の策定や施業の集約化に必要となる森林情報
の収集、境界の確認等に対する支援、間伐実施の基盤となる既存
の作業路網を丈夫で簡易な路網へと転換するための改良活動等
に対して支援します。（農林水産省）

106 ○ 期待する機能の発揮に向けては森林の区分に応じた姿への
誘導の考え方を明らかにするとともに、森林計画制度などを通じ
て、森林・林業基本計画に掲げるそれぞれの誘導への考え方に基
づいた森林の整備及び保全を推進します。
育成単層林では、現況が育成単層林となっている森林のうち、成
長量が比較的高く傾斜が緩やかな場所に位置するものについて
は、木材等生産機能の発揮を期待する育成単層林として確実に維
持し、資源の充実を図ります。この場合、水源涵養等の公益的機
能と木材等生産機能の発揮を同時に期待する森林では、伐採に
伴う裸地化による影響を軽減するため、皆伐面積を縮小・分散させ
るほか、間伐や択伐の実施により高齢級に移行させつつ確実な更
新を図ります。公益的機能の発揮のため継続的な育成管理が必
要なその他の森林は、立地条件に応じて広葉樹の導入等により針
広混交の育成複層林に誘導します。
なお、希少な生物が生育・生息する森林など属地的に生物多様
性保全機能の発揮が求められる森林においては、天然力を活用し
た更新を促し、針広混交の育成複層林又は天然生林に誘導しま
す。
育成複層林では、現況が育成複層林となっている森林について
は、公益的機能の発揮のため引き続き育成複層林として維持する
ことを基本としつつ、希少な生物が生育・生息する森林など属地的
に生物多様性保全機能の発揮が求められる森林においては、必
要に応じて、天然力の活用により、天然生林への誘導を図ります。
天然生林では、現況が天然生林となっている森林のうち、下層植
生等の状況から公益的機能発揮のために継続的な維持・管理が
必要な森林や、針葉樹単層林に介在し、継続的な資源利用が見込
まれる広葉樹等の森林については、更新補助作業等により育成複
層林に誘導するほか、原生的な森林生態系や希少な生物が生育・
生息する森林等については、自然の推移に委ねることを基本とし
107 て、天然生林として維持します。（農林水産省）
○ 一定の広がりにおいて様々な生育段階や樹種から構成される
森林がモザイク状に配置されている状態を目指し、立地条件等を
踏まえつつ、育成複層林への移行や長伐期化等による多様な森
林整備を推進するため、森林所有者等が施業を選択する際の目
安となる施業方法の提示や効率的な施業技術の普及、多様な森
林整備への取組を加速するための合意形成に向けた取組等を進
めます。また、原生的な森林生態系、希少な生物の生育・生息地、
渓畔林など水辺森林の保全・管理及び連続性の確保、点在する希
少な森林生態系の保全・管理等を進め、森林における生物多様性
の保全と持続可能な利用の調和を図ります。（農林水産省）
２ 多様な森林づくりの推進
108 ○ 路網整備については、自然条件や導入する作業システムに応
じて、林道、作業道及び作業路の適切な組合せによる整備を推進
します。特に、林道については、計画、設計、施工すべての段階で
の周囲の環境との調和を図ります。（農林水産省）

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

・森林整備事業費
・治山事業費

・森林整備地域活動支援対策

・森林整備事業費
・農山漁村地域整備交付金
・林業成長産業化総合対策

・森林整備事業費
・林業成長産業化総合対策

・森林計画推進事業費

第５節 森林
（総括） 適切な森林の整備及び保全を通じて森林の有する多面的機能の発揮に貢献しており、広葉樹林化や長伐期化などによる多様な森林づくり、無秩序な伐採の防止や伐採後の的確な更新、保安林の計画的な指定、地域や多様な主体との連携による総合的な野生鳥獣対策の実施などのほか、森林の適切な
利用の推進を図るための啓発活動などの保全管理を推進しました。
１ 重視すべき機能区分に応じた望ましい姿とその誘導の考え方
105 ○ 森林・林業基本計画において、森林の機能（水源涵養機能、山
○
A-1 a+ 既に ・森林・林業基本計画（平成28年５月策 ・機能ごとの望ましい森林の姿に向け、
−
−
−
・森林計画推進事業費
地災害防止機能／土壌保全機能、快適環境形成機能、保健・レク
B-2 達成済み 定）及び全国森林計画（平成30年10月 引き続き森林計画制度の運用等を推進
リエーション機能、文化機能、生物多様性保全機能、木材等生産
D-1
策定）では、森林の機能と望ましい姿、
機能）とその機能を発揮する上での望ましい森林の姿を例示すると
森林の有する機能ごとの森林の整備及
ともに、森林計画制度などを通じてそれぞれの望ましい森林の姿
び保全の基本方針を明記している。ま
に向けた森林の整備及び保全を推進します。（農林水産省）
た、その機能の一つとして生物多様性
保全機能も位置づけており、各機能区
分に応じた森林の整備及び保全を行う
ことで、生物多様性を含む森林の有する
多面的機能の発揮に貢献。

施策
番号

○

○ ○ ○

○

○ ○

114 ○ 植栽地の自然条件に適した優良種苗の確保を図るため、採取
源の確保、苗木の生産技術の向上などの生産対策及び流通対策
を実施します。（農林水産省）

115 ○ 将来にわたって国内の森林を適正に整備・保全していくため、
林業の再生と国土･環境保全に資する品種の開発、絶滅の危機に
瀕している種などの希少・貴重な林木遺伝資源の保全及び森林植
物の遺伝的多様性の保全、林木遺伝資源の収集、保存・評価技術
の開発を着実に進めるとともに、開発された新品種の普及を図りま
す。
また、開発途上国などにおける持続可能な森林経営の取組に対
し、林木育種に関する技術協力に取り組みます。（農林水産省）

116 ○ 森林による様々な恩恵は広く国民が享受しており、森林の有す
る多面的機能の維持・増進に係るコストについては、社会全体で負
担していくことが必要です。
森林の有する多面的機能の持続的発揮に向けた社会的コストの
負担としては、一般財源による対応のほか、国及び地方における
環境問題に対する税等の活用、上下流の関係者の連携による基
金の造成や分収林契約の締結、森林整備等のための国民一般か
らの募金、森林吸収量等のクレジット化等の様々な手法が存在し
ます。地球温暖化対策に応えつつ森林・林業の再生を図っていくた
め、森林吸収源対策を含めた諸施策の着実な推進に資するよう、
国全体としての財源確保等を検討しつつ、どのような手法を組み合
わせてコストを負担すべきか、国民の理解を得ながら、整理してい
きます。（農林水産省）

117 ○ わが国が引き続き地球温暖化対策に最大限の努力を行うとの
観点から、気候変動枠組条約のCOP17等国際的に合意された森
林経営による森林吸収量の算入上限値である基準年排出量比
3.5％の確保に向けて必要な財源の確保に向けた取組を進めると
ともに、「森林・林業の再生」に向けた取組を加速しつつ、健全な森
林の育成や森林吸収量の算入対象となる森林の拡大整備、保安
林などの適切な管理・保全、再造林等による森林の吸収能力の維
持向上、木材製品の利用促進による炭素貯蔵機能の発揮、国民
参加の森林づくり、木材及び木質バイオマス利用の推進などの総
合的な取組を、政府、地方自治体、林業・木材産業関係者、国民な
ど各主体の協力のもと、一層の推進を図ります。（農林水産省）

○

課題と今後の方針

a+ 既に ・森林法に基づく伐採及び伐採後の造 ・森林法の適切な運用等を通じて引き続
達成済み 林の届出制度の適正な運用を行うととも き無秩序な伐採の防止や伐採後の適確
に、平成23年4月に公布された森林法の な更新を図る。
一部を改正する法律（法律第20号）にお
いて、無届による伐採に対して造林の命
令が発せられる仕組みを新たに措置。
・これらにより、適切な森林の整備・保全
を行うことで生物多様性を含む森林の有
する多面的機能の発揮に貢献。

施策の取組状況と成果

B-2
D-1
D-2

A-1

B-2

a+ 既に ・新品種の開発については、林業の再
達成済み 生や国土・環境保全に資する品種の開
発を継続しており、平成28年度から令和
元年度までに累計158品種を開発し、ま
た、林木遺伝資源の収集、保存・評価技
術の開発を推進した。開発された新品種
の普及については、平成28年度から令
和元年度までに72,581本の原種を配付
した。
・また、ケニア国において、（独）国際協
力機構を通じて「持続的森林管理のた
めの能力開発プロジェクト（林木育種コ
ンポーネント）」により郷土樹種の次代検
a+ 既に 定林のデータ収集及び解析を進め、第2
①都道府県による森林整備を主な目
達成済み 的とした税（森林環境税等）の導入県:37
県（令和元年度）
②分収造林契約面積：1,194ha（H24〜
R1）
③緑の募金：174億円（平成24〜令和
元年）
④平成25年度より国内クレジットとJVER制度を一本化した。J-クレジット制
度における森林経営活動でのクレジット
認証：79件（令和２年２月（旧制度（JVER精度）からの移行分を含む）
⑤平成30年５月に成立した森林経営
管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの
下における我が国の温室効果ガス排出
削減目標の達成や災害防止等を図るた
めの森林整備等に必要な地方財源を安
a+ 既に ・森林による二酸化炭素の吸収作用の
達成済み 保全及び強化に向けて、平成25年5月に
「森林の間伐等の実施の促進に関する
特別措置法」を改正延長。同法に基づ
き、森林吸収量3.5％の確保に向けて、
年間52万ha（平成25〜32年平均）の間
伐や保安林等の適切な管理・保全、再
造林等による森林の吸収能力の維持向
上、国民参加の森林づくり、木材及び木
質バイオマス利用拡大等の森林吸収源
対策を推進。
−

「森林・林業・木材産
業分野の研究・技術開
発戦略」に基づいて、
林木の新品種の開発、
林木遺伝資源の収集、
保存・評価技術の開
発、林木育種に関する
海外技術協力を実施

−

−

−

−

達成目標

林業の再生と国土･保全
に資する品種の開発、絶
滅の危機に瀕している種
などの希少・貴重な林木
遺伝資源の保全及び森
林植物の遺伝的多様性
の保全、林木遺伝資源
の収集、保存・評価技術
の開発及び普及、林木
育種に関する海外技術
協力を引き続き推進

−

−

−

−

当初値

森林の有する多面的機
能の持続的発揮に向け
た社会的コストの負担の
現状は、
①都道府県による森林
整備を主な目的とした税
（森林環境税等）の導入
県:33県
（平成24年度当初）
②分収造林契約面積：
177ha
(平成22年度)
③緑の募金：23億円
（平成23年度）
④J-VER制度における
森林経営活動でのクレ
ジット認証：55件
・森林吸収量3.5％の確保に向けて、引 基準年総排出量比
基準年総排出量比3.8％
き続き森林吸収源対策を着実に推進す 3.5％（平成25〜令和２ （第１約束期間：平成20
る。
年）
〜24年）

・引き続き、森林吸収源対策を含めた諸
施策を着実に推進するよう、国全体とし
ての財源を確保しつつ、森林・林業の再
生を図っていく。

・林業の再生と国土･環境保全に資する
品種の開発、絶滅の危機に瀕している
種などの希少・貴重な林木遺伝資源の
保全及び森林植物の遺伝的多様性の
保全、林木遺伝資源の収集、保存・評価
技術の開発を着実に進めるとともに、開
発された新品種の普及、林木育種に関
する技術協力について継続的に推進す
る。

B-2 a 既に達 ・スギ再造林の低コスト化のため、育林 ・急斜面に対しては機械化が遅れること
成済み コストシミュレータとGISを利用した再造 が想定されるため、育種苗等成長に優
林適地判定システムを組み合わせ、植 れた苗木を活用しながら、育苗〜下刈り
林初期に適用する低コスト再造林支援 〜除伐までの工程に対し、システムとし
システムを構築し、伐採から植栽までの ての効率化を図る研究を推進する。
連続して行う「一貫作業システム」によ
り、植林と初期保育にかかる経費を従来
の2/3まで削減した。さらに一貫作業シ
ステムを拡張し、地拵えの考え方を競合
植生の抑制に応用した造林システム、
競合植生と植栽樹木の競合関係に基づ
いた下刈り省略手法を開発した(平成31
年3月)。
なし a+ 既に ・森林所有者等に対し林業に関する技 ・引き続き林業普及指導事業を推進する
達成済み 術及び知識を普及するとともに、森林施 ことにより更なる森林の有する多面的機
業に関する指導等を行い、林業技術の 能の発揮を推進する。
改善、林業経営の合理化、森林の整備
等を促進することにより、生物多様性の
保全を含む森林の有する多面的な機能
の発揮を推進した（予算額（令和元年
度）：348,790千円、林業普及指導員数
（平成31年４月１日時点）：1,283人）。
B-2 a+ 既に ・採取源の確保や苗木生産技術の向上 ・引き続き、必要な優良種苗の確保を図
D-1 達成済み などの生産対策及び流通対策を推進。 り、多様な森林づくりを推進する。

B-2

国別
達成評価
5 なし 目標

○

4

113 ○ 研究・技術開発の成果の移転を行い、地域が一体となった森
林の整備及び保全や林業生産活動を促進するため、地域における
まとめ役となる指導的林業者や施業の集約化に取り組む林業事業
体を対象とした重点的な普及などを、林業普及指導事業を通じて
効率的かつ効果的に推進します。（農林水産省）

3

○ ○

2

基本戦略への該当

112 ○ 森林・林業の再生に向けた適切で効率的な森林の整備及び保
全、木材利用の拡大に向けた研究及び技術開発を引き続き推進し
ます。（農林水産省）

1

○

具体的施策

111 ○ 植栽が行われない伐採跡地については、その新たな発生を抑
制しつつ、早期に適切な更新を確保するため、無届伐採に対する
造林命令の適切な運用等の対策を推進します。（農林水産省）

施策
番号

・特別母樹林保存損失補償金
・優良種苗低コスト生産推進事業（Ｒ元年
度まで）
・早生樹等優良種苗生産推進対策（Ｒ２年
度から）

・林業普及指導事業交付金

・独立行政法人森林総合研究所研究・育
種勘定運営費交付金
・戦略的プロジェクト研究名：「成長に優れ
た苗木を活用した施業モデルの開発」

−

予算・税制等
事項名

当初値が最新

−

・森林整備事業
・森林・林業再生基盤づくり交付金 等

森林環境税及び森林環境譲与税（総務
省）

林業の再生と国土･保全 ・国立研究開発法人森林研究・整備機構
に資する品種の開発、絶 森林総合研究所研究・育種勘定運営費
滅の危機に瀕している種 交付金
などの希少・貴重な林木
遺伝資源の保全及び森
林植物の遺伝的多様性
の保全、林木遺伝資源
の収集、保存・評価技術
の開発及び普及、林木
育種に関する海外技術
協力の推進について進
捗中

−

−

作業斜面や林業機械運
用の有無、林業樹種の
品種選択や育苗技術、
獣害の有無など、地域に
応じた施業方法とその選
択指標の開発を進捗中

−

点検値

8

数値
目標
番号

具体的施策

○

○ ○

○

123 ○ U・J・Iターン者を含む森林整備・保全に意欲を有する者に対す
る研修などを推進することによって、将来にわたって地域の森林整
備・保全を担う人材の確保・育成を図ります。また、今後増加する
定年退職者などのふるさと回帰に向けた取組と連携した森林整
備・保全への担い手の確保・育成を進めます。さらに、森林整備・
保全の推進と併せ、境界の整備など森林管理の適正化を図りま
す。（農林水産省、関係府省）

124 ○ 優れた自然や文化、伝統などの山村特有の資源を保全すると
ともに、山村の主要な資源である森林を活かした新たな産業の創
出などの取組を推進することとし、地域特産物の振興等による山
村の就業機会の増大、里山林など山村固有の未利用資源の活用
及び都市と山村の交流等を通じた山村への定住の促進などを推
進することによって、山村地域の活性化を図ります。（農林水産省、
関係府省）

○ ○

122 ○ 住宅分野、エネルギー分野、公共工事などでの木材利用の推
進を図ります。また、消費者ニーズに対応した新たな製品・技術の
開発、消費者重視の新たな市場の形成と拡大、木の良さの普及な
どの取組を推進します。（農林水産省、関係府省）

３ 「美しい森林づくり推進国民運動」の促進
121 ○ 森林施業のコスト等を明示する提案型施業の普及・定着、施
業集約化に必要な合意形成を図る取組等を推進します。（農林水
産省、関係府省）

○ ○

3

120 ○ 森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者による適切な
森林経営を推進するとともに、私有林、公有林、国有林の各主体
間の連携を図り、地域ごとに効率的な森林経営を推進します。（農
林水産省）

2

・森林総合利用推進事業は平成24年
で、森林資源総合利用指針策定事業は
平成26年度で終了したが、引き続き、里
山林資源を活用した山村地域の活性化
への取組等を進めていく。

・引き続き、森林施業プランナーの育成
を推進する。
・引き続き、新規就業者の確保・育成・
キャリアアップを推進する。

・木材の利用拡大を図るため、住宅、公
共建築物、木質バイオマス等の各分野
での木材利用を拡大を推進するととも
に、木材利用の意義や木材に関する情
報等を国民一人一人が共有し、森林を
社会全体で支えていこうという機運の醸
成を推進する。

・引き続き、森林施業プランナーの育成
を推進する。
・引き続き、森林整備地域活動支援対策
を通じた施策への支援を進める。

a+ 既に ・平成23年4月に公布された森林法の一 ・森林経営計画の策定を推進する。
達成済み 部を改正する法律（法律第20号）におい ・また、民有林と国有林との連携を図り、
て、森林の多面的機能の十全な発揮に 森林共同施業団地の設定を推進する。
資する持続的な森林経営を確立するた
め、森林所有者又は森林の経営の委託
を受けた者が単独または共同で適正な
森林施業及び森林の保護の実施を計画
する森林経営計画の策定を推進。
・また、民有林と国有林との連携した効
率的な森林整備を行う森林共同施業団
地の設定を推進した。
・これにより、適切な森林の整備・保全を
行うことで生物多様性を含む森林の有
する多面的機能の発揮に貢献。

達成済み 利用の拡大の取組に対し支援した。
・木質チップの製造施設など関連施設の
整備や木質バイオマスを地域内で持続
的にエネルギーとして活用する「地域内
エコシステム」の構築等の取組に対し支
援。
・「顔の見える木材での家づくり」などに
よる優良材等の活用、CLT等新たな木
質部材の開発・普及、非住宅分野での
木材利用等を支援。
・木材利用をＰＲする「木づかいサイクル
マーク」は、平成31年3月末現在、401の
企業・団体で使用されている。
B-2 a+ 既に ・「現場技能者キャリアアップ・林業労働
D-2 達成済み 安全対策」等を通じて施業集約化等を行
う森林施業プランナーを育成している
（森林施業プランナー数（累計）：2,299人
（令和元年度末時点））。
・「緑の雇用」事業等を通じて新規就業
者の確保・育成・キャリアアップを実施し
ている。
平成26年度から森林総合監理士（フォレ
スター）の登録・公開を開始（令和２年４
なし a+ 既に ・里山林など山村固有の未利用資源を
達成済み 活用し、山村の活性化を図るため、里山
資源を活用した里山林の再生を支援し、
自立的・継続的に実施できる指針を作
成し、普及を図るためセミナーでの配
布、自治体への送付、ホームページへ
の掲載を行った。

達成目標

当初値

−

−

−

−

−

−

−

点検値

−

−

−

−

森林経営計画制度が施
行（平成24年度から）

−

−

−

−

−

・森林・山村多面的機能発揮対策
・森林総合利用推進事業
・森林資源総合利用指針策定事業
ほか

・現場技能者キャリアアップ・林業労働安
全対策
・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業

・木材需要の創出・輸出力強化対策
・林業・木材産業成長産業化促進対策
・木材産業・木造建築活性化対策
・合板・製材・集成材国際競争力強化対
策（補正）

・現場技能者キャリアアップ・林業労働安
全対策
・森林整備地域活動支援対策

・森林経営計画認定事業委託費
・森林整備地域活動支援交付金
・森林整備・保全費

−

予算・税制等
事項名

森林共同施業団地の設 森林共同施業団地の設 ・森林整備・保全費
定数：75ヶ所（平成23年4 定数：167ヶ所（令和２年3
月）
月末）

・IPCCにおけるガイドラインの見直し等 COP19(平成25年）で改 平成24年5月にIPCCス
は科学的知見の蓄積を踏まえ適時実施 訂に合意する
コーピング会合が開催
されており、今後も見直し等の検討に当
たっては積極的に参画する。なお、直近
では令和元年5月にIPCCガイドライン
2006の改訂が行われたところ。

課題と今後の方針

a+ 既に ・地域における森林が有する多面的機 ・引き続き、民有林と国有林との連携を
達成済み 能の持続的発揮を図るため、民有林と 図り、森林共同施業団地の設定を推進
国有林との連携した効率的な森林整備 する。
を行う森林共同施業団地の設定を推進
した。

a+ 既に ・GPG-LULUCFの改訂（平成25年京都
達成済み 議定書補足的方法論ガイダンス）に係る
執筆者会合で我が国の経験等について
プレゼンを行うなど、作業の進捗に貢献
したほか、政府レビュー等に積極的に対
応した。
・平成25年10月のIPCC第37回総会（グ
ルジア）において同ガイダンスが承認さ
れ、同年11月のCOP19（ポーランド）にお
いて先進国による同ガイダンスの活用
が合意された。

施策の取組状況と成果

A-1 a+ 既に ・森林経営計画作成の中核を担う森林
B-2 達成済み 施業プランナーの育成に取り組んでいる
D-1
（森林施業プランナー数（累計）：2,299人
（令和元年度末時点））。
・森林整備地域活動支援対策におい
て、森林経営計画の策定による施業の
集約化、境界の確認等、林業事業体等
の諸活動に対して重点的に支援を実
施。
・森林経営計画の策定による施業の集
約化等に必要な活動を支援することで、
適時適切な森林整備が図られ生物多様
性を含めた森林の多面的機能の発揮に
なし a+ 既に 貢献。
・公共建築物等の各分野における木材

B-2

なし

D-2

国別
達成評価
5 なし 目標

○ ○

4

基本戦略への該当

○

1

119 ○ 流域を単位として民有林と国有林の連携を図りつつ多様な課
題やニーズに対応するため、関係者間の合意形成や上下流の連
携強化に向けた取組を推進します。
また、民有林と国有林で一体的な森林整備を進めるため、計画的
な路網の整備や間伐等の森林施業を行う森林共同施業団地の設
定等を推進します。（農林水産省）

118 ○ 国際的な気候変動対策を進めるための技術的ベースとなる
IPCCガイドライン（森林分野）の改訂作業へ積極的に参画します。
（農林水産省、環境省）

施策
番号

数値
目標
番号

具体的施策

○

○

○

133 ○ 都市と山村の交流等を通じた山村への定住を促進するため、
山村と山村、山村と都市との連携を深めるためのネットワーク化を
推進します。（農林水産省）

134 ○ 山村を活性化し、森林資源を適切に維持・管理するため、CSR
活動の一環としての森林の整備、森林環境教育、山村での体験活
動、健康増進や自然とのふれあいなどの都市住民等のニーズと、
地域ごとに異なる山村資源を適合させ、山村と都市の交流活動の
円滑化を推進します。（農林水産省）

○ ○

132 ○ 基幹産業である林業と木材産業の振興、木質バイオマスなど
の未利用資源を活用した産業の育成、山村や林家の貴重な収入
源である特用林産物の生産基盤の高度化などによる多様な就業
機会の確保を図る。また、エネルギー利用など新たな需要が見込
まれる木質バイオマスの安定供給や二酸化炭素吸収のクレジット
化を推進するほか、山村の資源を活用した地域住民による自主的
な起業を推進します。（農林水産省）

６ 人材の育成、都市と山村の交流・定住の促進
131 ○ 森林・林業に必要な人材の育成に向け、地域の森林･林業を牽
引するフォレスター、森林経営計画作成の中核を担う森林施業プラ
ンナー、間伐や路網作設等を適切に行える現場技能者の戦略的･
体系的な育成に取り組みます。（農林水産省）

○ ○

○

○

3

130 ○ 住民と鳥獣の棲み分け、共生を可能とする地域づくりに取り組
むため、地方公共団体、NPOなどと連携し、奥地国有林における野
生鳥獣の生息状況・被害状況の調査、生息環境の整備と鳥獣の
個体数管理などの総合的な対策を進めます。（農林水産省）

○

2

4

○

a+ 既に ・里山林資源を活用した山村地域の活 ・森林資源総合利用指針策定事業は平
達成済み 性化への取組等を推進しているほか、 成26年度で終了したが、今後も継続して
新たなJ-クレジット制度において、森林 取組を進めていく。
整備によるクレジット化を推進している。
・木質バイオマスを地域内で持続的にエ
ネルギーとして活用する「地域内エコシ
ステム」の構築等の取組に対し支援

・引き続き、森林総合監理士の育成を推
進する。
・引き続き、森林施業プランナーの育成
を推進する。
・引き続き、現場技能者の育成を推進す
る。

a+ 既に ・国有林野では、地方公共団体等の関 ・引き続き、地方公共団体等と連携しな
達成済み 係機関や学識経験者、NPO等との連携 がら、総合的な野生鳥獣対策を全国的
体制を構築し、モニタリング調査を通じ に推進する。
て野生鳥獣の生息状況等の把握を行い
つつ、被害箇所の植生保護、森林の保
全等の総合的な対策を推進した。

a+ 既に ・鳥獣の生息状況及び森林被害状況等 ・引き続き、関係省庁や多様な主体と連
達成済み の調査や、被害防止テープ巻といった地 携しながら、総合的な野生鳥獣対策を
域の主体的な防除活動、地域関係者と 推進する。
連携した鳥獣被害対策を実施するととも
に、鳥獣の生息環境にも配慮した広葉
樹林の育成などを推進した。

a+ 既に ・鳥獣の生息状況及び森林被害状況等 ・引き続き、関係省庁や多様な主体と連
達成済み の調査や、被害防止テープ巻といった地 携しながら、総合的な野生鳥獣対策を
域の主体的な防除活動、地域関係者と 推進する。
連携した鳥獣被害対策を実施するととも
に、新たな防除技術の開発・普及、防除
技術者の養成、監視・防除体制の整備
などを促進した。

a+ 既に ・森林病害虫防除対策の推進、林野火 ・引き続き森林病害虫等被害対策事業
達成済み 災の予防による森林の保全を推進した。 等を推進する
また、マツノザイセンチュウ抵抗性品種
を令和２年3月時点で517品種開発して、
普及に向けた取組を行った。

a+ 既に ・山崩れ、地すべり、土石流等による被 ・引き続き、治山事業により森林の適切
達成済み 害の防止・軽減を図るための治山施設 な保全を推進。
の整備や水土保全機能の低下した保安
林の整備等を行う治山事業の実施によ
り、森林を適切に保全。

a+ 既に ・山村の地域住民がＮＰＯ等と連携して ・今後も継続して取組を進めていく。
達成済み 実施する、地域の森林保全管理等の取
組への支援を通じて、山村住民同士あ
るいは山村と都市との連携の強化を
図っている。
なし a+ 既に ・地域住民がＮＰＯ等と連携して実施す ・今後も継続して取組を進めていく。
達成済み る、地域の森林保全管理等の取組に対
し国が支援を行っている。

なし

なし

課題と今後の方針

達成目標

当初値

−

−

−

①フォレスター認定人
数2,000人(令和2年度)
②森林施業プランナー
の認定人数：2,100人
（令和２年度）
③現場管理責任者等
の育成人数：5，000人
（令和２年度）

−

−

−

−

−

−

−

−

①フォレスター認定人数：
０人（平成25年度認定開
始予定）
②森林施業プランナーの
認定人数：０人（平成24
年度認定開始予定）
③現場管理責任者等の
育成人数：436人（平成23
年度）

−

−

−

−

−

a+ 既に ・保安林の計画的な指定を推進し、森林 ・公益的機能の発揮が特に要請される 保安林面積：1,281万ha 保安林面積：1,202万ha
達成済み の適切な保全・管理を行うことで、森林 森林について計画的な保安林の指定を （令和５年度末）
（平成23年度末）
の有する多面的機能の発揮に貢献。
推進するとともに、保安林の現況や規制
に関する情報を効率的に管理することで
保安林の適切な管理を一層推進する。

施策の取組状況と成果

B-2 a+ 既に ・各種研修を通じて森林総合監理士
D-2 達成済み （フォレスター）を育成している。
・「現場技能者キャリアアップ・林業労働
安全対策」等を通じて施業集約化等を行
う森林施業プランナーを育成している。
・「緑の雇用」事業等を通じて間伐等を効
率的に行える現場技能者を段階的かつ
体系的に育成している。

B-1

なし

なし

なし

B-2

D-1

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

○

1

129 ○ 関係府省による鳥獣保護管理施策との一層の連携を図りつ
つ、鳥獣による被害及びその生息状況を踏まえた広域的かつ効果
的な被害対策に取り組むとともに、鳥獣の生息環境にも配慮し、広
葉樹林の育成などを推進します。（農林水産省）

５ 鳥獣による森林被害対策の推進
128 ○ 鳥獣による森林被害については、防護柵、食害防止チュー
ブ、忌避剤などの被害防止施設の設置や捕獲による個体数の調
整のほか、新たな防除技術の開発・普及、防除技術者の養成、監
視・防除体制の整備などを促進します。（農林水産省）

127 ○ 松くい虫被害拡大の先端地域における防除対策の重点化や保
全すべき松林などの重点化、地域の自主的な活動との連携協力
及びナラ枯れ対策の推進など、森林病害虫防除対策を一層推進
するとともに、林野火災の予防などにより森林の保全を適切に行い
ます。また、病害虫に対して抵抗性を有する品種の開発及び抵抗
性を有する種苗の普及を促進します。（農林水産省）

126 ○ 豪雨、地震、火山噴火、地すべり、流木などによる山地災害を
防止し、これによる被害を最小限にとどめ地域の安全性の向上に
資するため、治山施設の設置などを推進するとともに、ダム上流の
重要な水源地や集落の水源となっている保安林などにおいて、浸
透・保水能力の高い森林土壌を有する森林の維持・造成を推進
し、森林を適切に保全します。（農林水産省）

４ 森林の適切な保全・管理
125 ○ 特に公益的機能の発揮が要請される森林については、保安林
としての指定を計画的に推進します。また、保安林の機能の十分
な保全を図るため、衛星デジタル画像などを活用し、保安林の現
況や規制に関連する情報を効率的に管理する体制を整備すること
により、保安林の適切な管理を一層推進します。（農林水産省）

施策
番号

−

−

−

①フォレスター認定人数：
1,397人（令和元年度）
②森林施業プランナーの
認定人数：2,299人（令和
元年度）
③現場管理責任者等の
育成人数：3,128人（令和
元年度）

−

−

−

−

−

保安林面積：1,223万ha
(令和元年度末）

点検値

・森林・山村多面的機能発揮対策

・森林・山村多面的機能発揮対策

・森林資源総合利用指針策定事業
ほか
・木材需要の創出・輸出力強化対策
・林業・木材産業成長産業化促進対策

①現場技能者キャリアアップ・林業労働安
全対策
②「緑の雇用」新規就業者育成推進事業
現場技能者キャリアアップ・林業労働安全
対策事業

・森林整備・保全費

・林業・木材産業成長産業化促進対策交
付金
・シカによる森林被害緊急対策事業
・森林・山村多面的機能発揮対策
・森林整備事業（公共）

・林業・木材産業成長産業化促進対策交
付金
・シカによる森林被害緊急対策事業
・森林・山村多面的機能発揮対策
・森林整備事業（公共）

・森林病害虫等被害対策事業
・林業・木材産業成長産業化促進対策交
付金

・治山事業
・国有林野内治山事業費

・保安林整備事業委託費等

予算・税制等
事項名

9
10
11

3

数値
目標
番号

具体的施策

1

○

143 ○ 企業、生活者などのターゲットに応じた戦略的な普及や木質バ
イオマスの総合的な利用などを推進します。（農林水産省）

１０ 国産材の利用拡大を基軸とした林業・木材産業の発展
142 ○ 製材・加工体制の大規模化などを推進するとともに、消費者
ニーズに対応した製品開発や供給・販売戦略の強化を推進しま
す。（農林水産省）

141 ○ 森林の有する多面的機能や森林の現況などに関する情報を、 ○
各種メディアを通じて広くPRし、国民の森林及び林業に対する理解
と関心を深めます。（農林水産省）

140 ○ 国有林野においては、学校が行う体験活動のためのフィールド ○
を提供する「遊々の森」の設定や、森林管理局・署による森林・林
業体験活動、情報提供や技術指導などを推進します。（農林水産
省）

９ 森林環境教育・森林とのふれあいなどの充実
139 ○ 森林環境教育を推進するために必要な人材の育成及び人材
のネットワーク化を推進します。（農林水産省）

138 ○ 全国植樹祭の開催、NPO等の森づくり活動への支援などによ ○
り、次代を担う子供たちをはじめ、幅広い国民に対し、森林・森林づ
くりに対する理解の醸成を図ります。（農林水産省）

○

2

○

○

○

3

4

なし

なし

なし

課題と今後の方針

【施策番号55に同じ】

・価格、品質・性能、価値提供等の面か
ら選択される木材製品の供給体制の整
備、国産材率の低い部材の開発・普及、
地域材に対する意匠性の付加、新たな
木質部材の開発・普及、公共建築物・非
住宅建築物・土木・エネルギー分野での
木材利用、付加価値の高い木材製品の
輸出促進等を推進する。

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

・全国18地域において、
フィールドの整備及び学
習・体験プログラムの作
成等を実施
・「遊々の森」の協定実績
172箇所（平成22年度末）
・教育関係機関等との連
携による森林環境教育
参加者数12万人（平成22
年度実績）
・「ふれあいの森」の協定
実績137箇所（平成22年
度末）
・「『学校林・遊々の森』全
国子どもサミット」を開催

−

・法人の森林新規設定3
箇所、9ha（平成23年度
実績）累現契約計：499箇
所2,352ha
・「ふれあいの森」の協定
実績137箇所（平成22年
度末）
・「木の文化を支える森」
の協定実績22箇所（平成
22年度末）
−

−

−

当初値

a+ 既に ・木質チップの製造施設など関連施設の ・未利用間伐材等が年間2,000万㎥程度 木質バイオマス利用量 木質バイオマス利用量
達成済み 整備や木質バイオマスを地域内で持続 発生している状況。このため、従来であ （間伐材等由来）：600 （間伐材等由来）：55万
的にエネルギーとして活用する「地域内 れば林内に放置されていた国産材を活 万m3（平成32年）
m3（平成22年）
エコシステム」の構築等の取組に対し支 用する、地域に根差した木質バイオマス
援。
のエネルギー利用を推進。

a+ 既に 製材・合板工場の規模ごとの強みを活
達成済み かした木材加工・流通体制の整備、CLT
等新たな木質部材の開発・普及、需給
マッチングの円滑化等に支援を行った。

a+ 既に ・森林づくりの重要性などについて情報 ・引き続き国民の森林及び林業に対す
達成済み 発信する「フォレストサポーターズ」の
る理解と関心を深める。
メールマガジンを配信。
・国有林野における生物多様性保全の
取組等についてイベント等の機会を通じ
てPRを実施した。

・引き続き、森林・林業体験交流促進対
策を進めるとともに、「遊々の森」、「ふれ
あいの森」の設定等を推進する。

・今後も継続して取組を進めていく。

a+ 既に ・全国植樹祭、全国育樹祭、みどりの感 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 謝祭等の開催を支援。全国規模の緑化
行事を効果的に行うための関連イベント
等の実施を支援。

a+ 既に ・令和元年度末時点で「法人の森林」
・引き続き、「法人の森林」、「ふれあい
達成済み 472箇所、「ふれあいの森」131箇所、「木 の森」、「木の文化を支える森」の設定等
の文化を支える森」24箇所の設定を行 を推進する。
い、企業や地域住民、民間団体等の森
林づくりへの参画を促進した。また、森
林づくり活動により、生物多様性の保全
を推進した。

a+ 既に 【施策番号55に同じ】
達成済み

a+ 既に ・森林・林業基本計画・全国森林計画に ・適正な森林計画制度の運用を推進。
達成済み おいて、森林の有する生物多様性保全
機能や当該機能の発揮に資する森林に
誘導するための森林施業について配慮
事項を記述。
・当該計画に基づき、適切な森林の整
備・保全を行うことで生物多様性を含む
森林の有する多面的機能の発揮に貢
献。
・森林認証取得や普及促進に向けたガ
イドを作成のうえ、林野庁HP上に公開
し、認証制度等の普及促進を推進。

施策の取組状況と成果

a+ 既に ・地域の森林における森林環境教育の
達成済み 取組への支援等を通じて人材の育成を
図っている。
A-1 a+ 既に ・これまで全国30地域でフィールドの整
達成済み 備及び学習・体験プログラムの作成等を
実施するとともに、令和元年度末時点で
「遊々の森」154箇所、「ふれあいの森」
131箇所の設定を行い、令和元年度の
森林環境教育参加者数は約11万人で
あった。
・上記により、森林・林業体験活動や森
林づくり活動への参画を促進した。ま
た、森林づくり活動により生物多様性の
保全を推進した。

なし

なし

なし

C-1

B-2

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

８ 国民参加の森林づくりと森林の多様な利用の促進
137 ○ 国有林野においては、企業が社会貢献活動の一環として森林 ○
づくりを行う「法人の森林」の設定、自ら森林づくりを行いたいという
国民の要望に応えるためフィールドを提供する「ふれあいの森」の
設定、地域の歴史的建造物や伝統文化の継承に貢献するための
国民参加による「木の文化を支える森づくり」などを推進します。
（農林水産省）

136 ○ 国有林野においては、保護林や緑の回廊に設定されていない
渓流等水辺の森林等について、その連続性を確保し野生生物の
移動経路や種子の供給源等としての機能を果たすよう、天然林は
維持することとし、人工林は積極的に広葉樹の導入などを図りま
す。（農林水産省）

７ 施業現場における生物多様性への配慮
135 ○ 森林の有する多面的機能の持続的発揮を確保していくため、
森林計画制度の適切な運用を図るとともに、森林認証の取得など
現場での取組事例を紹介し、森林施業の実施に際しての生物多様
性保全への配慮を推進します。（農林水産省）

施策
番号

・森林・山村多面的機能発揮対策

・新たな森林空間利用創出事業

・木材産業・木造建築活性化対策
・林業・木材産業成長産業化促進対策
・合板・製材・集成材国際競争力強化対
策（補正）

・新たな森林空間利用創出事業

木質バイオマス利用量 ・木材需要の創出・輸出力強化対策
（間伐材等由来）：693万 ・林業・木材産業成長産業化促進対策
m3（令和元年）

−

−

−

【施策番号55に同じ】

・森林計画推進事業費

予算・税制等
事項名

・これまで全国30地域に ・森林・整備保全費
おいて、フィールドの整備
及び学習・体験プログラ
ムの作成等を実施
・「遊々の森」の協定実績
154箇所（令和元年度末）
・教育関係機関等との連
携による森林環境教育
参加者数約11万人（令和
元年度実績）
・「ふれあいの森」の協定
実績131箇所（令和元年
度末）

−

−

・「法人の森林」の設定実
績472箇所、2,339ha（令
和元年度末）
・「ふれあいの森」の協定
実績131箇所（令和元年
度末）
・「木の文化を支える森」
の協定実績24箇所（令和
元年度末）

−

−

点検値

数値
目標
番号

具体的施策

B-1

C-1

○

○

C-1

C-1

○

○

152 ○ 国有林野には、世界自然遺産に登録された屋久島、白神山
地、知床半島や小笠原諸島をはじめ、原生的な森林生態系や貴重
な野生動植物が生息・生育する森林が多く残されており、こうした
貴重な森林を「保護林」（大正４年制度創設）に設定し、保全・管理
を推進します。このような特別な保全・管理が必要な森林について
希少な野生動植物種の分布状況などを踏まえ、よりきめ細やかな
保護林の設定や区域の見直しを推進します。保護林については、
森林生態系の保護や遺伝資源の保存、高山植物など植物群落の
保護など設定の目的に応じて７つに分類し、基本的には自然の推
移に委ねるなどの取扱いを進めます。（農林水産省）
153 ○ 緑の回廊においては、針葉樹や広葉樹に偏らない樹種構成、
林齢や樹冠層の多様化を図ることとし、優れた林分の維持を図り
つつ人工林の中に自然に生えた広葉樹を積極的に保残するなど、
野生動植物の生息・生育環境に配慮した施業を行うとともに、森林
の状態と野生動植物の生息・生育実態の関係を把握して保全・管
理に反映するためのモニタリング調査を実施します。さらに、国有
林野だけでは緑の回廊としての森林の広がりを確保できない場合
などは、必要に応じて隣接する民有林へも協力を依頼し設定する
よう努めます。また、渓流等水辺の森林等について、その連続性を
確保することにより、よりきめ細かな森林生態系ネットワークの形
成に努めます。（農林水産省）

B-1

○ ○

151 ○ 住民と鳥獣の棲み分け、共生を可能とする地域づくりに取り組
むため、地方公共団体、NPOなどと連携し、奥地国有林における鳥
獣の生息状況・被害状況の調査、生息環境の整備と鳥獣の個体
数管理などの総合的な対策を進めます。（農林水産省）

【施策番号119に同じ】

課題と今後の方針

−

−

−

達成目標

国有林野における保安
林面積：682万ha
（平成22年度末）

−

【施策番号119に同じ】

当初値

a+ 既に 【施策番号51に同じ】
達成済み

a+ 既に 【施策番号85に同じ】
達成済み

【施策番号51に同じ】

【施策番号85に同じ】

【施策番号50に同じ】

【施策番号130に同じ】

a+ 既に ・「緑の回廊」においてモニタリング調査 ・引き続き、「緑の回廊」において、モニタ
達成済み を実施し、人工林内の広葉樹を積極的 リング調査等を行い、適切な保全・管理
に保残するなど、野生生物の生息・生育 を推進する。渓流沿いや尾根筋等の森
環境に配慮した施業を実施した。
林については、保護樹帯を設定し、森林
・また、民有林との連携・協力により緑の 生態系ネットワークの形成に努める。
回廊と隣接する民有林に緑の回廊が設 ・必要に応じて、隣接する民有林との連
定され、より広域的に生物多様性の保 携・協力を推進する。
全が図られた。
・国有林野においては、36箇所の渓流
沿いの森林をモデル的に保護樹帯等と
して設定し、連続性を確保し野生生物の
移動経路等として機能を果たすような生
物多様性が豊かな森林へと誘導する施
業を実施した。

a+ 既に 【施策番号50に同じ】
達成済み

a+ 既に 【施策番号130に同じ】
達成済み

−

−

−

−

−

−

−

【施策番号50に同じ】

−

−

−

−

a+ 既に ・国土の保全、水源のかん養等の機能 ・荒廃地等の復旧整備等を実施すること 山地災害防止機能等 ・山地災害防止機能等が
達成済み 発揮が特に必要な保安林などにおいて により、今後とも引き続き森林の山地災 が確保された集落数を 確保された集落数実績
治山事業を実施。
害防止機能等を確保する。
約５万６千集落に増加 約５万３千集落
させる（平成25年度） （平成22年度末）

a+ 既に ・国有林野における保安林において、適 ・引き続き、国土保全、水源かん養など
達成済み 切な保全管理のため間伐等を実施し
を図る上で、重要な国有林野を保安林
た。
に指定するとともに、その適切な保全管
理を実施する。

a+ 既に ・国有林野の多面的機能が十分に発揮 ・引き続き、国有林野の多面的機能が十
達成済み されるよう、人工林の間伐や針広混交 分に発揮されるよう、地域管理経営計画
林化、長伐期化など地域管理経営計画 等に基づいて多様な森林の整備・保全
等に基づいて多様な森林の整備・保全 を推進する。
を推進した。

a+ 既に 【施策番号119に同じ】
達成済み

施策の取組状況と成果

なし a 既に達 ・京都東山の国有林野において、地域 ・引き続き、里山林の整備・保全を推進
成済み の景観として求められるアカマツを主体 する。
とした林分とするため、残存するアカマ
ツと競合する樹木の除伐及びアカマツ
の天然更新を促す地拵作業を実施する
など、里山林の整備・保全を推進した。

○

150 ○ 京都東山の世界文化遺産の背景林であるアカマツ林や九州で
薪炭林として整備されていた広葉樹林など里山林の整備・保全を
推進します。（農林水産省）

なし

なし

なし

なし

国別
達成評価
5 なし 目標

148 ○ 地元住民からなる地域協議会、自然保護団体、林野庁が協定
を結び、生物多様性の復元と持続可能な地域社会づくりを目指す
「赤谷(あかや)プロジェクト」や、日本最大級の原生的な照葉樹林を
厳正に保護するとともに、照葉樹林を分断するように存在する二次
林や人工林をもとの照葉樹林に復元する「綾の照葉樹林プロジェク
ト」、台風による倒木被害森林の再生を行う「野幌森林再生プロ
ジェクト」、ニホンジカ被害跡地の森林再生と多様な森林整備を行
う「四万十くろそんプロジェクト」など、地域の自然環境保全や自然
再生のため地域住民や自然保護団体などと協働したモデルプロ
ジェクトを推進します。（農林水産省）
149 ○ 保護林においては、設定後の状況を的確に把握し、現状に応
じた保全・管理を推進するため、全国の保護林においてモニタリン
グ調査を実施します。さらに、保全・管理の一環として、保護対象種
の保護や生息・生育地の維持・保全のため、その特性に応じて、植
生の回復やニホンジカなどによる食害を防ぐための保護柵の設置
などを実施します。（農林水産省）

4

○

○

○

3

147 ○ 「森林整備保全事業計画」に基づき、国土の保全、水源の涵
養、生活環境の保全などの森林の持つ公益的機能の確保が特に
必要な保安林などにおいて、治山施設の設置や機能の低下した森
林の整備などを治山事業により推進します。（農林水産省）

2

基本戦略への該当

○

1

146 ○ 国有林野は国土保全、水源かん養などを図るうえで重要な位
置にあり、国有林野面積の約９割が保安林に指定されており、指
定目的の達成のためこれらの適切な保全管理を行います。（農林
水産省）

１１ 保護林や緑の回廊をはじめとする国有林野の管理経営の推進
145 ○ 奥地脊梁山脈や水源地域を中心に里山まで全国各地に広く
所在している国有林野において、多面的機能が十分に発揮される
よう、計画的かつ効率的な間伐の実施、伐採林齢の長期化、針葉
樹人工林において天然力を活用した広葉樹の導入を進めるための
抜き伐りを行い針広混交林へ誘導、自然の推移にゆだねるものな
ど地域管理経営計画等に基づいて多様な森林の整備・保全を推
進します。（農林水産省）

144 ○ 流域を単位として民有林と国有林の連携を図りつつ多様な課
題やニーズに対応するため、関係者間の合意形成や上下流の連
携強化に向けた取組を推進します。
また、民有林と国有林で一体的な森林整備を進めるため、計画的
な路網の整備や間伐等の森林施業を行う森林共同施業団地の設
定等を推進します。（農林水産省）

施策
番号

・森林整備・保全費
・森林整備事業費
・国有林野内治山事業費

・森林整備事業費

【施策番号119に同じ】

予算・税制等
事項名

−

【施策番号50に同じ】

−

−

−

−

・森林整備・保全費

【施策番号50に同じ】

【施策番号130に同じ】

・森林整備・保全費

【施策番号51に同じ】

【施策番号85に同じ】

山地災害防止機能等が ・治山事業費
確保された集落数実績 ・国有林野内治山事業費
約５万６千２百集落
（平成30年度末）

国有林野における保安
林面積：686万ha
（令和元年度末）

−

【施策番号119に同じ】

点検値

12

数値
目標
番号

具体的施策

159 ○ 木材などの林産物については、公益的機能の維持増進を旨と
する管理経営を進めることを基本として、自然環境の保全などに十
分な配慮を行いながら、木材など林産物の持続的・計画的な供給
に努めます。（農林水産省）

○

○

158 ○ 世界自然遺産に登録された森林を適切に保全管理するため
に、入山者から、立木の損傷や伐採などの異常を発見した場合の
情報を携帯電話で提供いただく「森林情報ポスト」を設置し、国民
各層と連携し国有林野の適切な管理を一層推進します。（農林水
産省）
なし

なし

なし

なし

C-1

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

a+ 既に ・平成28年5月24日に閣議決定された新 ・引き続き自然環境の保全に配慮した、
達成済み たな森林・林業基本計画では、10年後 林産物の持続的・計画的な供給を実施
の木材自給率の目標を約50%としてい する。
る。目標の達成に向け国産材の２割弱
を供給し得る国有林野事業として、林業
事業体による国産材の新規需要開拓等
地域の林業・木材産業への貢献を後押
しするため、製材工場等と協定を締結
し、安定的な供給に努めた。協定の実施
に当たっては、民有林所有者等との連
携による協調出荷や、燃料用チップを用
途とする未利用間伐材等の供給も行う
など、新規需要の開拓にも取り組んでい
る。

a+ 既に ・白神山地及び知床の世界自然遺産地 ・「森林情報ポスト」を活用し、国民各層
達成済み 域において、「森林情報ポスト」を設置 と連携して国有林野の適切な管理を推
し、国民各層と連携して国有林野の適切 進する。
な管理を推進した。

a+ 既に ・入り込み者が集中し、植生の荒廃など ・引き続き、巡視やマナーの啓発活動な
達成済み が懸念される国有林野において、国民 ど効果的できめ細やかな保全管理を推
から募集したグリーン・サポート・スタッフ 進する。
（森林保護員）が、人為による植生荒
廃、森林機能の低下を抑制・予防するた
めの巡視やマナーの啓発活動など効果
的できめ細やかな保全管理を行った。
（令和元年度における森林保護員：１４２
人）

a+ 既に ・入り込み者が集中し、植生の荒廃など ・引き続き、巡視やマナーの啓発活動な
達成済み が懸念される国有林野において、国民 ど効果的できめ細やかな保全管理を推
から募集したグリーン・サポート・スタッフ 進する。
（森林保護員）が、人為による植生荒
・森林の病虫獣害、山火事などの森林
廃、森林機能の低下を抑制・予防するた 被害の防止及び森林利用者への指導を
めの巡視やマナーの啓発活動など効果 推進する。
的できめ細やかな保全管理を行った。
・森林の病虫獣害、山火事などの森林
被害の防止及び森林利用者への指導を
実施した。

a+ 既に ・国有林野内に生息・生育している希少 ・引き続き、希少野生動植物種の保護管
達成済み 野生動植物種の保護管理に必要な巡視 理に必要な事業を推進する。
及び生息・生育環境の維持・整備等の
事業を実施した。

a+ 既に ・「保護林」を中心に生態系ネットワーク ・引き続き、原生的な森林生態系や希少
達成済み を形成する「緑の回廊」を設定し、より広 な野生生物等を保護する観点から「保
範で効果的な森林生態系の保護を実施 護林」や保護林を中心にネットワークを
した。
形成する「緑の回廊」において、モニタリ
ング調査等を行い、適切な保全・管理を
推進する。

国別
達成評価
5 なし 目標

○

4

C-2

○

3

○ ○

2

基本戦略への該当

○

1

157 ○ 世界自然遺産や日本百名山のように入り込み者が集中し、植
生の荒廃などが懸念される国有林野において、国民から募集した
グリーン・サポート・スタッフ（森林保護員）が、人為による植生荒
廃、森林機能の低下を抑制・予防するための巡視やマナーの啓発
活動など効果的できめ細やかな保全管理を行います。（農林水産
省）

155 ○ 貴重な野生動植物の保護などを進めるため、特に保護を重視
すべき野生動植物については、生息・生育状況の把握のための巡
視、生息・生育環境の維持、整備に必要な森林などの保護管理手
法の調査や具体的な森林の取扱方針の設定、また生息・生育環
境の維持・整備などを進めます。
例えば、長野県の南アルプスと八ヶ岳に生育し、個体数が著しく少
ないヤツガタケトウヒについて、稚樹の発生・成長促進を図るため、
更新環境や母樹育成に係る環境調査を実施します。
また、国内希少野生動植物種であるイヌワシ・クマタカについて
は、各地の国有林において、生息環境等の調査及び巡視をすると
ともに、必要に応じ、営巣地周辺の人工林において、採餌等に適正
な空間・照度を確保するための列状間伐等抜き伐りを実施し、生
息・生育環境を整備します。
さらに、熊本県や奈良県において、国内希少野生動植物種である
ゴイシツバメシジミの保護を図るため、生息状況等の調査や、食草
であるシシンランの挿し木繁殖手法、実生苗の移植繁殖手法の検
討とともに、シシンランの苗の移植や自然復帰作業を実施します。
（農林水産省）
156 ○ 国有林野を適切に保全・管理するため、関係機関やボランティ
ア団体、地元関係者などとも連携を図りながら、巡視や清掃活動、
マナーの啓発活動などを行います。
また、森林の病虫獣害、山火事などの森林被害の防止を図るとと
もに、森林の利用者の指導などを行うため、日常の森林巡視のほ
か、鳥獣保護区域内の狩猟などの違法行為あるいは高山植物の
盗掘の防止など、貴重な動植物の保護を目的としたパトロールを
実施します。（農林水産省）

154 ○ 野生動植物の生息・生育地を結ぶ移動経路を確保することに
より、個体群の交流を促進し種や遺伝的な多様性を確保するた
め、保護林を中心にネットワークを形成する「緑の回廊」（平成12
年制度創設）を設定するなど、より広範囲で効果的な森林生態系
の保護に努めます。（農林水産省）

施策
番号

−

−

−

−

−

達成目標

林産物の持続的・計画的
な供給を実施
国有林材の収穫量：769
万m3（平成23年度実績）

−

−

−

−

保護林面積：90万3千ha
（平成23年4月）
緑の回廊面積：58万6千
ha（平成23年4月）

当初値

予算・税制等
事項名

林産物の持続的・計画的
な供給を実施
国有林材の収穫量：859
万㎥（平成30年度実績）

−

−

−

−

・森林整備・保全費

・森林整備・保全費

−

・森林整備・保全費
・国有林野産物等売払及管理処分業務
費

・森林整備・保全費

保護林面積：97万8千ha ・森林整備・保全費
（平成31年4月）
緑の回廊面積：58万4千
ha（平成31年4月）

点検値

数値
目標
番号

１２ 森林資源のモニタリングの推進
170 ○ 全国約15,700点の定点プロットにつき、地況、植生、枯損木、
鳥獣の生息痕跡、病虫獣害などに係る調査を継続的に実施しま
す。また、成長予測や天然更新等の樹木の生態的特性に係る知
見の収集・分析といった地域森林計画の適切かつ円滑な作成を行
うことを目的とした、モニタリング調査を実施します。（農林水産省）

○

○

169 ○ 流域を単位として民有林と国有林の連携を図りつつ多様な課
題やニーズに対応するため、関係者間の合意形成や上下流の連
携強化に向けた取組を推進します。
また、民有林と国有林で一体的な森林整備を進めるため、計画的
な路網の整備や間伐等の森林施業を行う森林共同施業団地の設
定等を推進します。（農林水産省）

○

なし

○

B-2

なし

なし

なし

○

166 ○ 「森林環境保全ふれあいセンター」において、森林環境教育に ○
取り組む教育関係者の活動や、自然再生や生物多様性の保全に
取り組む市民団体の活動への支援を推進します。（農林水産省）
167 ○ 国有林野において、生物多様性の保全などより一層国民の求
める管理経営を行う観点から、これまでの取組、実績、現状を評価
した結果や、その他参考となる数値等の情報を積極的に提示しつ
つ、地域管理経営計画等の計画案の作成前の段階から広く国民
に意見を求める取組を進めるとともに、計画に基づく各種取組につ
いて、生物多様性の保全と持続可能な利用の推進の観点から、森
林計画区レベルで複数の指標により定量的に評価する仕組みの
検討を進めます。（農林水産省）

○

A-1

165 ○ 「レクリエーションの森」については、これからも利用者ニーズ ○
に即した魅力あるフィールドとして活用いただくために、リフレッシュ
対策を進めていきます。（農林水産省）

168 ○ 国有林野の管理経営に関する基本計画を定める際には、森林
における生物の多様性の保全等国有林野事業及び民有林に係る
施策の一体的な推進に配慮することとし、流域ごとの自然的特性
などを勘案しつつ、森林の整備・保全などを推進します。（農林水
産省）

A-1

・引き続き、森林土木工事における合法
性・持続可能性が証明された木材利用、
庁舎や内装の木造化・木質化を推進す
る。

課題と今後の方針

【施策番号86に同じ】

a+ 既に ・平成30年度で全国４巡目の調査を終
達成済み 了。令和元年度から５巡目の調査を開
始。

a+ 既に 【施策番号119に同じ】
達成済み

・引き続き調査を実施するとともに、調査
結果についての解析を通じて、森林資
源の把握に努める。

【施策番号119に同じ】

a+ 既に ・国有林野の管理経営に関する基本計 ・引き続き、国有林野の管理経営に関す
達成済み 画において、生物多様性の保全等公益 る基本計画に基づき取組を推進する。
重視の管理経営を一層推進することとし
ている。

a+ 既に ・国有林野の管理経営の指針や主要事 ・引き続き、開かれた「国民の森林」とし
達成済み 業量を定めた地域管理経営計画等の策 ての管理経営や国民視点に立った行政
定や変更に当たり、計画案を広く公表し を一層推進するとともに、生物多様性の
て国民の意見を聞くなど、双方向の情報 保全の取組の定量的な評価を開始す
受発信による対話型の取組を進めた。 る。
・国有林野における生物多様性の保全
の取組を定量的に評価する仕組みを整
備した。

a+ 既に 【施策番号86に同じ】
達成済み

a+ 既に ・令和２年4月1日時点で、620か所のレ ・引き続き地域と連携しつつ、利用者
達成済み クリエーションの森が設定されており、そ ニーズに対応した環境整備等を推進す
の中でも特に優れた自然景観を有する る。
箇所を「日本美しの森お薦め国有林」と
して平成29年度に選定し、利用環境の
向上等に取り組んだ。これらにより、自
然とのふれあい、自然の豊かさを実感で
きる機会を提供した。

a+ 既に ・これまで全国30地域でフィールドの整 ・引き続き、森林・林業体験交流促進対
達成済み 備及び学習・体験プログラムの作成等を 策を進めるとともに、「遊々の森」の設定
実施するとともに、令和元年度末時点 等を推進する。
で、「遊々の森」154箇所が設定されてお
り、自然体験や自然学習への参画を促
進した。また、森林づくり活動により生物
多様性の保全を推進した。

・引き続き「木の文化を支える森」の設定
等を推進する。

・引き続き、「法人の森林」の設定を推進
する。

a+ 既に ・令和元年度末時点で、「ふれあいの
・引き続き「ふれあいの森」の設定等を
達成済み 森」131箇所が設定されており、森林づく 推進する。
り活動への参画を促進した。また、森林
づくり活動により生物多様性の保全を推
進した。

a+ 既に ・平成25年度から令和元年度末までの
達成済み 期間において、新たに13箇所、94haの
「法人の森林」の設定を行い、企業や団
体等の森林づくりへの参画に努めた。
（令和元年度末時点の現契約計：472箇
所、2,339ha）
A-1 a+ 既に ・令和元年度末時点で、「木の文化を支
達成済み える森」24箇所が設定されており、森林
づくり活動への参画を促進した。また、
森林づくり活動により生物多様性の保全
を推進した。

164 ○ 学校と森林管理署とが協定を結び、さまざまな自然体験や自 ○
然学習を進めていただく「遊々の森」の設定を推進します。（農林水
産省）

163 ○ 歴史的に重要な木造建造物や、伝統工芸などの次代に引き継 ○
ぐべき木の文化を守るため、国民の参加による「木の文化を支える
森づくり」を推進します。（農林水産省）

○

施策の取組状況と成果

a+ 既に ・森林土木工事における木材利用を推
達成済み 進した。
森林土木工事における木材使用量
（年度実績）H24：56千m3、H25：85千
m3、H26：62千m3、H27：96千m3、H28：
70千m3、H29：54千m3、H30：41千m3、
R1：35千m3

国別
達成評価
5 なし 目標

なし

4

162 ○ 分収林制度を利用して、企業が社会に貢献するとともに社員
教育や顧客とのふれあいの場として森林づくりを行う「法人の森
林」の設定を推進します。（農林水産省）

3

なし

2

基本戦略への該当

161 ○ 自ら森林づくりを行いたいという国民の要望に応えるため、国 ○
有林野を森林づくりのフィールドとして提供する「ふれあいの森」の
設定を推進します。（農林水産省）

1
なし

具体的施策

160 ○ 国有林では、自ら行う治山事業などの森林土木工事における ○
木材利用や、庁舎や内装の木造化・木質化を推進するとともに、併
せて合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品の使用を推
進します。（農林水産省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

公共土木工事における
実績を平成16〜18実
績平均の1.5倍程度に
する（平成27年度）

達成目標

「ふれあいの森」の協定
実績131箇所
（令和元年度末）

工事費１億円当たりの木
材使用量：210m3/億円
（平成27年度）（平成16〜
18実績平均の約2.3倍）

点検値

−

【施策番号119に同じ】

−

−

−

−

【施策番号119に同じ】

・森林整備・保全費

【施策番号86に同じ】

「レクリエーションの森」 ・国有林野産物等売払及処分管理業務
設定箇所数620箇所（令 費
和２年4月1日）

・これまで全国30地域に ・森林整備・保全費
おいて、フィールドの整備
及び学習・体験プログラ
ムの作成等を実施
・「遊々の森」の協定実績
154箇所（令和元年度末）

「木の文化を支える森」
の協定実績24箇所
（令和元年度末）

−

−

−

予算・税制等
事項名

平成21年度より、全国３ 平成30年度で全国４巡目 ・森林生態系多様性基礎調査事業
巡目の調査を実施
の調査を終了

【施策番号119に同じ】

−

−

−

「レクリエーションの森」
設定箇所数1,099箇所
（平成23年4月1日）

全国18地域において、
フィールドの整備及び学
習・体験プログラムの作
成等を実施
「遊々の森」の協定実績
172箇所（平成22年度末）

「木の文化を支える森」
の協定実績22箇所
（平成22年度末）

「法人の森林」新規設定3 「法人の森林」設定実績
箇所、9ha（平成23年度 472箇所、2,339ha（令和
実績）
元年度実績）
累現契約計：499箇所、
2,352ha

「ふれあいの森」の協定
実績137箇所
（平成22年度末）

工事費1億円当たりの木
材使用量：169m3/億円
（平成22年度）（平成16〜
18実績平均の約1.8倍）

当初値

数値
目標
番号
13

具体的施策

176 ○ 森林の減少・劣化の主要な要因のひとつとなっている違法伐
採問題については、国際的な議論の場で重要性を主張し、国際的
な取組を喚起します。（農林水産省、外務省、環境省）

１３ 世界の持続可能な森林経営の推進
175 ○ すべてのタイプの森林の持続可能な経営の推進を目的として
設立された国連森林フォーラム（UNFF）などの国際対話に積極的
に参画します。（農林水産省、外務省、環境省）

174 ○ 自然環境保全基礎調査やモニタリングサイト1000などを実施
し、全国の森林を含めた自然環境をモニタリングします。（環境省）

○

3

173 ○ 森林空間データ、森林生態系多様性基礎調査の結果及びデジ
タル空中写真などを森林GIS上で統合的に扱うなど、森林資源情
報の効果的な活用を図ります。（農林水産省）

2

○

○

○

4

○

○

a+ 既に ・森林生態系多様性基礎調査（森林資
達成済み 源モニタリング調査含む）の三巡目まで
の結果などに基づき、ＦＡＯの「基準・指
標」に対応した。
・「2015年世界森林資源評価国別レポー
ト」を作成した。

施策の取組状況と成果
・「2020年世界森林資源評価国別レポー
ト」を平成30年に作成、FAOに提出済
（令和２年6月公表予定）。
・今後も、FAOの要請に応じてレポートを
作成。

課題と今後の方針

a+ 既に ・自然環境保全基礎調査の一環として
達成済み 植生図整備を推進しており、モニタリン
グサイト1000においては森林の生態系
を含め、日本を代表する生態系の全国
的なモニタリング調査を実施している。

・現在の取組を継続して進めていく。

a+ 既に ・定期的に開催される国連森林フォーラ ・持続可能な森林経営のための将来枠
達成済み ム（UNFF）の各会合に参加し、世界にお 組・実施手段などについて引き続き検討
ける持続可能な森林経営に関する政府 を行う。
間対話を実施。会合の議題に応じて「森
林に関する国際的な枠組」や「国連森林
戦略計画」の実施状況に関するインプッ
ト等を行った。UNFFの各会合の主な議
題は以下のとおり。
UNFF10（平成25年）：インドネシア政府と
共催で開催した国際セミナー「持続可能
な森林経営の挑戦」）について報告
UNFF11（平成27年）：平成27年以降の森
林に関する国際的な枠組を検討し、閣
僚宣言を採択。
UNFF特別会合（平成29年）：国連におけ
る森林に関する発の戦略計画である「国
連森林戦略計画2017-2030」を採択。ま
た、平成29年から令和２年までの４か年
作業計画を採択。我が国は、戦略計画
案検討の初期段階において専門家会合
をホストするなど、議論の進展に貢献し
た。
UNFF12（平成29年）〜UNFF14（令和元
年）：４か年作業計画や、同年に開催さ
れる「持続可能な開発に関するハイレベ
ル政治フォーラム」（HLPF）のテーマを踏
まえた技術会合・政策会合を開催。温暖
化の適応・緩和における森林分野の貢
献など、我が国の取組について報告を
なし a+ 既に 行った。
・平成23年に設立され、以降定期的に開 ・気候変動、生物多様性、砂漠化の問題
達成済み 催されているAPEC違法伐採及び関連す を含め、森林に関連する国際的な議論
る貿易に関する専門家グループでの議 の動向を見極めつつ、適切な文脈の中
論に貢献。また、平成29年10月に開催さ で違法伐採問題への取組の重要性を引
れた第４回APEC林業担当大臣会合に き続き主張していく。
おいても、森林に関する様々な課題の
中で違法伐採対策等の重要性を主張
し、採択されたソウル声明においては、
目指すべき活動の中に、違法伐採及び
関連する貿易への対処や合法木材の貿
易促進等に係る協力強化について盛り
込まれた。
・平成28年5月に開催されたG7伊勢志摩
サミットでは、持続可能な森林経営及び
違法伐採の根絶が首脳宣言に盛り込ま
れた。違法伐採に関する国際的な議論
の場で、持続可能な森林管理・再生促
進のための協力強化に貢献した。

なし

E-2

a+ 既に ・全国４巡目までを終えた森林生態系多 ・調査結果の解析や得られたデータの
達成済み 様性基礎調査の成果を踏まえ病虫害被 有効な活用について、引き続き取り組
害等の時系列的な把握を行った。
む。
B-2 a+ 既に ・森林生態系多様性基礎調査の結果を ・森林生態系多様性基礎調査の結果に
達成済み KML形式等に出力またはより詳細な解 ついて、森林計画制度を通じた生物多
析可能なGISデータとして利用可能な解 様性の保全を図る取組に活用していく
析プログラムを作成。
・森林の動態変化を視覚的にわかりや
すく把握することが可能となった。

B-2

なし

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

○

1

172 ○ 森林生態系多様性基礎調査の結果などを用いた森林の動態
解析手法を開発します。（農林水産省）

171 ○ 森林生態系多様性基礎調査（森林資源モニタリング調査含
む）の三巡目までの結果などに基づき、ＦＡＯの「基準・指標」に対
応した「2015年世界森林資源評価国別レポート」を作成し、わが国
及び世界における持続可能な森林経営の推進を図ります。（農林
水産省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

平成22年9月に開催され
たUNFF「持続可能な森
林経営のための実施手
段に関する非公式会合」
および平成23年1〜2月
に開催された第９回
UNFF会合に出席した。ま
た、持続可能な森林経営
のための実施手段等に
関する議論を行った。ま
た、平成23年3月に、イン
ドネシア共和国との共催
によりUNFFの活動に貢
献するための取組として
国際セミナー「持続可能
な森林経営の挑戦」を東
京にて開催

−

−

−

−

当初値

−

−

−

−

−

−

点検値

−

・自然環境保全基礎調査費
・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

・森林生態系多様性基礎調査事業

・森林生態系多様性基礎調査事業

−

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

施策の取組状況と成果

なし

・事務局として、基準・指標に沿って収集
されたデータのわかりやすい表示方法
について検討を行い、世界の持続可能
な森林経営の推進に向け、他プロセス
や国際機関と連携した国際取組を強化
する。

・今後も引き続き、途上国における森林
保全・造成や、違法伐採対策に関する
二国間の技術・資金協力、国際機関を
通じた多国間の支援を推進する。

課題と今後の方針

a+ 既に ・平成26年より「持続可能な森林経営に ・今後も引き続き対話を継続する。
達成済み 関する日中韓三か国部長級対話」を5回
にわたって実施。日中韓における合法
伐採木材の利用、気候変動対策や森林
空間利用などテーマ別に取組の紹介、
説明を通じて三か国の知見の共有、認
識の強化に努めてきたところ。

a+ 既に ・二国間協力については、ＪＩＣＡと連携
達成済み し，無償資金協力，各種技術協力を実
施（例：ベトナムにおける自然環境保全
プログラム（技術協力プロジェクト），課
題別研修（「地域住民の参加による多様
な森林保全」））。また、技術協力プロ
ジェクトに職員を派遣。
・林野庁とインド政府環境・森林・気候変
動省森林局との間で、生物多様性の保
全分野を含む相互協力を図っていくこと
について覚書を締結。
・多国間協力については、国際熱帯木
材機関（ITTO）を通じ、令和元年度に
は、森林保全や違法伐採対策等を目的
としたプロジェクト7件を支援。また、国連
食糧農業機関（FAO）に対しても、信託
基金によるプロジェクトへの任意拠出等
を実施しているほか，職員を派遣。
なし a+ 既に ・本プロセスの事務局として、他の国際
達成済み 的なプロセス（FAO、ITTO、フォレスト・
ヨーロッパ等）と連携し、森林資源共同
調査票（CFRQ）の作成を推進。2012年
（平成24年）12月、我が国でモントリオー
ル・プロセス技術諮問委員会をホストす
るとともに、CFRQパートナーシップ会合
及び国際報告に関する国際セミナーを
開催

なし

国別
達成評価
5 なし 目標

−

−

−

達成目標
二国間協力については、
持続可能な森林経営を
推進するため、（独）国際
協力機構を通じて、専門
家の派遣、研修員の受
入れ、機材の供与を有機
的に組み合わせた「技術
協力プロジェクト」のほ
か、開発調査、研修等を
実施。同様に、多国間協
力については、国連食糧
農業機関（FAO）及び国
際熱帯木材機関（ITTO）
に対して、信託基金によ
るプロジェクトへの任意
拠出等を実施。また、技
術協力プロジェクト及び
FAOに職員を派遣
本プロセスの事務局とし
て、本プロセスの指標の
改訂作業（〜平成20
年）、参加各国の第2回
国別報告の作成（平成21
年）、本プロセス総会開
催（５回、平成19〜23年）
等の活動を企画調整。ま
た、国連森林フォーラム
（UNFF）、他の国際的な
プロセス（ITTO、フォレス
−

当初値

−

−

−

点検値

−

−

・JICA運営費交付金の内数（外務省）
・ITTO拠出金（外務省・農林水産省）
・ITTO･CBD共同プロジェクト拠出金（外務
省）
・FAO拠出金（外務省・農林水産省）

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号
ー

185 ○ 農村環境全体で生物多様性の評価が可能な科学的根拠に基
づく指標や影響評価手法の開発を検討し、農業が生物多様性に果
たす役割を明らかにします。（農林水産省）

184 ○ 農用地及びその周辺環境の生物多様性を保全・確保できるよ
う、農薬の生物多様性への影響評価手法を開発します。（環境省）

○

○

B-2

a+ 既に ・委託プロジェクトの課題「生物多様性を ・引き続き委託プロジェクト研究等により
達成済み 活用した安定的農業生産技術の開発」 取組の推進を図る。
により生物多様性指標を平成25〜29年
度に開発。
・上記指標等を活用し農業が生物多様
性や生態系サービスに及ぼす影響の評
価手法の開発を実施。

B-2 a 既に達 ・地域固有の生物群集への農薬の影響
成済み を評価することができるメソコズム試験
法を開発した。
・地域において簡易メソコズム試験の実
証実験を実施し、メソコズム試験法のガ
イドライン案を取りまとめた。

−

−

−

−

−

−

・農研機構運営費交付金

第６節 田園地域・里地里山
（総括） 農業環境規範の普及・定着など環境保全に配慮した営農活動やエコファーマーなどの推進、緊急捕獲などの鳥獣被害防止対策の実施しました。また、里地・里山の保全再生活動への支援、地域資源を活用した環境教育やエコツーリズムを通じた地域づくりなどの取組を行ったほか、重要文化的景観の選定な
どを進めました。
１ 生物多様性保全をより重視した農業生産の推進
180 ○ 農薬・肥料などの生産資材の適正使用などを推進することが
○
B-2 b 進捗中 ・農業環境規範の普及・定着を図るた
・農業環境規範の取組は、農業生産工
−
−
−
−
重要であり、農業者ひとりひとりが環境保全に向けて最低限取り組
め、農林水産省が実施する補助事業等 程管理（GAP）の普及（施策番号189）に
むべき農業環境規範の普及・定着を図ります。（農林水産省）
の実施に当該規範を関連付けし、平成 包含されており、GAPの普及を通じて実
24年度は31事業、平成25年度は38事
施。
業、平成26年度は40事業、平成27年度
は34事業、平成28年度は37事業、平成
29年度は35事業において関連付け。
181 ○ 農薬については、毒性、水質汚濁性、水産動植物への影響、
○ なし b 進捗中 ・農薬登録に当たっては、我が国の営農 ・農薬登録に当たっては、我が国の営農
−
−
−
・消費・安全対策交付金のうち
残留性などを厳格に検査をしたうえで登録されており、さらに環境
形態等を踏まえ、環境への悪影響が生 形態等を踏まえ、環境への悪影響が生
農薬の適正使用等の総合的な推進
への影響が生じないよう、農薬ごとに農薬使用基準を定め、その遵
じないよう、農薬使用基準を適切に設定 じないよう、引き続き農薬使用基準を適
守を義務づけながら適正な使用の推進を図ります。（農林水産省）
した。また、農薬危害防止運動等を通じ 切に設定するとともに、農薬危害防止運
て、農薬の適正使用指導を推進した。平 動等を通じて、農薬の適正使用指導を
成30年12月には農薬取締法を改正し、 推進する。
再評価制度の導入、農薬の使用者や蜜
蜂等に対する影響評価の充実を図るこ
ととした。
182 ○ 「農薬取締法」に基づき、水産動植物の被害防止に係る農薬
○
B-2 b 進捗中 ・平成24年５月１日以降新たに281農薬 ・目標年次までに全ての農薬に対して登 全ての農薬について登 201農薬/543農薬
573農薬/591農薬
・農薬のリスク評価に係る事業
14
登録基準の設定を進めます。（環境省）
について基準値を設定し、91農薬につい 録基準値の策定が済むように適宜検討 録基準等を策定（令和 ※基準値設定および不 （令和２年3月）
て基準値設定不要と判断した。
会等を開催する。
２年）
要農薬数
（平成24年5月1日時点）
183 ○ 鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアルの策定、普及な
○ ○
B-2 a+ 既に ・「鳥類の農薬リスク評価・管理手法マ ・農薬メーカー等におけるマニュアルの マニュアルの策定
暫定マニュアルを策定中 マニュアルの策定
−
ど、環境に配慮した農薬のリスク管理措置の推進を図ります。（環
達成済み ニュアル」を策定した。（平成25年５月） 活用状況を把握する。
（平成25年度）
（平成24年5月1日)
（平成25年度）
境省）
・「鳥類の農薬リスク評価・管理手法マ
ニュアル」を基に、リスク評価を実施。

○

4

179 ○ 平成24年5月の第5回日中韓サミットにおいて、持続可能な森
林経営，砂漠化対処，野生生物保全に関する3カ国の協力を強化
することを決定した共同声明に基づき、持続可能な森林経営を推
進するための3カ国の対話を実施します。（農林水産省）

3

○

2

基本戦略への該当

178 ○ モントリオール・プロセスについては、2007年（平成19年）から、
わが国が事務局をホストし世界の持続可能な森林経営の確立に
向けてリーダーシップを発揮しつつ、森林経営の持続可能性を把
握・分析・評価するための「基準・指標」の策定・適用に向けたプロ
セス内外及び他の国際プロセス（ITTO、フォレストヨーロッパ）等と
連携した取組を推進します。（農林水産省）

1

○

具体的施策

177 ○ 途上国における森林保全・造成や、違法伐採対策に関する二
国間の技術・資金協力、国際機関を通じた多国間の支援を推進し
ます。（外務省、環境省、農林水産省）

施策
番号

○

189 ○ 農業環境規範の内容を盛り込んだ農業生産工程管理（ＧＡＰ）
の普及を推進します。（農林水産省）

施策の取組状況と成果

２ 生物多様性保全をより重視した土づくりや施肥、防除などの推進
193 ○ 土づくり及び施肥の推進については、耕畜連携の強化による
家畜排せつ物由来のたい肥や食品循環資源由来のたい肥の利用
の促進など土づくりに取り組むとともに、土壌診断に基づき、たい
肥などの有機質資材に含まれる肥料成分を勘案した合理的な施
肥を推進し、土壌微生物の生息数、多様性など土壌の生物的性質
を維持・向上させることなどにより、地力の維持・増進に努めます。
（農林水産省）

○

なし b 進捗中 ・堆肥による土づくりの促進を図るため、
強い農業づくり交付金において有機物
処理利用施設の整備支援を行った（1地
区）。
・土壌診断に基づく土づくりを推進するた
め、土づくり専門家のリスト化や土づくり
基礎知識の向上に必要な研修を実施し
た。
・全国的な土づくりの展開を図るため、
産地生産基盤パワーアップ事業におい
て、牛ふん堆肥等を実証的に活用する
取組を支援する予算を措置した。
・施肥体系転換推進のための施肥指導
体制の強化及び土壌診断等を活用した
施肥低減の取組等の適正施肥の取組
の支援を行った。（土壌診断による施肥
低減の取組実績地区数：227地区。減肥
栽培試験の実施県数：23、作物の種類：
10）
・適正施肥の推進のため、減肥基準策
定（改定）に向けた取組及び土壌診断等
を活用した施肥低減の取組等の支援を
行った。（減肥基準の策定（改定）に向け
た取組実績地区：２地区。土壌診断によ
る施肥低減の取組実績地区：22地区）

−

−

当初値

−

−

点検値

・有機農業推進総合対策

・環境保全型農業直接支払交付金

予算・税制等
事項名

・生産・加工・流通・小売及び消費を含む
サプライチェーン全体が持続可能な生
産と消費のあり方について、国民の理解
を促進するための情報を発信していく。

・科学的データに基づく土づくりを推進す
る環境を整備するため、土壌診断データ
ベースの構築や土壌の生物性評価手法
の検証等の取組を支援。

・引き続き、堆肥等を活用した土づくりの
促進を図るとともに、土壌診断に基づく、
適正施肥を推進。

−

里山林資源を活用した
持続可能な活動に取り
組む団体数を平成26
年度までに20％増加

−

−

−

里山林資源を活用した持
続可能な活動に取り組む
団体数：466（平成22年
度）

−

−

−

−

・強い農業づくり交付金
・生産環境総合対策事業のうち施肥体系
緊急転換対策
・生産環境総合対策事業のうち肥料対策
・スマート農業総合推進対策事業のうち
データ駆動型土づくり推進
・産地生産基盤パワーアップ事業のうち
生産基盤強化対策（全国的な土づくりの
展開）

里山林資源を活用した持 ・森林・山村多面的機能発揮対策
続可能な活動に取り組む
団体数は1,593団体（平
成26年度）であり、242％
増加した。

−

−

・令和12年までに「ほぼ全ての国内の産 GAP導入産地数：3,000 GAP導入産地数2,194産 GAP導入産地数2,832産 ・GAP拡大推進加速化事業
地で国際水準のGAPを実施」することを 産地（平成27年度）
地
地（平成27年度）
目標とし、都道府県によるGAP指導活動
（平成23年3月末時点、
等への支援や、GAP認証農産物を取り
福島県を除く）
扱う意向を有する実需者「GAPパート
ナー」の拡大等を推進することでGAPの
取組拡大を図る。

a+ 既に ・地域住民がＮＰＯ等と連携して実施す ・今後も継続して取組を進めていく。
達成済み る、地域の森林保全管理等の取組に対
し国が支援を行っている。

なし

−

−

達成目標

・エコファーマー累積新規認定件数につ エコファーマー累積新 エコファーマー累積新規 エコファーマー累積新規 ・農業改良資金（優遇措置）
いては毎年着実に増加してきたところで 規認定件数：34万件
認定件数：266,355件
認定件数：310,123件
あるが、新規認定件数は年々減少し、 （平成26年度）
（平成24年3月末）
（平成30年度）
2,345件となっているところ。

・国際水準の有機農業を推進するため、
有機農業に関わる人材育成、産地育
成、バリューチェーン構築のための取組
を支援。
・有機農業を地域振興に活用する自治
体のネットワーク等により、幅広い情報
共有を進める。

・引き続き、化学肥料・化学合成農薬の
５割低減の取組とセットで、生物多様性
保全等に効果の高い営農活動に対する
支援を推進。

課題と今後の方針

B-2 b 進捗中 ・生物多様性条約第１１回締約国会議で ・今後も継続して取組を進めていく。
は、我が国の提案により、内陸水に関す
る決議XI/23において、水田等の農業生
態系の重要性を認識するラムサール条
約の決議X/34を想起することが決定さ
れた。また、ラムサール条約締約国会議
などの場を通じて同決議X34の実施結
果及び推進の重要性について発信し
た。

B-2 b 進捗中 ・エコファーマー累積新規認定件数は毎
年着実に増加し、平成30年度末現在
310,123件の累積新規認定件数になった
ところ。
・エコファーマーが参加する全国ネット
ワークのセミナーに農水省も参画し、取
組状況の共有を行っていたが、令和２年
２月の交流会をもって解散した。
なし b 進捗中 ・平成29年度より、「東京2020大会に国
産農産物を十分に供給できる出荷量の
確保」を目標として掲げ、都道府県向け
交付金等によりGAP認証取得等を支
援。この結果、令和元年度末にGAP認
証取得経営体約7,200、都道府県GAP確
認経営体約17,000となった。

B-2 b 進捗中 ・環境保全型農業直接支払交付金の実
施面積は、平成24年度：41,439ha、平成
25年度：51,114ha、平成26年度：
57,744ha、平成27年度：74,180ha、平成
28年度：84,566ha、平成29年度：
89,082ha、平成30年度：79,465ha、令和
元年度：79,839haであった。
なし b 進捗中 ・民間団体による有機農業栽培技術の
手引きの作成を促し、３６都道府県にお
いて、これら手引きの活用又は独自の
栽培技術マニュアル等の作成を実施。
・４０都道府県において、有機農業等を
担当する普及指導員等を配置。
・有機農業や有機農産物等への実需者
の理解を増進するため、実需者向けの
講習会を令和元年度において2回実施。

国別
達成評価
5 なし 目標

192 ○ 地域住民を含む多様な主体の連携による里山資源の継続的
かつ多様な利用を促進します。（農林水産省）

○

4

A-1 b 進捗中 ・生物多様性に配慮した農林水産物で
あることをあらわす「生きものマーク」の
取組について、その事例や活動を実践
する際の要点をまとめた「生きものマー
クガイドブック」の配布等を通じて、農林
水産業と生物多様性の関係について国
民理解を促進した。

3

191 ○ 食料生産と生物多様性保全が両立する水稲作などの取組事 ○
例における生きものの生息・生育状況、周辺環境、営農履歴などを
紹介し、農業者に取組への理解と意欲を呼び起こすとともに、生物
多様性保全を重視して生産された農林水産物であることを表す「生
きものマーク」の活用などを通じて、こうした取組への国民の理解を
促進します。また、わが国の農林水産業の生物多様性保全への貢
献を国内外に発信します。（農林水産省）

○

○

188 ○ 土づくり、化学肥料及び化学合成農薬の使用低減に一体的に
取り組むエコファーマーについては、引き続き認定を促進するとと
もに、その取組を支援するため、全国のエコファーマーたちが連携
し、先進的な技術や経験の交流を通じて相互の研鑽を深めるとと
もに、消費者などへの理解を促進するためのネットワークを拡大し
ます。（農林水産省）

190 ○ 野生生物の生息地として好適な水田の環境を創出・維持する
農法や管理手法などについて事例を収集し、結果を生物多様性条
約やラムサール条約の会議などの国際的な場や一般向けに発信
することにより、その普及・定着を図ります。（農林水産省、環境省）

○

2

基本戦略への該当

187 ○ 化学肥料、農薬を使用しないことを基本として、農業生産活動
に由来する環境への負荷を大幅に低減し、多様な生きものをはぐく
む有機農業について、有機農業の技術体系の確立や普及指導体
制の整備、実需者の有機農産物への理解促進など農業者が有機
農業に積極的に取り組めるような条件整備を推進します。（農林水
産省）

1

○

具体的施策

186 ○ たい肥などによる土づくりと化学肥料・化学合成農薬の低減に
一体的に取り組む持続性の高い農業生産方式の導入の促進を図
り、化学肥料と化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則５割以
上低減する取組とセットで地球温暖化防止や生物多様性保全に効
果の高い営農活動に取り組む場合などの先進的な取組を推進しま
す。（農林水産省）

施策
番号

17

16

15

数値
目標
番号

具体的施策

1

202 ○ 有機農業をはじめとした環境保全型農業を推進するとともに、
農業者に対する生物多様性保全の視点に立った栽培技術の導入
に向けた支援など、生物多様性保全の取組を一層推進します。
（農林水産省）

６ 豊かな自然とふれあえる空間づくりの推進
201 ○ ほ場整備などの基盤整備において、水田や水路、ため池等の
水と生態系のネットワークの保全のため、地域全体を視野に入れ
て、地域固有の生態系に即した保全対象種を設定し、保全対象種
の生活史・移動経路に着目・配慮した基盤整備を、地域住民の理
解・参画を得ながら計画的に推進します。（農林水産省）

４ 水田や水路・ため池などの水と生態系ネットワークの保全の推進
199 ○ 森林から海まで河川を通じた生態系のつながりのみならず、河
川から水田、水路、ため池、集落などを途切れなく結ぶ水と生態系
のネットワーク保全のため、地域全体を視野に入れて、地域固有
の生態系に即した保全対象種を設定し、保全対象種の生活史・移
動経路に着目・配慮した基盤整備を、地域住民の理解・参画を得
ながら計画的に推進するとともに、生物多様性に一層配慮した生
産や維持管理活動を支援します。また、冬期湛水用水等、生態系
保全に資する用水を取得する取組を支援します。（農林水産省）
５ 農村環境の保全・利用と地域資源活用による農業振興
200 ○ 適正な農業生産活動の継続による耕作放棄地の発生防止や
多面的機能の確保を図る観点から中山間地域などへの支援を行
います。また、過疎化・高齢化等の進行に伴う集落機能の低下に
より、農地・農業用水等の資源の適切な保全管理が困難となる
中、地域の農業者だけでなく多様な主体の参画を得て、地域ぐる
みでこれら資源を保全管理する取組と併せて、水質保全や生態系
保全等の農村環境の向上に資する取組を行う集落を支援します。
さらに、グラウンドワーク活動等に見られるような集落・民間企業・
行政等が協働して行う農村環境を活用した取組を支援します。（農
林水産省）

198 ○ 鳥獣被害防止特措法により、市町村が作成する被害防止計画
に基づき、人と鳥獣の棲み分けを進める里地里山の整備などによ
る生息環境管理の対策、鳥獣の捕獲や捕獲された個体の処理加
工施設の整備などによる個体数調整の対策、防護柵の設置など
による被害防除の対策を総合的に支援します。（農林水産省）

３ 鳥獣被害を軽減するための里地里山の整備・保全の推進
197 ○ 農地に隣接した藪の刈払いなど里地里山の整備・保全の推
進、生息環境にも配慮した針広混交林化、広葉樹林化などの森林
の整備・保全活動を推進します。（農林水産省、環境省）

3

○

課題と今後の方針

なし

・引き続き、対象鳥獣の捕獲、防護柵の
設置その他被害防止計画に基づく被害
防止施策を適切に実施する「鳥獣被害
対策実施隊」の設置を促進するととも
に、被害防止計画に基づく取組を総合
的に支援する。

・引き続き、森林整備事業や森林・山村
多面的機能発揮対策等により、針広混
交林化、広葉樹林化などによる多様な
森林づくりを推進する。

b 進捗中 ・環境保全型農業直接支払交付金の実
施面積は、平成24年度：41,439ha、平成
25年度：51,114ha、平成26年度：
57,744ha、平成27年度：74,180ha、平成
28年度：84,566ha、平成29年度：
89,082ha、平成30年度：79,465ha、令和
元年度：79,839haであった。

・引き続き、化学肥料・化学合成農薬の
５割低減の取組とセットで、生物多様性
保全等に効果の高い営農活動に対する
支援を推進。

a+ 既に ・平成24年度から令和元年度までに、累 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 計7８地区において、特徴的な希少生物
の保全に配慮した用排水路、ため池、ビ
オトーブ、水路整備を実施した。

a+ 既に ・地方公共団体等が積極的に制度の推 ・引き続き高齢化により荒廃農地の増加
達成済み 進を図ったことにより、交付面積が拡大 等が懸念されている中山間地域等にお
したため、着実な施策の推進が図られ いて、農業生産の維持を図りながら、多
た。
面的機能の確保を行う。また、令和元年
・対策期間の目標値（平成24〜H28年度 度に実施した最終評価等の結果を踏ま
において約1,000万人）を達成した。
えて見直した制度の取組を推進し、引き
続き中山間地域等の農用地面積の減少
を防止する。
・また、地域共同による農地・農業用水
等の地域資源の保全管理を引き続き推
進する。

a+ 既に ・平成24年度から令和元年度までに、累 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 計7８地区において、特徴的な希少生物
の保全に配慮した用排水路、ため池、ビ
オトーブ、水路整備を実施した。

B-1 b 進捗中 ・鳥獣被害防止特措法により、市町村が
作成した被害防止計画に基づく地域ぐる
みの総合的な取組等を、鳥獣被害防止
総合対策交付金にて支援した。（R1:102
億円、R2:100億円）
・被害防止計画の作成市町村数：1,489
（R1.10.31）
・鳥獣被害対策実施隊の設置市町村
数：1,203（R1.10.31）

B-2 a+ 既に ・森林整備事業や森林・山村多面的機
D-1 達成済み 能発揮対策等により、針広混交林化、
広葉樹林化などによる多様な森林づくり
を推進。

a+ 既に ・平成17年度からＩＰＭの全国的な普及・ ・令和元年度までに、IPM実践指針は、
達成済み 定着を図るために、病害虫の防除の推 38の都府県において、316種類が策定さ
進を支援する事業を開始しており、都道 れた。その他の9道県においても、IPM実
府県におけるＩＰＭ実践指標の策定経費 践指標とは体裁が異なるIPM防除技術
を助成している（令和元年度までに316 マニュアル等が策定され、47都道府県
種類のＩＰＭ実践指標策定）。また、併せ においてIPMの考え方による防除が推
て都道府県におけるＩＰＭ実践地域の育 進されている。
成経費を助成している（令和元年度ま ・今後は、薬剤抵抗性病害虫をはじめと
で：20県138農業者団体）。
する農薬に頼れない病害虫等の新たな
防除対象について、これまでに培った
IPM防除技術が活用されるよう支援す
る。
A-1 b 進捗中 ・「生きものマークガイドブック」の配布等 ・生産・加工・流通・小売及び消費を含む
を通じて、農林水産業と生物多様性の サプライチェーン全体が持続可能な生
関係について国民理解を促進するととも 産と消費のあり方について、国民の理解
に、農林漁業に伴う生物多様性保全の を促進するための情報を発信していく。
取り組みについて情報収集を行った。

B-2

なし

○

施策の取組状況と成果

B-2 b 進捗中 ・土壌の肥沃度や土壌病害の発生・抑 ・引き続き委託プロジェクト研究等で対
止について、委託プロジェクト中の課題 応。
「有機農業を特徴づける客観的指標の
開発と安定生産技術の開発」や「土壌病
害虫診断技術等の開発」等により土壌
微生物相の解析を実施。

○

○

国別
達成評価
5 なし 目標

なし

4

○ ○

○

○ ○

2

基本戦略への該当

196 ○ このほかにも、冬期湛水をはじめ生きものをはぐくむさまざまな ○
農業技術が見られることから、これらの技術に関する情報や地域
での取組事例の収集・提供に努めます。（農林水産省）

195 ○ 病害虫などの防除については、病害虫・雑草の発生を抑制す
る環境の整備に努め、病害虫発生予察情報の活用やほ場状況の
観察による適切な防除のタイミングの判断に基づき多様な防除手
法による防除を実施する総合的病害虫・雑草管理（IPM）を積極的
に推進するとともに、天敵に影響の少ない化学合成農薬の利用な
どを推進します。これらの取組により、土壌微生物や地域に土着す
る天敵をはじめ農業生産環境における生物多様性保全をより重視
した防除を推進します。（農林水産省）

194 ○ 土壌の肥沃度や土壌病害の発生・抑止、物質循環に大きな関
わりを持つ土壌微生物について、農業生産への活用を図るため、
それらの働きの解明などの基盤技術の開発を推進します。（農林
水産省）

施策
番号
−

当初値

−

−

中山間地域等の農用
地面積の減少を防止：
7.7万ヘクタール（平成
22年度〜平成26年度）
地域共同活動への延
べ参加者数：約1,000万
人・団体以上（平成24
年度〜平成28年度）

−

−

−

−

−

９地区で事業を実施中
（平成24年度）

中山間地域等の農用地
面積の減少を防止：7.7万
ヘクタール
（平成23年度末）
地域共同活動への延べ
参加者数：191万人・団体
（平成23年度末）

−

−

−

−

IPM実践指標の策定自 36都府県
治体数：47都道府県
(平成24年5月現在)
（期限は定めるべきも
のではない）

左記の基盤技術の開
発：令和３年

達成目標

−

−

1091万人・団体(H24〜
H28)

7.5万ha（H27〜R1（推
計））

−

−

−

−

38都道府県
(令和元年10月現在)

−

点検値

19

18

数値
目標
番号

・環境保全型農業直接支払交付金

・農業競争力強化基盤整備事業費

・農地・水保全管理支払交付金(〜平成25
年度)
多面的機能支払交付金(平成26年度〜) 20

・中山間地域等直接支払交付金

・農業競争力強化基盤整備事業費

・鳥獣被害防止総合対策交付金

・森林整備事業
・森林・山村多面的機能発揮対策

・消費・安全対策交付金のうち病害虫防
除の推進

・委託プロジェクト研究「AIを活用した病害
虫早期診断技術の開発」のうち「AIを活用
した土壌病害診断技術の開発」

予算・税制等
事項名

具体的施策

4

〇

C-1

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

a+ 既に ・平成30年度までに、新たに都市公園等 ・緑の基本計画に基づき引き続き取組を
達成済み 整備面積：9,156ha、特別緑地保全地区 推進。
指定面積：448ha、近郊緑地特別保全地
区の指定面積：229ha、市民緑地の指定
面積：9.4haが増加し、拠点となる緑地の
保全・創出・再生を進めるとともに、都市
における水と緑のネットワークの形成を
推進した。

国別
達成評価
5 なし 目標

210 ○ 里地里山の自然環境の保全活動を地域に根付いた適切な維 〇 〇
持管理方法で進めるため、行政、地域住民、農林漁業者、ＮＧＯ、
土地利用者、企業などの多様な主体の連携による取組を進めるた
めの計画策定について支援します。（環境省）

なし b 進捗中 ・地域生物多様性保全活動支援事業
（平成26年度まで）及び生物多様性保全
推進支援事業（平成29年度から）によ
り、令和元年度までに15自治体に対し地
域連携保全活動計画作成の支援をして
おり、里地里山の保全活動が多く含まれ
ている。

・引き続き、生物多様性保全推進支援事
業による支援を図るとともに、「地域連携
保全活動計画作成の手引き」や関連パ
ンフレット等の媒体も活用し、計画作成
の促進に努める。

なし b 進捗中 ・平成24年9月から令和2年3月にかけ
・文化財の保存・活用の観点から地方公
て、重要文化的景観については、35件 共団体などと連携するとともに、生物多
選定した。
様性に係る関係機関と連携していく。
・平成16年度の制度発足より、全国の重
要文化的景観の選定件数は65件。平成
24年9月から令和2年3月で116.6％増加
し、効果をあげている。

○

209 ○ 文化的な価値を有する棚田、段々畑、集落等の景観を「重要
文化的景観」として選定し、保存・活用の推進を図ります。（文部科
学省、環境省）

b 進捗中 ・全国各地で取り組まれている特徴的な ・今後は、情報提供を行い、全国への波
事例を幅広く収集・分析し、検索可能な 及を図る。
データベースとして整理し、環境省の
ウェブサイトで発信した。

E-2

・モニタリングサイト1000については、現
在の取組を継続して進めて行く。また、
保全活用の目標設定等については、モ
ニタリングサイト1000の調査結果等を踏
まえ、引き続き検討を進めていく。

・今後は、情報提供を行い、普及・啓発
を図る。

208 ○ 里地里山の保全活動の促進を図るため伝統的生活文化の知 〇 〇
恵や技術の再評価、継承や地域資源としての活用を含め、全国各
地で取り組まれている特徴的な事例を幅広く収集・分析し、全国へ
の波及を図るために発信します。（環境省、文部科学省）

206 ○ 里地里山の保全再生活動への参加促進や担い手育成の支援 〇 〇
として、活動団体や活動場所の登録・紹介、里地里山の生態系管
理などに関する専門家などの人材登録・派遣を実施します。（環境
省）
207 ○ 地域のNPOや研究機関等によるモニタリングサイト1000（里地
〇
里山）の取組を進め、里地里山環境の指標となる動植物の生息・
生育状況を把握します。また、保全活用の目標設定や活動の取組
による推進効果の検証手法について検討します。（環境省）

・今後は、地域資源（里山資源）の活用
による持続可能な取組状況について普
及・啓発を図る。

なし b 進捗中 ・地域資源を活用した環境教育やエコ
ツーリズムの場の提供による地域づくり
を試行的に実施し、試行事例を整理し
た。草本質系のバイオマス利用の試行
的な取組については、平成24年度より
検討を実施した。また、平成28年度から
平成30年度にかけて「木質バイオマス資
源の持続的活用による再生可能エネル
ギー導入計画策定事業」の推進により、
地域資源（里山資源）の活用による持続
可能な取組を実施した。多様な主体が
共有の資源として利用・管理する新たな
枠組みの構築に向けた参考となるガイド
ラインを作成し、各地域へ普及を行っ
なし a+ 既に ・ホームページを開設し、保全再生活動
達成済み への参加促進や活動団体や活動場所
の登録・紹介、里地里山の生態系管理
などに関する専門家など情報提供を実
なし b 進捗中 ・モニタリングサイト1000（里地里山）に
おいて、全国の調査地点で日本を代表
する生態系のモニタリング調査を実施し
令和元年11月12日に公表した。また、保
全活用の目標設定等については、現
在、全国の里地里山の保全活用の実態
等の把握を行っている。

○

3

205 ○ 里地里山の新たな利活用の方策について、環境教育やエコ
〇 〇 〇
ツーリズムの場の提供、間伐材やススキなどのバイオマス利用な
ど具体的な地域での試行的な取組を通じて検討します。また、都
市住民や企業など多様な主体が共有の資源（コモンズ）として管理
し、持続的に利用する新たな枠組みを構築します。（環境省、文部
科学省、農林水産省、国土交通省）

2

基本戦略への該当

なし b 進捗中 ・特徴的な取組を行う里地里山の調査・ ・今後は、里地里山の保全について、森
分析を行い、未来に引き継ぎたい里地 里川海プロジェクトにより、普及・啓発を
里山として事例集を整理し、情報発信し 図る。
た。また、研修会の開催を平成25年度ま
で実施している。
また、平成26年度より里地里山の保全
を含めた「森里川海プロジェクト」を開
始。自然の恵みを支える社会づくりに向
けた取組として、意見交換会・公開シン
ポジウムを実施した。

1

204 ○ 全国の里地里山保全活動の取組の参考とするため、特徴的な 〇 〇
取組を行う里地里山の調査・分析を行い、未来に引き継ぎたい里
地里山として情報発信します。また、各地域の取組の課題を解決
するため、「里地里山保全再生計画策定の手引き」の活用を推進し
つつ、研修会の開催や講師の派遣による助言・ノウハウの提供な
どの技術支援を実施します。（環境省、文部科学省、農林水産省）

203 ○ 特別緑地保全地区等による緑地の保全及び都市公園の整備
等の生物の生息・生育地となるとともに都市における生物種の供
給源等となる緑地の確保を促進します。（国土交通省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

−

−

都市公園等整備面積：
118,165ha 、99,874箇所
（平成23年3月）
特別緑地保全地区：指定
面積2,369ha、419地区
（平成23年3月）
近郊緑地特別保全地区：
定面積3,517ha、27地区
（平成23年3月）
近郊緑地保全区域：指定
面積97,330ha、25区域
（平成23年3月）
歴史的風土特別保存地
区：指定面積6,428ha、60
地区（平成23年3月）
歴史的風土保存区域：指
定面積20,083ha、32区域
（平成23年3月）
市民緑地の契約締結面
積904,899㎡、162か所
（平成23年3月）
緑化地域制度：
60,425ha、3地域（平成23
年3月）

当初値

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

−

−

−

・(里地里山保全活用行動推進事業)
・生物多様性保全推進支援事業

・有形文化財等の保存整備等（文化的景
観保護関係）

・里地里山保全活用行動推進事業

・里地里山保全活用行動推進事業

・里地里山保全活用行動推進事業

・里地里山保全活用行動推進事業
・木質バイオマス資源の持続的活用によ
る再生可能エネルギー導入計画策定事
業

・里地里山保全活用行動推進事業

都市公園等整備面積： ・社会資本整備総合交付金
127，321ha 、110,279箇
所（平成31年3月）
特別緑地保全地区：指定
面積2,817ha、621地区
（平成31年3月）
近郊緑地特別保全地区：
定面積3,746ha、30地区
（平成31年3月）
近郊緑地保全区域：指定
面積97,330ha、25区域
（平成31年3月）
歴史的風土特別保存地
区：指定面積6,428ha、60
地区（平成31年3月）
歴史的風土保存区域：指
定面積20,083ha、32区域
（平成31年3月）
市民緑地の契約締結面
積998,770㎡、169か所
（平成31年3月）
緑化地域制度：
60,644ha、4地域（平成31
年3月）

点検値

数値
目標
番号

具体的施策

1

〇

〇 〇

215 ○ 里地里山の保全活動において発生する草木質系バイオマスの
有効活用手法の確立とその普及により草地の保全・利用の推進を
図ります。（環境省）

○

3

214 ○ 自然公園の保護管理において、阿蘇の草原景観など里地里山
景観の保全を推進します（環境省）

213 ○ 特別緑地保全地区等による緑地の保全及び都市公園の整備
等の生物の生息・生育地となるとともに都市における生物種の供
給源等となる緑地の確保を促進します。（国土交通省）

７ 草地の整備・保全・利用の推進
212 ○ 生産者や集落ぐるみによる草地の生産性・機能を維持するた
めの放牧の取組推進や草地の整備・保全に対する活動について
支援を行います。（農林水産省）

2

4

○

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

a+ 既に 【施策番号203に同じ】
達成済み

【施策番号203に同じ】

なし b 進捗中 ・里地里山の保全活動において発生す ・今後は、地域資源（里山資源）の活用
る草木質系バイオマス資源の有効活用 による持続可能な取り組み状況につい
手法について、平成24年度より検討して て普及・啓発を図る。
いる。
また、平成28年度から平成30年度にか
けて「木質バイオマス資源の持続的活
用による再生可能エネルギー導入計画
策定事業」の推進により、地域資源（里
山資源）の活用による持続可能な取組
を実施した。

なし b 進捗中 ・阿蘇くじゅう国立公園において、自然再 ・引き続き、草原の保全・再生を含め、多
生事業を実施し、阿蘇草原の保全・再 様な生態系を対象とする自然再生事業
生、草原景観の保全を推進している。
を推進する。

C-1

なし b 進捗中 ・耕作放棄地、野草地等の低・未利用地 ・引き続き生物多様性の維持を図りつつ
や水田等を有効に利用するなど、地域 飼料自給率の向上を図るため、放牧推
の実情に応じた飼料自給率の向上を推 進の取組を支援。
進するための草地の整備・保全や、放
牧の取組を支援。
・草地整備面積：2.0万ha（H29)
・放牧頭数：肉用牛11.3万頭（H29)
乳用牛29.5万頭（H29)

A-1 b 進捗中 ・全国ごみ不法投棄監視ウィーク（5月30 ・不法投棄等の防止に向けて、引き続
B-1
日〜6月5日）を設定し、市民、事業者、 き、監視活動や啓発活動に取り組む。
行政が連携して、監視活動や啓発活動
を実施した。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

211 ○ 里地里山の保全・利用のあり方を全国に発信・普及する中で、 ○
不法投棄などの生物の生息・生育環境を悪化させる行為を防止す
るための意識向上を図るとともに、不法投棄の防止に向けて地方
公共団体などとの情報交換・相互協力のネットワークを強化しま
す。（環境省）

施策
番号

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

【施策番号203に同じ】

−

不法投棄等の未然・拡大
防止対策を強化するた
め、「全国ごみ不法投棄
監視ウィーク」を設定する
等、国、都道府県や市民
等が連携して不法投棄
等の撲滅に向けた取組
を実施

当初値
・不法投棄等の未然防止等対策
・産業廃棄物不法投棄等防止ネットワー
ク強化事業

予算・税制等
事項名

−

−

【施策番号203に同じ】

・里地里山保全活用行動推進事業

・自然公園等事業費
(里地里山保全活用行動推進事業)

【施策番号203に同じ】

・肉用牛の放牧頭数が ・畜産生産力・生産体制強化対策事業
10.2万頭（H24）から11.3 （肉用牛・酪農基盤強化対策（放牧活用
万頭（H29) に増加（耕作 型））
放棄地、野草地、水田等
を活用した放牧は肉用牛
（繁殖牛）が中心となるた
め、肉用牛放牧頭数を点
検値とした）

−

点検値

数値
目標
番号

具体的施策

1

3

○

4

なし

なし

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

a+ 既に ・緑の募金等を通じてNPO等による森林 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み づくり活動に対して支援。

a+ 既に ・林業・木材産業の健全な発展と木材利 ・引き続き、林業の振興を図るととも、森
達成済み 用の推進を図るとともに、森林の整備・ 林の整備・保全を推進し、森林の有する
保全を推進し、森林の有する多面的機 多面的機能の持続的な発揮に努める。
能の発揮に貢献した。

国別
達成評価
5 なし 目標

−

−

達成目標

−

−

当初値

−

−

点検値

−

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

226 ○ 自然環境に関する詳細な調査、データの集積に取り組むととも
に、それを踏まえたうえで、必要に応じて、豊かな自然を保全でき
るような路線の選定や、地形・植生の大きな改変を避けるための構
造形式の採用に努めます。（国土交通省）

225 ○ 埋立造成地や工場などからの大規模な土地利用転換地など
の自然的な環境を積極的に創出すべき地域などにおいて、干潟や
湿地、樹林地の再生・創出など、生物多様性の確保に資する良好
な自然的環境基盤の整備を推進します。（国土交通省）

３ 緑地、水辺の保全・再生・創出・管理に係る諸施策の推進
224 ○ 都市における水と緑のネットワーク形成を推進するため、地方
公共団体が行う都市公園の整備、緑地の保全などを支援します。
（国土交通省）

○

○

○

○

222 ○ 緑の基本計画の実現を図るため、引き続き、緑地の保全や緑
化の推進を進めます。（国土交通省）

223 ○ 都市の生物多様性指標の提示等、地方公共団体における都
市の生物多様性の状況や施策の進捗状況等を把握し、都市の生
物多様性の確保の取り組みを促進します。（国土交通省）

○

○

221 ○ 未策定市町村における緑の基本計画の策定等を促進するとと ○
もに、既に策定済みの市町村についても、策定後一定期間が経過
したものについては、社会情勢の変化などに対応した見直しを進
めます。（国土交通省）

２ 緑地の保全・再生・創出・管理に係る総合的な計画の策定
220 ○ 平成23年に策定された「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」を踏まえ、生物多様性の確保に配
慮した緑の基本計画の策定を推進します。（国土交通省）

○

a+ 既に ・都市の生物多様性の確保に配慮した
達成済み 地方公共団体の「緑の基本計画」策定
支援の観点から、平成23年10月に「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」を策定し、加
えて、平成28年11月に「都市の生物多
様性指標（簡易版）」を、平成30年5月に
「生物多様性に配慮した緑の基本計画
策定の手引き」を策定しており、これらを
通じて地方公共団体の取組を推進した。
都市の生物多様性の確保の取組みを推
進した。

・「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」の普及
啓発に努め、生物多様性の確保に配慮
した緑の基本計画の策定を推進する。

【施策番号203に同じ】

a+ 既に ・平成30年度には新たに都市公園等整 ・生物多様性の確保に資する自然再生
達成済み 備面積が9,156ha増加し、生物多様性の 緑地整備事業を引き続き推進すること
確保に資する良好な自然的環境基盤の が必要。
整備を推進し、拠点となる緑地の保全・
創出・再生を推進した。

a+ 既に ・平成30年度までに、新たに都市公園等 ・緑の基本計画に基づき引き続き取組
達成済み 整備面積：9,156ha、特別緑地保全地区 みを推進する。
指定面積：448ha、近郊緑地特別保全地
区の指定面積：229ha、市民緑地の指定
面積：9.4haが増加し、拠点となる緑地の
保全・創出・再生を進めるとともに、都市
における水と緑のネットワークの形成を
推進した。

a+ 既に ・都市の生物多様性の確保に配慮した ・「都市の生物多様性指標（素案）」の普
達成済み 地方公共団体の「緑の基本計画」策定 及啓発に努め、都市の生物多様性の確
支援の観点から、平成23年10月に「緑 保の取り組みを促進する。
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」を、平成28年
11月に「都市の生物多様性指標（簡易
版）」を、平成30年5月に「生物多様性に
配慮した緑の基本計画策定の手引き」を

a+ 既に 【施策番号203に同じ】
達成済み

B-1 b 進捗中 ・環境と調和した道路の整備を進めるた ・現在の取り組みを継続して進めていく。
めに、計画を策定する段階において、地
元住民や関係機関等から環境面の意見
も聞きながら、手続きを進めた。

B-1

C-1

A-1

C-1

A-1 b 進捗中 ・緑の基本計画については、平成29年 ・緑の保全・創出の計画的実施を行うた
度までに新たに37市町村において策定 め、緑の基本計画の策定および見直し
され、拠点となる緑地の保全・創出・再 をより一層推進する。
生を進めるとともに、都市における水と
緑のネットワークの形成を推進した。

A-1

−

−

−

−

−

−

−

−

都市公園等整備面積：
118,165ha 、99,874箇所
（平成23年3月）

都市公園等整備面積：
118,165ha 、99,874箇所
（平成23年3月）
特別緑地保全地区：指定
面積2,369ha、419地区
（平成23年3月）
近郊緑地特別保全地区：
定面積3,517ha、27地区
（平成23年3月）
近郊緑地保全区域：指定
面積97,330ha、25区域
（平成23年3月）
市民緑地の契約締結面
積904,899㎡、162か所
（平成23年3月）

−

【施策番号203に同じ】

−

【施策番号203に同じ】

−

−

−

都市公園等整備面積：
127，321ha 、110,279箇
所（平成31年3月）

・道路事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金

・社会資本整備総合交付金

都市公園等整備面積： ・社会資本整備総合交付金
127，321ha 、110,279箇
所（平成31年3月）
特別緑地保全地区：指定
面積2,817ha、621地区
（平成31年3月）
近郊緑地特別保全地区：
定面積3,746ha、30地区
（平成31年3月）
近郊緑地保全区域：指定
面積97,330ha、25区域
（平成31年3月）
市民緑地の契約締結面
積998,770㎡、169か所
（平成31年3月）

−

【施策番号203に同じ】

緑の基本計画
緑の基本計画
策定自治体：662自治体 策定自治体：686自治体
（平成23年3月）
（平成31年3月）

緑の基本計画
緑の基本計画
策定自治体：662自治体 策定自治体：686自治体
（平成23年3月）
（平成31年3月）

218 ○ 特別緑地保全地区等による緑地の保全及び都市公園の整備
○
C-1 a+ 既に 【施策番号203に同じ】
【施策番号203に同じ】
−
【施策番号203に同じ】
【施策番号203に同じ】
【施策番号203に同じ】
等の生物の生息・生育地となるとともに都市における生物種の供
達成済み
給源等となる緑地の確保を促進します。（国土交通省）
第７節 都市
（総括） 生物多様性の確保に配慮した緑の基本計画の策定推進をはじめ、都市公園等の整備や特別緑地保全地区等の新規指定など、都市における緑地の確保や水と緑のネットワークの形成、生きものの生息・生育空間の確保を進めました。また、道路整備にあたっても動物のロードキルの回避をはじめ、生態系へ
の配慮や地域の環境と調和した緑化等の取組を行いました。
１ 都市におけるエコロジカルネットワークの形成
219 ○ 都市公園等、都市における緑地による生態系ネットワーク（エ
○
C-1 a+ 既に 【施策番号203に同じ】
【施策番号203に同じ】
−
【施策番号203に同じ】
【施策番号203に同じ】
【施策番号203に同じ】
コロジカルネットワーク）の形成を促進します。（国土交通省）
達成済み

2

基本戦略への該当

217 ○ NPO等による森林づくり活動など、国民が森林を身近に感じる ○
ための取組を促進します。（農林水産省）

８ 里山林の整備・保全・利用活動の推進
216 ○ 林業の振興を図る中で多様な生物の生育・生息環境を保全し
ます。（農林水産省）

施策
番号

C-1

○

○

C-1 b 進捗中 【施策番号58に同じ】

○

237 ○ 多様な主体により良好な緑地管理がなされるよう、管理協定制
度などの適正な緑地管理を進める制度の活用を図っていきます。
（国土交通省）
238 ○ 都市における水と緑のネットワーク形成を推進するため、地方
公共団体が行う都市公園の整備、緑地の保全などを支援します。
（国土交通省）

【施策番号224に同じ】

【施策番号58に同じ】

・引き続き活用化に向けて普及推進を図
る。

・緑の基本計画に基づき引き続き取組
みを推進。

引き続き、我が国の優れた下水道技術
の海外展開促進に資する取組について
適切に取り組み、水環境の改善を図る。

C-1 b 進捗中 ・令和元年度までの間に、近郊緑地特 ・緑の基本計画等に基づき引き続き取
別保全地区229ｈａが指定されるなど、生 組みを推進。
物の多様性を確保する観点から、近郊
緑地保全区域などの指定の促進に向け
た取組を推進し、連続性のある生きもの
の生息・生育空間を確保した。

a+ 既に 【施策番号224に同じ】
達成済み

C-1 b 進捗中 ・制度の普及啓発を行い、地方公共団
体における取組を支援した。

○

なし b 進捗中 ・ベトナム、インドネシア、カンボジアとは
協力覚書に基づく政府間協議や専門家
派遣を実施している。
・平成29年度より、我が国下水道技術へ
の理解醸成するため海外実証事業
(WOW TO JAPAN)を実施している。
・平成30年度より、下水道の主流化を目
指して、アジア各国※とアジア汚水管理
パートナーシップ（AWaP）を設立し、各国
の下水道に対する意識向上に向けた取
組を実施している。 ※ベトナム、インド
ネシア、カンボジア、ミャンマー、フィリピ
ン
C-1 a+ 既に ・平成30年度には、新たに、特別緑地保
達成済み 全地区指定面積：448ha、近郊緑地特別
保全地区の指定面積：229haが増加し、
都市域において拠点となる緑地の保全
を推進した。

236 ○ 生物多様性の保全に資する都市近郊の里地・里山などの自然
的環境を保全するため、緑地保全地域の指定を推進します。（国土
交通省）

239 ○ 行為規制に伴う損失補償や土地の買入れ、土砂崩壊防止施
設などの緑地の保全などに必要な施設の整備に対し、適正な補助
を行うとともに、生物の多様性を確保する観点から近郊緑地保全
区域などの指定の促進に向けた取組を進めます。（国土交通省）

・引き続き流域別下水道整備総合計画
の策定・見直しを進め、これに基づく下
水処理施設における高度処理を推進す
るとともに、下水道の普及促進や合流式
下水道の改善対策等を推進する。

なし b 進捗中 ・下水道事業による雨水貯留浸透施設 ・引き続き、雨水貯留浸透施設の設置や
の設置や雨水・下水処理水を利用した せせらぎ水路等の整備を推進する。
せせらぎ水路等の整備について補助制
度を設けている。

B-3 b 進捗中 ・流域別下水道整備総合計画の策定・
見直しを進め、これに基づく下水処理施
設における高度処理を推進しているとと
もに、下水道の普及促進や合流式下水
道の改善対策等を推進している。

なし b 進捗中 ・平成27年1月に放流水質を定める下水 ・より効果的な季節別運転を実施するた
道計画のマスタープランである流域別下 め、下水処理場における、さらなる運転
水道整備総合計画の指針を改訂し、海 情報やノウハウの共有を行う。
域の栄養塩類循環のバランスを取る必
要がある場合等において、季節別の処
理水質の設定を可能とした。また、平成
27年9月に「下水放流水に含まれる栄養
塩類の能動的管理のための運転方法に
係る手順書（案）」を策定し、栄養塩類の
能動的な管理の取組の水平展開を促
進。

なし b 進捗中 ・下水道事業による雨水貯留浸透施設 ・引き続き、雨水貯留浸透施設の設置や
の設置や雨水・下水処理水を利用した せせらぎ水路等の整備を推進する。
せせらぎ水路等の整備について補助制
度を設けている。

B-1 b 進捗中 ・道路整備にあたって周辺の自然環境 ・動植物の生息・生育環境の形成の取
の現状に配慮しながら、周辺の自然と一 組みを継続して進めていく。
体となった動植物の生息・生育環境が
形成できるような取組を推進した。

○

○

234 ○ 下水道の計画・建設から管理・運営に至るまで、わが国の産学
官のあらゆるノウハウを結集し、海外で持続可能な下水道システ
ムを普及させるための国際協力を推進します。（国土交通省）

課題と今後の方針

B-1 b 進捗中 ・道路事業に伴い発生した盛土のり面な ・地域の環境と調和した樹種を用いた緑
どについては、地域の環境と調和した樹 化等の取組みを継続して進めていく。
種を用いて緑化を推進した。

235 ○ 行為規制に伴う損失補償や土地の買入れ、土砂崩壊防止施
設などの緑地の保全などに必要な施設の整備に対し、支援を行う
とともに、生物の多様性を確保する観点から特別緑地保全地区の
指定の促進に向けた取組を進めます。（国土交通省）

○

○

232 ○ 下水道の整備による公共用水域の水質保全と併せ、湖沼や閉
鎖性海域における富栄養化の防止などに資する下水処理場の高
度処理化や合流式下水道の改善、ノンポイント対策を推進します。
（国土交通省）

233 ○ 下水処理水や雨水の再利用、雨水の貯留浸透による流出抑制
など、広域的な視点からの健全な水循環系の構築に向けて事業を
推進します。（国土交通省）

○

231 ○ 生態系への配慮が必要な水域において、なじみ放流（放流先の
生態などに配慮（水質、水温、発泡防止）した下水処理水の放流形
態（自然浄化、貯留池、浸透など））などの検討を推進します。（国
土交通省）

○

○

230 ○ 過密化した都市における貴重なオープンスペースである下水処
理施設の上部や雨水渠などの施設空間において、せせらぎ水路
の整備や処理水の再利用などによる水辺の保全・創出を図り、都
市における生物の生息・生育場所を関係者と連携し提供します。
（国土交通省）

施策の取組状況と成果

B-1 b 進捗中 ・道路において動物の生息地が分断さ ・生態系に配慮した道路の整備を継続し
れるような場合においては道路横断施 て進めていく。
設の設置や、侵入防止柵、注意標識の
設置により、生息地の分断回避とロード
キルの回避を図った。

国別
達成評価
5 なし 目標

○

4

229 ○ 地域によっては、道路整備にあたって周辺の自然環境の現状
に配慮しながら、植栽の樹種などを工夫することにより、動植物の
生息・生育環境の形成に積極的に取り組みます。（国土交通省）

3

○

2

基本戦略への該当

228 ○ 道路事業に伴い発生した盛土のり面などについては、既存ス
トックも含めて、地域の気候や土壌などの自然条件に最も調和した
植生の活用などにより再緑化を行い、できる限り自然に近い状態
に復元します。（国土交通省）

1
○

具体的施策

227 ○ 動物の生息域分断の防止や、植物の生育環境の保全を図る観
点から、動物の道路横断構造物や、動物注意の標識を設置するな
ど、生態系に配慮した道路の整備に努めます。（国土交通省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

近郊緑地保全区域面積：
97,330ha、25区域
（平成23年3月）
近郊緑地特別保全地区：
指定面積3,517ha、27地
区
（平成23年3月）

【施策番号224に同じ】

【施策番号58に同じ】

−

特別緑地保全地区面積：
2,369ha、419地区
近郊緑地特別保全地区
面積：3,517ha、27地区
（平成23年3月）

−

−

−

−

−

−

−

−

当初値

・下水道分野の水ビジネス国際展開経費

・社会資本整備総合交付金及び防災・安
全交付金

・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金
・下水道事業関係費

−

・社会資本整備総合交付金及び防災・安
全交付金

・道路事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金

・道路事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金

・道路事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金

予算・税制等
事項名

【施策番号224に同じ】

【施策番号58に同じ】

−

近郊緑地保全区域面積： ・社会資本整備総合交付金
97,330ha、25区域
（令和2年3月）
近郊緑地特別保全地区：
指定面積3,746ha、30地
区
（令和2年3月）

【施策番号224に同じ】

【施策番号58に同じ】

−

特別緑地保全地区面積： ・社会資本整備総合交付金
2,818ha、621地区
近郊緑地特別保全地区
面積：3,746ha、30地区
（平成3１年3月）

−

−

−

−

−

−

−

−

点検値

数値
目標
番号

○

○

○

○

○

○

○

244 ○ 風致地区は、樹林地、水辺地など、良好な自然環境を維持・創
出し、都市における生物の生息・生育の場を提供していることか
ら、今後も制度の的確な運用を図ります。（国土交通省）

245 ○ 平地林や屋敷林などの既存の緑地の保全のみならず、人工地
盤上や建築物敷地内においても積極的に市民緑地制度を活用し、
都市における生物の生息・生育域の保全・再生・創出を推進しま
す。（国土交通省）

246 ○ 都市においても農地は生物の生息・生育環境として評価するこ
とができるため、今後も生産緑地地区制度の的確な運用を図りま
す。（国土交通省）

247 ○ 市街地などに残された屋敷林などの比較的小規模な緑地につ
いても、特別緑地保全地区や市民緑地の活用を推進し、土地所有
者の意向に適切に対処しつつ、その保全を図ります。（国土交通
省）

248 ○ 緑化地域制度、緑化施設整備計画認定制度などの制度につ
いては、民有地の緑化を推進するために有効な制度であることか
ら、制度の普及も含めた一層の推進を図ります。（国土交通省）

249 ○ 屋上緑化や壁面緑化については、都市のヒートアイランド現象
の緩和効果の測定を通じた地球温暖化問題への貢献度や、生物
の生息・生育環境としての効果について、より実証的なデータの収
集を進め、その効果を把握し、一層の促進を図ります。（国土交通
省）

250 ○ 工場の立地に際しては、周辺地域の生活環境との調和を保つ
ため、工場立地法に基づき緑地の確保を図ります。（経済産業省）

○

○

243 ○ 都市における水と緑のネットワーク形成を推進するため、地方
公共団体が行う都市公園の整備、古都における歴史的風土の保
存などを支援します。（国土交通省）

４ 緑の保全・再生・創出・管理に係る普及啓発など
251 ○ 全国「みどりの愛護」のつどいについて、国営公園又は全国の ○
都市公園を会場として開催し、より一層国民のみどりに対する意識
の高揚を図っていきます。（国土交通省）

○

242 ○ 生物多様性にも貢献する歴史的風土を保存するため、地方公
共団体が行う行為規制に伴う損失補償や土地の買入れ、施設の
整備に対し、支援を行います。（国土交通省）

3

○

2

4

施策の取組状況と成果

a+ 既に ・平成29年度までに、新たに、市民緑地 ・緑の基本計画に基づき引き続き取組を
達成済み の契約締結件数：14件、市民緑地の指 推進。
定面積：10.8haが増加し、生きものの生
育・生息空間を確保した。

a+ 既に ・樹林地・水辺地など、良好な自然環境 ・緑の基本計画に基づき引き続き取組
達成済み の維持・創出に資する風致地区の指定 みを推進。
を推進し、連続性のある生きものの生
息・生育空間を確保した。

a+ 既に ・平成30年度までに、新たに都市公園等 緑の基本計画に基づき引き続き取組み
達成済み 整備面積：9,156ha、特別緑地保全地区 を推進。
指定面積：448ha増加。歴史的風土保存
の観点から緑地を指定し、一定の行為
を規制することで、都市における水と緑
のネットワーク形成を推進した。

・平成16年、平成29年の都市緑地法及
び都市公園法改正により都市の緑地の
保全及び緑化の推進を図る制度の充実
が図られており、それらを含めた各種施
策の総合的な展開をより一層推進する
ことが必要

・生物の生息空間の保全施策の強化が
必要。

・保全すべき区域における地域指定に
加え、生物の生息空間の保全施策の強
化が必要。

課題と今後の方針

A-1

なし

a+ 既に ・地域住民による緑化活動など、さまざ
達成済み まな普及啓発活動を通じて、国民のみ
どりに対する意識の向上および生物多
様性についての理解を促進した。

a+ 既に ・工場立地法に基づき、一定規模以上
達成済み の工場等に対する緑地規制を実施し、
緑地の保全を行っている。

・緑豊かで美しい都市環境の形成を行う
には、民間活動による緑地の保全、緑
化の推進等の取組が不可欠であり、今
後もより一層の普及啓発活動を実施し
ていくことが必要。

・工場立地法に基づき、緑地規制を実施
し、緑地の保全を行う。

D-2 b 進捗中 ・平成29年度までに、新たに、屋上緑化 ・効果の検証とともに引き続き取組みを
施工面積：213ｈａ、壁面緑化施工面積： 推進。
57ｈａが増加し、民有地も含めた緑化を
推進した。

・制度のより一層の運用に向けて普及に
努める。

a+ 既に ・平成30年度には、新たに、特別緑地保 ・緑の基本計画に基づき引き続き取組
達成済み 全地区指定面積：448ｈａ、市民緑地の指 みを推進。
定面積：9.4haが増加し、民有地における
緑地保全を推進した。

C-1 b 進捗中 ・平成30年3月までに、4件の緑化地域
制度が活用され、民有地における緑化
を推進した。

C-1

C-1 b 進捗中 ・平成29年度には、生産緑地法改正に ・緑の基本計画に基づき引き続き取組を
より小規模な農地の指定を可能にする 推進。
など、生物の生息・生育環境に資する生
産緑地地区の指定を推進し、生きもの
の生息・生育空間を確保した。

C-1

C-1

B-1

C-1 b 進捗中 ・歴史的風土保存の観点から緑地を指
定し、一定の行為を規制した上で、行為
規制に伴う損失補償や土地の買入れ、
施設の整備について支援した。

C-1 b 進捗中 ・令和元年度までの間に「首都圏の都市
環境インフラのグランドデザイン」および
「近畿圏の都市環境インフラのグランド
デザイン」に示された方向性等を踏ま
え、近郊緑地特別保全地区229ｈａを追
加指定し、大規模な緑地空間を確保し
た。
C-1 b 進捗中 ・近郊緑地保全区域内で、保全活動を
行う多様な主体との連携による、近郊緑
地の適切な管理・保全の施策を検討し、
緑地を保全・管理する活動について支
援した。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

241 ○ 近郊緑地保全区域では、生物多様性やその他さまざまな目的
のための活動が行われており、行為規制だけでなく管理協定制度
の活用や多様な主体との連携により、近郊緑地の適切な管理・保
全を図ります。（国土交通省）

1

○

具体的施策

240 ○ 首都圏及び近畿圏については、自然環境が有する多面的な機
能を活用した都市再生を図るため、それぞれの「都市環境インフラ
のグランドデザイン」から得られた知見などを踏まえ、保全すべき
区域について、必要に応じて近郊緑地保全区域などに指定すべく
検討を進めます。（国土交通省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

屋上緑化施工面積：
304ha
壁面緑化施工面積：39ha
(平成23年3月）

・社会資本整備総合交付金

【施策番号239に同じ】

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

屋上緑化施工面積：
517ha
壁面緑化施工面積：96ha
(平成30年3月）

−

−

−

−

緑地協定：4,929ha、1,596 ・社会資本整備総合交付金
件
特別緑地保全地区指定
面積：2,817ha、621地区
市民緑地の契約締結面
積：1,013,041㎡、176か所
保存樹指定：3，687本
保存樹林：293件
（平成31年3月）

市民緑地の契約締結面
積1,013,041㎡、176か所
（平成30年3月）
保存樹指定：3，743本
保存樹林：292件
（平成30年3月）
地区数61，207
面積12，972ha
（平成29年3月）

都市公園等整備面積： ・社会資本整備総合交付金
127，321ha 、110,279箇
所（平成31年3月）
特別緑地保全地区：指定
面積2,817ha、621地区
（平成31年3月）
近郊緑地特別保全地区：
定面積3,746ha、30地区
（平成31年3月）
近郊緑地保全区域：指定
面積97,330ha、25区域
（平成31年3月）
市民緑地の契約締結面
積998,770㎡、169か所
（平成31年3月）
風致地区
−
面積170,087ha
（平成30年3月）

歴史的風土特別保存地 ・社会資本整備総合交付金
区：指定面積6,428ha、60
地区（平成30年3月）
歴史的風土保存区域：指
定面積20,083ha、32区域
（平成31年3月）

【施策番号239に同じ】

【施策番号239に同じ】

点検値

緑化地域制度：
緑化地域制度：
60,425ha、3地域（平成23 60,647ha、4地域（平成30
年3月）
年3月）

緑地協定：5,755ha、1,886
件
特別緑地保全地区指定
面積：2,369ha、419地区
市民緑地の契約締結面
積：904,899ha、162か所
保存樹指定：70,917本
保存樹林：8,594件
（平成23年3月）

地区数64,787
面積14,248ha
（平成22年3月）

市民緑地の契約締結面
積904,899㎡、162か所
保存樹指定：70,917本
保存樹林：8,594件
（平成23年3月）

都市公園等整備面積：
118,165ha 、99,874箇所
（平成23年3月）
特別緑地保全地区：指定
面積2,369ha、419地区
（平成23年3月）
近郊緑地特別保全地区：
定面積3,517ha、27地区
（平成23年3月）
近郊緑地保全区域：指定
面積97,330ha、25区域
（平成23年3月）
市民緑地の契約締結面
積904,899㎡、162か所
（平成23年3月）
風致地区
面積169,599ha
（平成22年3月）

歴史的風土特別保存地
区：指定面積6,428ha、60
地区
歴史的風土保存区域：指
定面積20,083ha、32区域
（平成23年3月）

【施策番号239に同じ】

【施策番号239に同じ】

当初値

数値
目標
番号

3

4

施策の取組状況と成果

A-1

a+ 既に ・国土交通大臣賞「循環のみち下水道
達成済み 賞」にて広報等に係る優れた取組を実
施している自治体やNPO団体を表彰す
ることにより積極的に情報を発信した。

a+ 既に ・令和2年までに新たに77サイトが認定さ
達成済み れ、企業による緑地保全・再生活動を評
価する取組みを推進するとともに、講演
会等の広報活動を通じて都市開発にお
ける緑地の評価制度の普及に努め、生
物多様性に配慮した事業者、企業の活
動を促進した。
A-1 a+ 既に ・多様な主体による取組の推進に向けた
達成済み 支援制度や広報活動等を通じ、緑地保
全・再生・創出・管理の取組を支援した。

A-1

国別
達成評価
5 なし 目標

・引き続き「循環のみち下水道賞」におい
て様々な団体の広報等に係る優れた取
組を表彰し、積極的な情報発信に努め
る。

・緑豊かで美しい都市環境の形成を行う
には、民間活動による緑地の保全、緑
化の推進等の取組が不可欠であり、今
後もより一層の普及啓発活動を実施し
ていくことが必要。

・制度の一層の活用を促進する。

課題と今後の方針

−

−

−

達成目標

−

−

社会・環境貢献緑地評価
システム（SEGES）登録
件数：22件
（平成23年9月）

当初値

−

−

社会・環境貢献緑地評価
システム（SEGES）登録
件数：99件
（令和2年3月）

点検値

−

−

−

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

○

○

○

○

257 ○ 事業の計画・実施にあたっては、地域のNGOや関係団体、学 ○
識者などと広範かつ積極的な連携を図りつつ実施計画を定めるな
ど、できる限り科学的な知見に基づいて、幅広い地域合意のもとで
事業を進めていきます。（国土交通省）

258 ○ 自然のレスポンスを確認し、必要に応じてフィードバックを行う
順応的な管理を多くの事業で取り入れていきます。（国土交通省）

259 ○ エコロジカル・ネットワークの形成のため河川を上下流に分断
した施設に魚道を整備する取組をさらに進めるとともに、分断した
施設を含む河川の広い範囲で産卵場、生育場及び索餌場などの
生物の生息・生育環境を整備・改善する魚のすみやすい川づくりに
も取り組んでいきます。（国土交通省）

260 ○ 魚道や切り欠きの設置などによる河川に流入出する水路との ○
落差の解消、高水敷の切り下げによる小支川の再自然化などによ
り、河川と流域の水路、池、沼、田んぼなどとの水域の連続性の確
保に努め、関係機関が連携して、流域全体として連続性（エコロジ
カル・ネットワーク）を改善していきます。（国土交通省、農林水産
省、環境省）

263 ○ 優れた自然環境や社会的環境を持つ地域などの渓流におい
て、自然環境との調和を図り、緑と水辺の空間を確保することによ
る生活環境の整備、又は、景観・親水性の向上や生態系の回復な
どを図り、周辺の地域環境にふさわしい良好な渓流環境の再生を
目的として、水と緑豊かな渓流砂防事業などを推進します。（国土
交通省）

○

261 ○ ダム事業の実施にあたっては、計画段階より十分に自然環境
○
へ配慮するように慎重な検討を行うとともに、引き続き、事前の環
境調査、環境影響の評価などにより環境保全措置を講じるなど、
多様な生物の生息・生育環境に与える影響を可能な限り回避・低
減できるように努めていきます。また、供用後の調査成果をダム事
業の計画や影響評価に反映させるよう努めていきます。（国土交通
省）
262 ○ 都市周縁に広がる山麓斜面において、グリーンベルトとして一 ○ ○
連の樹林帯を整備することや荒廃地における樹林帯の整備など緑
化対策を推進することにより、土砂災害に対する安全性を高めると
ともに、無秩序な市街化の防止や都市周辺に広がるビオトープ空
間の保全・再生・創出など、良好な景観の保全に寄与します。ま
た、里地里山地域においては、社会環境の変化によって生活と一
体となった管理が不十分になり荒廃した流域斜面が拡大し、土砂
災害及び流木災害発生の恐れが高まっていることから、地域と協
働して、地域の間伐材を活用した斜面整備や風倒木の処理などを
実施することにより荒廃流域の復元や斜面からの土砂流出等を抑
制するための対策を推進することで地域防災力を高めるとともに、
自然環境や生物多様性の保全に寄与します。（国土交通省）

○

256 ○ 失われてきた河川などの良好な自然環境の再生を図るため、
エコロジカル・ネットワークの形成に取り組み、河川や湿地などの
保全・再生を重点的に実施します。（国土交通省）

○

○

○

・引き続き、多様な主体と連携しながら
広域的に生態系ネットワークを形成する
等、先進的な自然再生事業を推進して
いくものとする。

・引き続き、自然のレスポンスを確認し、
必要に応じてフィードバックを行う順応的
な管理を事業に取り入れていくものとす
る。
・引き続き、施設管理者等の関係機関と
連携し、魚類の遡上・降下環境の改善
等に取り組んでいくものとする。

B-1 b 進捗中 ・土砂流出に対する安全度の向上を図り ・引き続き、災害に対する安全性の向上
C-1
つつ、地域の特性を踏まえ、自然環境 を図りつつ、良好な渓流環境の再生を
や景観に配慮した施設整備等を実施し 図る。
ている。

・引き続き、災害に対する安全性の向上
を図りつつ、地域における市民、NPO等
と十分連携を図りながら、環境にも配慮
し事業を実施する。

a+ 既に ・ダム事業の実施にあたっては、専門家 ・引き続き、実施にあたっては、専門家
達成済み の意見を踏まえ、必要に応じて適切な措 の意見を踏まえ、必要に応じて適切な措
置等を実施し、生物の生息・生育環境に 置等を実施し、生物の生息・生育環境に
与える影響を可能な限り回避・低減でき 与える影響を可能な限り回避・低減でき
るように努めている。
るように努めていくものとする。

B-1 b 進捗中 ・当該施策を実施するにあたり、市民・企
C-1
業等と連携し樹林帯を整備することで社
会への浸透及び住民と自然の関係の再
構築の推進に努めている。

A-1

B-1 b 進捗中 ・施設管理者等の関係機関と連携し、魚 ・引き続き、施設管理者等の関係機関と
C-1
類の遡上・降下環境等の改善に取り組 連携し、魚類の遡上・降下環境の改善
んでいる。
等に取り組んでいくものとする。

B-1 a+ 既に ・自然のレスポンスを確認し、必要に応
C-1 達成済み じてフィードバックを行う順応的な管理を
E-2
事業に取り入れている。
B-1 b 進捗中 ・施設管理者等の関係機関と連携し、魚
C-1
類の遡上・降下環境等の改善に取り組
んでいる。

A-1 b 進捗中 ・地域のＮＧＯや関係団体、学識者等と ・引き続き、地域のＮＧＯや関係団体、
E-2
一体となり自然再生事業に取り組んで 学識者等と一体となり自然再生事業に
いる。
取り組んでいくものとする。

B-1 b 進捗中 ・多様な主体と連携した広域的な生態系
C-1
ネットワークを形成し、流域の自治体や
市民団体等と連携して生物の生息環境
を整備する等、先進的な自然再生事業
を推進している。

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

−

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

第８節 河川・湿原など
（総括） 河川管理にあたっての多自然川づくりの推進、魚類の遡上環境の改善や総合的な土砂管理など上流から下流に至る取組に努めているほか、水質の維持・改善や自然再生事業を実施しました。また、生物相をはじめとした各種調査結果の計画策定や事業実施への活用、地域における水辺に親しめる場・機会
の提供などを進めました。
１ 生物の生息・生育環境の保全・再生
255 ○ 「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、
○
B-1 b 進捗中 ・河川管理を行うにあたっては、多自然 ・引き続き、河川管理を行うにあたって
−
−
−
・治水事業等関係費
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
C-1
川づくりの推進を図っている。
は、多自然川づくりの推進を図っていくも
・社会資本整備総合交付金等
いる生物の生息・生育環境及び多様な河川景観を保全・創出する
のとする。
ために、河川管理を行うことをいいます。これはすべての川づくりの
基本であり、すべての一級河川、二級河川及び準用河川における
調査、計画、設計、施工・維持管理等の河川管理におけるすべて
の行為が対象となります。引き続きその取り組みの推進を図ってい
きます。（国土交通省）

254 ○ 地域住民や教育関係者、NPO等と連携し、多様な生態系の生 ○
息・生育場所の創出を図る場としての下水道施設の役割などにつ
いて、積極的に情報発信し、国民への理解に努めていきます。（国
土交通省）

○

2

基本戦略への該当

253 ○ 緑化活動に取り組む地域の団体に対して、緑の創出に必要な
苗木や機材などに係る助成などを行う民間における事業などを積
極的に支援し、都市における生物の生息・生育環境の形成に資す
る緑の創出を図ります。（国土交通省）

1

○

具体的施策

252 ○ 開発事業における緑に関わる取組を評価し、優秀な事例につ ○
いては認定・表彰することで事業者の努力を促すための都市開発
における緑地の評価制度について、制度の普及に努めます。（国
土交通省）

施策
番号

・土砂動態モニタリング調査、土砂の流
れの健全度評価、将来予測など実施す
るとともに、より有効な技術の検討・評価
を引き続き推進する。

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

当初値

b 進捗中 ・漁業者を中心とした地域の人々が実施 ・内水面魚類の生育環境の改善に向
する産卵場や種苗生産施設等の整備を け、現在の取組を継続して進めていく。
支援することにより、内水面の生態系保
全対策を講じています。

274 ○ 産卵場、種苗生産施設の整備や種苗放流の実施により、漁業
者を中心とした地域の人々によって、生物多様性に配慮した資源
増殖の取組を推進するなど、内水面の生物多様性を保全する取組
を推進します。（農林水産省）

・広域化しているカワウの分散を防止
し、漁業被害の軽減を図る。
・引き続き、水産疾病のまん延防止のた
めの検査及び調査等を行う。

b 進捗中 ・内水面漁業者の行うカワウ・外来魚の
駆除等の取組を支援することにより、外
来魚やカワウの被害防止対策を講じて
いる。
・アユ冷水病、コイヘルペスウイルス病
等の水産疾病について、検査及び発生
状況調査等を実施し、必要なまん延防
止措置を講じた。

・委託事業により得られた成果につい
て、今後現場での活動で活かせるように
普及していくとともに、漁場の耕うんにつ
いても継続して進めていく。

b 進捗中 ・モニタリングサイト1000の陸水域調査、 ・調査の継続。
ガンカモ類調査、磯・干潟・アマモ場・藻
場調査、サンゴ礁調査、シギ・チドリ類調
査、海鳥調査、ウミガメ調査等を実施。

−

−

−

−

−

−

−

−

・引き続き、国立・国定公園総点検事業 重要湿地500の見直し 重要湿地500の見直し情
に基づき、新たな国立・国定公園の指定 （平成26年度中）
報収集
または大規模な拡張を検討する候補地
国指定鳥獣保護区面積：
について検討や調整を進める。
582,409ha(平成24年9月）
・引き続き、「生物多様性の観点から重
ラムサール条約登録湿
要度の高い湿地」の普及啓発に努める
地面積：137,968ha(平成
24年9月）
国立公園面積：
2,093,363ha
国定公園面積：1,362,613
ha
（平成24年9月）
・認知度向上がまだ課題。関係自治体
−
−
への取組支援等を引き続き進めていく。

273 ○ 生物多様性の保全の観点を含めた広域的な視点に立って、食
害防止に向けた効果的なオオクチバス等外来魚の駆除やカワウ
の保護管理、アユ冷水病、コイヘルぺスウイルス病などに対する
疾病対策を推進します。（農林水産省）

E-2

なし b 進捗中 ・国立・国定公園総点検事業に基づき選
定した、国立・国定公園の新規指定や大
規模な拡張を検討する候補地には、湿
地や湿原を含めた。現在、候補地の国
立・国定公園の指定又は拡張に向けた
検討や調整を進めている。
・「生物多様性の観点から重要度の高い
湿地」の抽出作業及び公表に向けた地
方公共団体等との調整を行い、平成28
年４月に公表し湿地とその周辺における
生物多様性への配慮の必要性を普及啓
発した。
B-1 a+ 既に ・関係自治体の交流会等を企画、実施し
B-5 達成済み た。また、東アジア・オーストラリア地域
C-1
フライウェイ・パートナーシップ及び渡り
C-2
性水鳥重要生息地ネットワークに関する
リーフレットやポスターなどを作成し、普
及啓発を図った。

D-2 b 進捗中 ・釧路湿原及びサロベツ湿原の国立公 ・引き続き、湿原生態系の保全・再生を
園内において、継続的に湿原生態系の 含め、多様な生態系を対象とする自然
保全と再生を目的とする自然再生事業 再生事業を着実に推進する。
を実施。

b 進捗中 ・土砂動態モニタリング調査、土砂の流
れの健全度評価、将来予測など実施す
るとともに、より有効な技術の技術の検
討・評価に努めている。

・砂防堰堤の透過化を推進するととも
に、各種対策の組合せによる施設の機
能維持と安全や環境の確保を引き続き
推進する。

・技術開発を推進するとともに、関係機
関などの連携による山地から海岸まで
の一貫した総合的な土砂管理の取組を
引き続き推進する。

b 進捗中 ・平成24年度までの委託事業により、水
田・用水路を活用した生息・生育環境の
改善手法を開発し、パンフレットを作成、
公表した。

○

課題と今後の方針

272 ○ 漁場の耕うんや水田・用水路の活用などにより、コイ、フナ、ウ
ナギ、ヨシなどの水産動植物の生息・生育環境を改善します。（農
林水産省）

271 ○ モニタリングサイト1000などを活用して重要湿地の生態系変
化、保全状況を把握します。（環境省）

○ ○ ○ ○

○

269 ○ 湧水地群やため池群、清流と一体となった自然地域などで特
徴的な湿地のうち、優れた景観を有する湿地について、国立・国定
公園総点検事業の結果を踏まえて国立・国定公園の指定の見直
し、再配置を進めます。また、平成14年に選定された重要湿地500
の現状把握を行った上で見直しを行い、このうち保護地域化が必
要な地域については保全のための情報をさらに収集し、地域の理
解を得て鳥獣保護区、ラムサール条約湿地への登録などによる保
全を進めるほか、重要湿地の流域全体や劣化した重要湿地につい
て保全・再生の考え方を提言します。（環境省）

270 ○ 渡り性水鳥の重要な生息地となっている湿地については、湿
地間のネットワークの構築及び維持を通じて、保全や地域住民へ
の普及啓発を図ります。（環境省）

○ ○

268 ○ 国立公園内において、土砂の流入などによる乾燥化や外来種
の侵入が深刻な影響を及ぼしている釧路などの湿原などにおいて
は、自然再生事業などを活用して湿原生態系の保全・再生に取り
組みます。（環境省、農林水産省、国土交通省）

E-2

○

○

B-1 b 進捗中 ・技術開発を推進するとともに、関係機
C-1
関などの連携による山地から海岸まで
の一貫した総合的な土砂管理の取組に
努めている。
B-1 b 進捗中 ・砂防堰堤の透過化を推進するととも
C-1
に、各種対策の組合せによる施設の機
能維持と安全や環境の確保に努めてい
る。

施策の取組状況と成果

B-1 b 進捗中 ・土砂流出に対する安全度の向上を図り ・引き続き、災害に対する安全性の向上
C-1
つつ、現地状況を勘案し、透過型砂防堰 を図りつつ、透過型砂防堰堤や既設堰
堤の整備や既設砂防堰堤の透過型化を 堤の透過型化を実施する。
実施している。

国別
達成評価
5 なし 目標

○

4

266 ○ 豪雨時に土砂災害から人命・財産を守るため過剰な土砂流出
を抑制するとともに、量、質の観点から適切な土砂を下流へ流す事
のできる砂防えん堤の設置並びに既設砂防えん堤の透過化を、渓
岸侵食の防止等に配慮しつつ進めます。また、樹林帯制度の活用
等によるダム貯水池への流入土砂量の抑制、流入土砂を捕捉す
るための貯水池直上流への貯砂ダムの設置、貯水池内土砂の人
為的排除、排砂管・排砂ゲートといった各種対策の組合せにより、
継続的に適切な土砂管理を行うことで、良好な河川環境を維持し
ます。（国土交通省）
267 ○ これまでの土砂移動状況についての既存データ収集や土砂の
量や質についての土砂動態モニタリング調査、調査結果の分析に
よる渓流・河川・海岸を通じた土砂の流れの健全度評価、土砂移
動を追跡し地形の変化を推定できる流砂や漂砂などのシミュレー
ションモデルを用いた将来予測などについて実施するとともに、より
有効な技術の検討・評価を行います。（国土交通省）

3

○

2

基本戦略への該当

265 ○ 河川・渓流における土砂移動、河川からの土砂の供給、沿岸 ○
域の漂砂、浚渫土砂の活用などの技術開発を推進するとともに、
河川・沿岸域における環境・利用状況を踏まえつつ、関係機関など
の連携による山地から海岸までの一貫した総合的な土砂管理につ
いて取り組みます。（国土交通省、農林水産省）

1

○

具体的施策

264 ○ 豪雨時に土砂災害から人命・財産を守るため過剰な土砂流出
を抑制するとともに、平常時の渓流環境の連続性及び、土砂移動
により培われる生物の生息・生育環境を保全するため、透過型砂
防堰堤の整備や既設砂防堰堤の透過型化を、渓岸侵食の防止等
に配慮しつつ進めます。（国土交通省）

施策
番号

・自然公園等事業費
・水産多面的機能発揮対策事業

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・海岸事業
・社会資本整備総合交付金等
・農山漁村地域整備交付金

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

−

・内水面漁場・資源管理総合対策事業
・浜の活力再生・成長促進交付金

・内水面漁場・資源管理総合対策事業
・消費・安全対策交付金のうち養殖衛生
管理体制の整備

・水産多面的機能発揮対策事業

−

・アジア太平洋地域生物多様性保全推進
費 ①アジア地域における生物多様性保
全推進費

国立公園面積：
・国立・国定公園新規指定等推進事業費
2,194,931ha
国定公園面積：
1,445,150ha
（令和２年３月末）
ラムサール条約湿地面
積：154,696ha(令和２年３
月）
国指定鳥獣保護区面積
：592,969ha(令和元年11
月)

−

−

−

−

−

点検値

数値
目標
番号

3

○

279 ○ 「都道府県が行う水域類型指定事務の処理基準」の通知（平
成18年６月）により、都道府県が指定する水域の類型指定に係る
普及を図ります。（環境省）
280 ○ 毒性値が高いとされる物質について必要な科学的知見のレ
ビューを行い、有害性評価を進めていきます。（環境省）

○

○ ○

○

○

○ ○

281 ○ 水生生物の保全に係る水質環境基準の設定に応じて、その維
持・達成のために排水規制などの必要な環境管理施策を適切に講
じるとともに、公共用水域における水質環境基準の達成状況につ
いて常時監視を行います。（環境省）

282 ○ 「今後の河川水質管理の指標について（案）」（平成21年３月改
訂）及び「今後の湖沼水質管理の指標について（案）」（平成22年６
月）に基づき、河川・湖沼における生物の生息・生育・繁殖環境の
指標である「豊かな生態系の確保」の視点から調査を実施します。
（国土交通省）

283 ○ 流出水対策及び湖辺環境保護地区制度に関する実態調査、
水質データの取りまとめ及び各県へのヒアリングを行い、施策の効
果を検証します。（環境省、農林水産省）

284 ○ 汚濁メカニズム解明のうち、定量的な解明が図られていない難
分解性有機物、湖内で生産される有機物について調査、検討を実
施します。
また、水質障害、生態系の変化等を誘因する湖沼の窒素・りん比
の水質との関係解明及び管理手法の調査、検討を実施します。
（環境省）

285 ○ 河川の水質浄化対策を引き続き進めるとともに、水環境の悪
化が著しい河川等においては、水環境改善に積極的に取り組んで
いる地元市町村等と河川管理者、下水道管理者等、関係者が一
体となり、「第二期水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンス
Ⅱ）」を策定し、水質改善の取組を重点的に実施します。（国土交通
省）

○

○

○

278 ○ 水生生物の保全に係る水質環境基準に関する類型指定水域
は、平成23年度末時点で37水域となった。残りの海域についても、
審議に必要な資料がそろった水域から、順次検討を進めていきま
す。平成24年度末には40水域とすることを目標とします。（環境省）

２ 水環境の改善
277 ○ 国が指定する類型指定が未了の水域については、対象水域
の情報を収集・整理したうえで、水生生物保全環境基準類型指定
専門委員会の審議に諮り、順次、類型指定の検討を行っていきま
す。（環境省）

○

2

4

○

○

課題と今後の方針

−

−

達成目標

・引き続き、毒性値が高いとされる物質
について必要な科学的知見のレビュー
を行い、有害性評価を進める。

・引き続き、必要に応じ、通知を改正し、
都道府県等に周知を行う。

平成24年度に取りまと
め

−

−

−

−

B-3 b 進捗中 ・当該施策は平成13年度から開始して
おり、「第二期水環境改善緊急行動計
画」のもと、関係機関と連携して水質改
善の取組を実施。

・引き続き水環境の改善を図っていく。

−

B-3 a 既に達 ・全国19湖沼にて難分解性有機物調査 ・引き続き難分解性有機物等の水質汚 平成25年度に取りまと
成済み 及び湖内生産有機物についての調査・ 濁メカニズムの解明と、管理手法等を踏 め
検討を実施した結果、有機物起源の多く まえた水質改善の更なる推進を図る。
が湖内での生産と想定された。また、窒
素・りん比と水質の関係及び管理手法
の検討を実施し、この結果踏まえた水質
改善対策を推進している。

B-3 a+ 既に 「豊かな生態系の確保」の視点から河川 ・引き続き水質調査を実施。
E-2 達成済み の水質調査を実施し、約69%（165地点
/239地点）（平成30年は約69%（165地点
/239地点）で最も高い年間総合評価（A
ランク）が得られた。
（平成24年：約60%（162地点/270地点）、
平成25年：約52%（138地点/265地点）、
平成26年：約57%（154地点/268地点）、
平成27年：約62%（161地点/261地点）、
平成28年：約64%（180地点/280地点）、
平成29年：約65%（178地点/275地点）」
「湖沼についても平成22年より水質調査
を開始しており、平成30年は、約69%（94
地点/13地点）で最も高い年間総合評価
（Aランク）が得られた。
（平成24年：約50%（4地点/8地点）、平成
25年：約50%（4地点/8地点）、平成26年：
B-3 a 既に達 ・実態調査等により施策の効果検証を ・引き続き流出水対策の一層の推進を
成済み 行ったところ指定湖沼において流出水対 図る。
策が進められており、関係住民の啓発
効果も見られる。

なし b 進捗中 ・水生生物の保全に係る環境基準への ・引き続き排水実態調査及び専門家の
追加がなされたノニルフェノール及び
知見をふまえ検討を行う。
LASについて、排水規制への追加の検
討を行っている。

a+ 既に ・平成24年度に、ノニルフェノール及び
達成済み LASの環境基準追加に伴い、通知を改
正し、都道府県等に周知した。
なし b 進捗中 ・平成24年度に、有害性の評価を行った
ノニルフェノール及びLASについて、環
境基準に追加した。

なし

a+ 既に ・国が指定する類型指定が未了の水域 ・国が類型指定する水域のうち、類型指
−
達成済み については、審議に必要な資料がそろっ 定する必要がある水域は全て類型指定
たため、平成24年から令和元年度まで を行ったが、引き続き、適宜基準の見直
に11水域（うち１水域は見直し）につい しを行っていく。
て、審議を行った。
・国が類型指定する水域のうち、類型指
定する必要がある水域は全て類型指定
を行った
なし a+ 既に ・国が指定する類型指定が未了の水域 ・国が類型指定する水域のうち、類型指 40水域
達成済み については、平成24年に２水域（他１水 定する必要がある水域は全て類型指定 （平成24年度末）
域の見直し）、平成25年に１水域、平成 を行ったが、引き続き、適宜基準の見直
26年に３水域、平成29年３水域、平成30 しを行っていく。
年に１水域の類型指定を行った。

なし

・引き続き関係機関と連携して取組を実
施。
・オオクチバス等については、モデル事
業実施地域においては一定の効果が得
られた地域があった一方、依然として広
域に定着していることから全国的な防除
を推進する必要がある。引き続き特徴的
な生態系を有する地域において防除を
進めるとともに、有効な防除技術の開発
を行う。
B-2 a 既に達 種の感受性分布の解析の結果、水域の ・水域及び陸域の生活環境動植物の被
成済み 生活環境動植物のうち、一次生産者の 害防止に係る農薬登録基準の設定を着
藻類とは感受性が異なる「水草」を、令 実に進めるとともに、今後も評価手法の
和２年度に新たにリスク評価の対象とす 改善を検討していく。
ることとした。

施策の取組状況と成果

B-4 b 進捗中 ・平成25年12月に公表した「河川におけ
E-2
る外来植物対策の手引き」等に基づき、
市町村、地域住民等の関係機関と連携
して、取組を実施した。
・オオクチバス等防除モデル事業を実施
した。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

276 ○ 生態系への影響について、定量的な評価に基づくリスク管理
ができるよう、種の感受性分布を活用した評価手法を開発します。
（環境省）

1

○ ○

具体的施策

275 ○ 近年の外来種の河川内における急速な分布拡大は、一部の
河川で大きな問題となってきており、引き続き河川における外来種
対策を進めていくとともに、外来植生や外来魚などについて調査研
究を進め、効果的な対策を検討していきます。（国土交通省、環境
省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

37水域
（平成23年度末）

−

−

−

当初値

−

−

−

−

−

−

−

47水域
（令和元年度）

−

−

−

点検値

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・湖沼流域水循環健全化事業

・湖沼水質保全施策枠組み再構築事業

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・排水対策推進費

・水生生物保全に係る環境基準策定費

−

・水域類型指定設定・見直し検討費

・水域類型指定設定・見直し検討費

・農薬生態系リスクの新たな評価手法の
確立事業

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等
・特定外来生物防除等推進事業

予算・税制等
事項名

21

数値
目標
番号

3

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

B-3 b 進捗中 ・環境用水の導入を円滑に行えるよう
に、明確化した水利使用の基準等に基
づき、地域合意の下、水質、親水空間、
修景等生活環境又は自然環境の維持、
改善等を図っている。

なし b 進捗中 ・平成24年度から令和元年度において、 ・現在の取組を継続して進めていく。
13地区の環境用水を取得する取組を支
援している。

○

○

○

294 ○ これまでも、各地で浄化用水の導入などが検討・実施されてき
ていましたが、平成17年より全国７モデル地域において、下水再生
水、雨水貯留水、地下水などの水源、水質などを調査するととも
に、その結果に基づき、平常時の流量回復、水質改善のための水
路の整備、維持管理及び活用方策などについての検討を進め、
「都市の水辺整備ガイドブック」（平成21年２月）を作成しています。
また、「環境用水に係る水利使用許可の取扱いについて」（平成18
年３月）により、河川の流水を使用して環境用水を通水使用する場
合に必要となる、河川法上の取扱いに関する基準が明確化されて
おり、今後も地域の特徴に応じた清流の再生を促進します。（国土
交通省）
295 ○ 農業水利施設を有効活用し、環境用水などを導水することによ
り、地域の清流を再生させる取組を支援します。（農林水産省）

B-3 b 進捗中 ・平成２４年度は２８ダム、平成２５〜平
成２８年度は３０ダム、平成２９年度は３
１ダム、平成３０年度は３２ダムにおい
て、河川環境の保全・改善のために弾
力的管理に取り組んでいる。

・引き続き、環境用水を目的とする水利
使用許可申請が提出されれば平成１８
年３月の取扱い基準に基づき審査を
行った上で許可を行っていく。

・今後も引き続き、河川環境の保全・改
善のために、ダムの弾力的管理の取り
組みを推進する。
・引き続き、発電水利権者の協力を得な
がら、対象発電所の水利権更新の機会
などをとらえ進めていく。

a+ 既に ・正常流量について、河川整備基本方 ・今後も引き続き、正常流量確保のため
達成済み 針で設定し、正常流量確保のために、ダ の取り組みを推進する。
ムなどの既存施設の有効活用や関係機
関との調整による水利用の合理化など
を検討・実施している。

293 ○ 清流回復の一例として、信濃川中流域では、夏期の水温上昇
の防止、秋期のサケの遡上に配慮した試験放流を実施し、これに
よりサケの遡上が復活するなどの効果を確認しています。引き続
き、水利権更新の機会などをとらえ、発電に伴う減水区間の清流
回復に取り組みます。（国土交通省）

B-3

○

292 ○ 河川における流水の正常な機能を維持するために必要な流量
である正常流量について、河川整備基本方針で設定するとともに、
正常流量を確保するための方策として、ダムなどの既存施設の有
効活用や水利用の合理化などを検討していきます。（国土交通省）

B-3 b 進捗中 ・曝気循環装置等を設置したダムにおい ・今後も引き続き、曝気循環装置等の設
て適切な運用を図り、富栄養化防止に 置・運用などにより、富栄養化対策に取
努めた。
り組む。

B-3 a+ 既に ・宍道湖等において、生態系の持つ自然 ・引き続き、水質改善の取り組みを推
E-2 達成済み 浄化機能を活用した水質改善の取組を 進。
実施した。
なし b 進捗中 ・洪水対策として実施している流域貯留 ・洪水対策として実施している雨水浸透
浸透事業により、雨水を一時的に貯留 施設の設置について、自治体への財政
する施設を整備するほか、雨水浸透施 的支援を今後も継続するとともに、雨水
設の設置に対して財政的支援を実施。 貯留浸透施設の設置を促進するため、
・下水道管理者、河川管理者等の関係 引き続き検討を進めていく。
者が協力した雨水浸透施設の整備促進 ・環境基準超過率が最も高い硝酸性窒
のため、浸透能力の低減を見込んだ効 素及び亜硝酸性窒素について、対策を
果把握及び維持管理の考え方について 一層推進する必要がある。その発生源
整理し、「雨水浸透施設の整備促進に関 は多岐にわたり（家畜排せつ物、施肥、
する手引き（案）」として取りまとめた。
生活排水等）、また面的な汚染であるこ
・平成23年の水質汚濁防止法の改正に とから、排水規制等の一律規制・点源対
より、地下水汚染の未然防止のための 策では限界があり、各地域の状況に応
制度を創設し、同制度の円滑な実施を じた、地域的・総合的な取組を推進する
行っており、改正法施行時点で既に設 ことが必要である。
置されていた施設については、構造基
準等が３年間適用猶予されるため、猶予
期間が終えるまでに基準等に適合させ
るため、効率的・効果的な方法による周
知など実施した。また、法改正では措置
の対象とはなっていない、施設以外で有
害物質を使用・保管する場所における地
下水汚染の未然防止について、検討を
行った。
・地下水環境基準項目において最も超
過率の高い硝酸性窒素及び亜硝酸性
窒素について、代表的な地域における
地下水の窒素濃度の将来予測等を行
い、効果的な対策と削減目標値等の検
B-3 b 進捗中 ・選択取水設備を設置したダムにおいて ・今後も引き続き、選択取水設備等の設
適切な運用を図り、冷水放流対策を行っ 置・運用などにより、冷水放流対策に取
た。
り組む。
B-3 a+ 既に ・選択取水設備や清水バイパスを設置し ・今後も引き続き、選択取水設備や清水
達成済み たダムにおいて適切な運用を図り、濁水 バイパス等の設置・運用などにより、濁
放流期間の短縮に努めた。
水の長期化対策に取り組む。

B-3 b 進捗中 ・平成24年度から令和元年度において、 ・現在の取組を継続して進めていく。
水質保全対策事業（水質保全施設整
備）を全国で４地区実施している。

国別
達成評価
5 なし 目標

○

○

○

4

291 ○ 富栄養化対策として、貯水池内から空気を吹き上げ、表層と下
層の水を混合させ水温を下げるとともに、水の対流を発生させる曝
気循環装置などの設備を設置、運用し、プランクトンの増殖の抑制
を図ります。（国土交通省、農林水産省）

289 ○ 冷水放流に対する対策として、貯水池内の任意の水深から取
水できる選択取水設備を設置し、流入水温に近い水温層を選んで
下流に放流します。（国土交通省）
290 ○ 濁水の長期化に対して、適切な濁度の層の水を選んで放流で
きる選択取水設備や洪水の終了により濁度が低くなった流入水に
ついて貯水池を迂回させて下流へ直接流す清水バイパスの設置、
運用などにより、濁水の放流期間の短縮に努めます。（国土交通
省）

○

○ ○

2

基本戦略への該当

287 ○ 「自然の浄化力を活用した新たな水質改善手法に関する資料
集（案）」（平成22年３月）等を参考に、湖沼の生態系の保全・再生
等による水質改善に取り組みます。（国土交通省）
288 ○ 地下浸透規制、地下水採取規制、モニタリング、雨水浸透施設
の設置促進などによる地下水保全対策を引き続き実施するととも
に、地域における地下水や湧水の保全・復活活動を推進するため
の取組を進めます。（国土交通省、環境省）

1

○

具体的施策

286 ○ 農業用排水路などから河川・湖沼などへ排出される汚濁負荷
量を削減する対策として、水路内における水質浄化施設整備や、
農業排水を再利用することにより、水稲の生育による吸収や水田
の持つ脱窒作用などにより汚濁負荷量を削減する循環かんがい施
設の整備などを引き続き推進します。（農林水産省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

当初値

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

点検値

・農業競争力強化基盤整備事業費

−

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・農村地域防災減災事業費
・農山漁村地域整備事業費

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

1

課題と今後の方針

○

○

304 ○ 平成19年３月に河川水辺の国勢調査の実施要領を改定し、基
本調査のうち、魚類調査、底生動物調査については原則５年、植
物調査、鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫類など
調査については原則10年でこれらの調査を１巡できるように進める
とともに、今後もさらに一層の利活用を図ります。（国土交通省）

○

303 ○ 全国の河川水辺の国勢調査の情報すべてを迅速に把握でき、
全国的な分布の分析や、時系列的な傾向の把握のスピードが格
段にレベルアップすることや、河川環境に関する多面的な分析が
可能になること、情報公開に迅速に対応できることなど、河川水辺
の国勢調査で得られた膨大なデータの整理・分析・活用をより効率
的に行うとともに、当該情報を一般の多くの方々に提供することが
可能となるよう、調査結果の電子化、GIS化を進めます。また、自然
環境保全基礎調査など他の全国的な調査データとの相互利用を
推進します。（国土交通省、環境省、農林水産省）

５ 河川環境に関する調査研究
302 ○ 河川水辺の国勢調査結果から得られた情報から、全体的な環
境の特性、特徴的な場所や生物の重要な生息・生育環境などを容
易に把握することができるよう、河川環境情報図の作成の推進を
図るとともに、河川の整備、管理に活用します。（国土交通省）

○

○

E-2

E-2

E-2

・河川水辺の国勢調査について、調査
手法の見直し等によるコスト縮減を検討
するとともに、他の全国的な調査データ
ともあわせた利用のあり方について検討
を進める。また、調査結果については、
引き続き、河川管理の様々な場面に活
用していく。

a+ 既に ・魚類、底生動物、植物、鳥類、陸上昆
達成済み 虫類、両生類・爬虫類・哺乳類、動植物
プランクトンの調査結果を公表し、計画
策定、事業実施の際に活用している。

・河川水辺の国勢調査について、調査
手法の見直し等によるコスト縮減を検討
するとともに、他の全国的な調査データ
ともあわせた利用のあり方について検討
を進める。また、調査結果については、
引き続き、河川管理の様々な場面に活
用していく。

a+ 既に ・河川水辺の国勢調査の結果にいて
・調査結果については、引き続き、河川
達成済み は、他の全国的な調査データとの相互 管理の様々な場面に活用していく。
利用を進めているとともに、一般の方々
に提供できるよう、電子化、GIS化し、HP
上に公開している。
（http://www.nilim.go.jp/lab/fbg/ksnkank
yo/)

a+ 既に ・魚類、底生動物、植物、鳥類、陸上昆
達成済み 虫類、両生類・爬虫類・哺乳類、動植物
プランクトンの調査結果を公表し、計画
策定、事業実施の際に活用している。
・国が管理する全ての河川において、河
川水辺の国勢調査結果から得られた情
報を基に河川環境情報図を作成済。
また、既存の河川環境情報図は、定期
的に実施されている河川水辺の国勢調
査の結果を踏まえ、常に最新のものとな
るよう、更新している。

なし a 既に達 ・平成１６年度から平成３０年度まで毎年 ・一定の普及と目的を達成したため、平
成済み 度実施した（通算応募件数は５５５件）。 成３０年度をもって終了した。

・引き続き、河川利用者の安全意識向上
のための取組を推進する。
・また、全ての都道府県において「川の
防災情報」(http://www.river.go.jp/)上で
河川防災情報等のデータ提供を実施。

a+ 既に ・各地域において、多様な関係者が連携 ・引き続き、河川利用者の安全意識向上
達成済み し、河川における水難事故防止のため のための取組を推進する。
啓発、情報提供等を実施している。
・ＲＡＣが行う「全国一斉１万人・川の流
れ体験キャンペーン」の支援を通じて河
川水難事故防止に資する人材育成の推
進を図っている。

a+ 既に ・河川管理者、教育関係者、市民団体等 ・「子どもの水辺」登録後の活動の充実
達成済み から構成される協議会を設置し、地域が を図るため、河川管理者による活動状
一体となって子どもが水辺に親しめる
況や担当者等についてのフォローアップ
場・機会の提供を行っている。令和元年 をを引き続き行うとともに、関係機関と連
度末現在、「子どもの水辺」登録箇所305 携し、水辺の活動をサポートする指導者
箇所となっている。
の育成を支援し、河川を活かした環境学
・文部科学省のメールマガジンによる情 習、自然体験活動を推進する。
報配信により学校関係者への情報提供
の強化を図っている。

・引き続き、自然再生などの環境保全活
動や川を活かしたまちづくりの取組等に
おいて、住民との連携・協働を図ってい
く。

301 ○ 次世代を担う子どもたちが、身近な水環境への関心を高める ○
機会として、「こどもホタレンジャー」の顕著な活動に対する表彰及
び活動報告会により、これらの活動事例が、各地域で取り組まれ
ている水環境保全活動の一層の啓発となるよう引き続きこどもホタ
レンジャーの取組を推進していきます。（環境省）

A-1

A-1 b 進捗中 ・自然再生などの環境保全活動や川を
活かしたまちづくりの取組等において、
住民との連携・協働を図っている。

A-1 b 進捗中 ・各地域において、多様な関係者が連携
し、河川における水難事故防止のため
啓発、情報提供等を実施している。
・47都道府県において「川の防災情報」
（http://www.river.go.jp/）上で河川防災
情報等のデータ提供を実施
・全国水難事故マップの整備を図り、危
険箇所の情報提供を図っている。
（https://www.kasen.or.jp/mizube/tabid1
07.html）

○

施策の取組状況と成果

B-3 b 進捗中 ・平成２４年度は２８ダム、平成２５〜平 ・今後も引き続き、河川環境の保全・改
E-2
成２８年度は３０ダム、平成２９年度は３ 善のために、ダムの弾力的管理の取り
１ダム、平成３０年度は３２ダムにおい
組みを推進する。
て、河川環境の保全・改善のために弾
力的管理に取り組んでいる。

国別
達成評価
5 なし 目標

300 ○ 国土交通省では、インターネットや携帯端末によるリアルタイム ○
の雨量・河川の水位などの情報を提供しています。また、急な増水
による河川水難事故を防止するため、緊急的に取組事項などをま
とめたアクションプランやその後の水難事故を受けて今後の具体
的な対策等をまとめた報告書をとりまとめ、関係機関と連携した取
組を推進するとともに、川の安全利用に関するリーフレットなどによ
る啓発などを実施します。（国土交通省）

4

A-1

○

○

○

3

299 ○ 全国の市民団体及びその協議会などと連携し、川での体験活 ○
動を支援・推進するあらゆる活動を、時代に合わせて総合的に展
開しています。特に、川の危険性を正しく理解し伝えられるスキル
を身に付けた指導者を養成する「指導者養成」の支援や、川で学
ぶ体験活動の意義を確認し全国の川で活動する人たちが交流を
深める場を提供する「普及啓発活動」を推進します。（国土交通省）

４ 河川を活用した環境教育や自然体験活動
298 ○ 子どもたちの川を活かした体験活動や環境学習の場を拡大
○
し、また、地域の子どもたちの体験活動の充実を図るため、引き続
き「「子どもの水辺」再発見プロジェクト」を推進するとともに、川の
自然環境や危険性を伝える「指導者育成」などを進めます。（国土
交通省、文部科学省、環境省）

2

基本戦略への該当

３ 住民との連携・協働
297 ○ 引き続き、住民との連携・協働による、自然再生などの環境保 ○
全活動や川を活かしたまちづくりの取組などを進めます。（国土交
通省）

296 ○ ダムの弾力的管理試験による河川環境改善に向けた取組を進
めるとともに、放流方法の検討をより進め、さらに効果的なものとし
ます。（国土交通省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

−

−

−

−

当初値

−

−

−

−

−

−

−

−

−

点検値

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等
・自然環境保全基礎調査費

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・水環境保全活動普及促進事業

・治水事業等関係費

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

−

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

3

○

4

○

○

○

b 進捗中 ・多摩川、北川、標津川、岩木川の４河
川については、共同研究は終了し、その
研究成果は各河川の河川管理に活用さ
れている。千曲川においては、引き続き
現地調査をベースとした研究が進められ
ている。

施策の取組状況と成果

A-1

・引き続き、多自然川づくりを実施する際
の河道計画、河岸の設計手法に反映さ
せるための魚類の生息場所に関する調
査・研究等を行っていくものとする。

・これらの調査結果を今後、河川におけ
る良好な生物の生息空間の保全・復元
に資する復元工法等に広く反映させるこ
とが必要。

課題と今後の方針

a+ 既に ・当該調査は昭和59年より毎年実施して ・引き続き水生生物調査を実施。
達成済み おり、平成30年度は約5万人の参加を得
て、全国の河川の1,951地点において調
査を実施し、全体の65％の地点でサワ
ガニやカワゲラ類等の指標生物の生息
が確認され、「きれいな水」と評価され
た。

A-1 b 進捗中 ・多自然川づくりを実施する際の河道計
E-2
画、河岸の設計手法に反映させるため
の魚類の生息場所に関する調査・研究
等を行っている。

E-2

国別
達成評価
5 なし 目標

−

−

−

達成目標

−

−

−

当初値

−

−

−

点検値

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

312 ○ 海洋基本計画に基づき、生物多様性条約その他の国際約束を
踏まえ、関係府省の連携の下に明確化されたわが国における海洋
保護区の設定のあり方に沿い、海洋生物多様性の保全および生
態系サービスの持続可能な利用を目的とした海洋保護区の設定
の推進と管理の充実に努めます。その際、ネットワーク化の重要性
について考慮するとともに、順応的管理の考え方のもとに各種の
法規制と漁業者の自主規制を基本として、漁業資源の維持を図り
ながら海域の生物多様性の保全を目指す知床世界自然遺産地域
多利用型統合的海域管理計画の事例なども参考にし、漁業者をは
じめとした様々な利害関係者の合意形成を図ります。（環境省、関
係府省）

311 ○ 沿岸域を含む海洋全般における生物多様性の保全を総合的
に推進するため、海洋における重要生態系や海洋生物に関する科
学的データの基礎整備を関係各省の連携のもとに進めます。（環
境省、国土交通省、関係府省）

310 ○ 海洋生物多様性保全戦略に基づき、生物多様性の保全上重
要な海域の危機要因を分析し、必要な対策を検討します。（環境
省）

309 ○ 海流、気候、地理的条件などをもとに海域区分を行い、区分ご
との典型的な特徴を持つ干潟、藻場、サンゴ礁をはじめ、野生生物
の生息や繁殖にとって重要な海域などに着目して、生物多様性の
観点から重要な海域を抽出します。また、それらの重要な海域の
保全状況をもとに、保護の強化が必要な海域がどの程度存在する
か明らかにします。（環境省）

○

○

○

○

−

−

−

−

・地球規模生物多様性性モニタリング推
進事業費

−

・国立・国定公園新規指定等推進事業費

領海及び排他的経済水 領海及び排他的経済水 ・国立・国定公園新規指定等推進事業費
域の約8.3%（平成23年5 域の約8.3%
月）
（令和2年3月）

海洋政策支援情報ツー
ルの公開

平成27年度までに重要 平成23-25年度にかけて
海域の危機要因分析 重要海域抽出作業に着
と対策の検討
手（平成25年度まで）

平成25年度までに重要 平成23-25年度にかけて
海域抽出
重要海域抽出作業に着
手（平成25年度まで）

・重要海域の情報を基礎として、自然的 わが国の管轄権内水
社会的諸条件を考慮して沖合海底自然 域の10%の保護区化
環境保全地域候補地を抽出し、指定す （令和２年）
る。

b 進捗中 ・モニタリングサイト1000において、藻
・現在の取組を継続して進めて行く。
場・干潟・サンゴ礁の生態系を含め、全
国の地点において日本を代表する生態
系のモニタリング調査を実施している。
また、結果を海洋生物地理情報システ
ム（OBIS）に提供するため、その日本
ノードであるJ-RON（Japan Regional
OBIS Node）と調整中。

C-1 b 進捗中 ・海洋保護区の検討に資する基礎情報
として、平成23−25年度にかけて重要
海域の抽出作業を進め、平成28年４月
に公表。
・平成31年４月の自然環境保全法の改
正により、沖合域における海洋保護区と
して沖合海底自然環境保全地域制度を
創設。
・瀬戸内海国立公園において海域公園
地区を指定。

E-2

C-1 a 既に達 ・海洋保護区の検討に資する基礎情報 ・要海域の情報を基礎として、自然的社
成済み として、平成23−25年度にかけて重要 会的諸条件を考慮して沖合海底自然環
海域の抽出作業を進め、平成28年４月 境保全地域候補地を抽出し、指定する。
に公表。保護の強化が必要な海域とし
て沖合域に着目し、平成31年４月の自
然環境保全法の改正により、沖合域に
おける海洋保護区として沖合海底自然
環境保全地域制度を創設。
なし b 進捗中 ・平成23−25年度にかけて重要海域の ・対策が困難な危機要因への取組が課
抽出作業を進め、平成28年４月に公表。 題。
重要海域のうち保護の強化が必要な海
域として沖合域に着目し、海底の形質を
変更するおそれのある特定の行為が規
制される沖合海底自然環境保全地域制
度を、平成31年４月の自然環境保全法
の改正により創設。

5

第９節 沿岸・海洋
（総括） 海洋の生態系サービスの持続可能な利用等のために、基礎情報の整理、島嶼における外来種駆除、許可漁業における規制の実施や混獲回避措置ほか、各種の管理措置を行っていました。また、藻場や干潟等の保全・創造・再生、地域も参加した海岸環境の保全・再生、漂着ゴミ対策や水質調査などの取組
も進めました。
１ 沿岸・海洋の生物多様性の総合的な保全
308 ○ 藻場、干潟、サンゴ礁など浅海域生態系の生物相に関するモ
○
E-2 b 進捗中 ・モニタリングサイト1000において、藻
・モニタリング調査は現在の取組を継続
−
−
−
・地球規模生物多様性モニタリング推進
ニタリング調査を継続的に実施し自然環境データの充実に努める
場・干潟・サンゴ礁などの生態系を含
して進めていく。
事業費
とともに、海洋生物の希少性の評価方法等を検討し、海洋の希少
め、日本を代表する生態系の全国的な
・海洋生物情報整備推進費
な生物の情報整備を図ります。（環境省、農林水産省）
モニタリング調査を実施している。
・また、海洋生物の希少性の評価手法
について検討を行い、その手法に基づ
いた絶滅のおそれの評価検討を開始。
・海洋生物レッドリストを平成28年度に
作成した。

307 ○ 市民の河川環境への関心を高める機会として、引き続き市民
との協働による水生生物調査を実施します。（国土交通省、環境
省）

○

2

基本戦略への該当

306 ○ 現在までに、魚類の生息場所に関する調査・研究を数多く行
○
い、得られた成果は多自然川づくりを実施する際の河道計画、河
岸の設計手法に反映されています。流量や土砂供給量に関する調
査・研究では、付着藻類や底生動物の生息状況を中心に基礎的な
検討を行い、得られた成果は正常流量の設定、土砂還元などの具
体的施策を考える際の基礎資料として活用されています。また、研
究成果を分かりやすく発信する試みも行っており、河川技術者の育
成、環境教育の実践にも力を入れています。（国土交通省）

1

○

具体的施策

305 ○ 流況が比較的安定している多摩川、流量変動の大きい千曲
川、流送土砂量が多く美しい砂州が形成されている木津川、河川
激甚災害対策特別緊急事業により大規模な改修が行われていた
北川、自然復元型川づくりによって河道の蛇行再生を実施している
標津川、広大なヨシ原や河口部の汽水域などの環境を有する岩木
川の６河川を対象として、今後も、現地調査をベースにした、共同
研究を進めます。（国土交通省）

施策
番号

321 ○ 海域環境に応じた手法による藻場・干潟の保全・造成を推進す
るとともに、漁業者を中心とする多様な担い手によって食害生物の
駆除、遺伝的多様性と地域固有性を確保した海草類・二枚貝の拡
散・移植及び漁場の耕うんなどの維持管理活動を推進します。（農
林水産省）

320 ○ 同節１．２「海洋生物多様性の保全のための保護区」に示した
施策を通じ、藻場・干潟の保全を図ります。（環境省）

319 ○ 自然環境保全基礎調査、モニタリングサイト1000などを活用し
て、藻場・干潟に関する情報整備を進め、保全施策に活用していき
ます。（環境省）

318 ○ 既存の制度等を効果的に活用し、海洋における生物多様性の ○ ○
保全と生態系サービスの持続可能な利用のため、その管理の充
実も含め海洋保護区の設定を適切に推進するとともに、漁業者の
自主的な共同管理によって、生物多様性を保存しながら、これを持
続的に利用していくような海域も、効果的な保護区となりうるという
基本認識の下、こうした日本型海洋保護区の浸透を図っていきま
す。（農林水産省）

○

○

316 ○ 海域の国立公園内の自然景観や生物多様性の保全に悪影響
を及ぼす土砂や汚染物質などの発生源対策を行うために、関係機
関との調整・連携を図りながら、必要な対策を検討します。（環境
省、関係府省）
317 ○ 国指定鳥獣保護区においては、関係機関との調整を図りなが
ら、全国的又は国際的な見地から鳥獣の保護上重要な地域につ
いて、今後とも指定の推進を図ります。また、今後作成する絶滅の
おそれのある野生生物の保全戦略に定める保護区指定の考え方
等も踏まえ、保護区の再編を図ります。（環境省）

○

○

315 ○ 国立公園内の沿岸域などにおいて自然観察会などを積極的に
開催するとともに、国立公園における海域の適正な保全と利用の
あり方について検討し、パンフレット、ホームページなどを通じて、
必要な情報を提供し、海域利用の普及啓発を推進します。（環境
省）

3

○

2

○

4

○

○

施策の取組状況と成果

a+ 既に ・令和元年度までに、15の国立公園海 ・引き続き国立公園の海域における適正
達成済み 域公園地区において、延べ約500回の な利用を推進することにより、海域利用
環境における勉強会や説明会を開催す の普及啓発を推進する。
るなどして、海域利用に当たって、必要
な情報を提供するとともに、普及啓発に
努めた。
・平成24年度末までに２つの国立公園に
ついて、沿岸・海域における適正な保全
と利用のあり方について検討を行った。

・引き続き国立公園の海域における適正
な管理を行うことにより、海洋生態系の
保全再生に取り組む。

・引き続き、海域公園地区指定推進調査
を進めるとともに、海域公園地区の新規
指定や拡張を進める。

課題と今後の方針

【施策番号38に同じ】

b 進捗中 ・モニタリングサイト1000において、藻
場・干潟の生態系を含め、日本を代表す
る生態系の全国的なモニタリング調査を
実施している。

B-2

a+ 既に 【水産基盤整備事業】
達成済み 平成24〜29年度において、藻場・干潟
の造成を7,665ha実施した。
【水産多面的機能発揮対策】
漁業者等を中心とする活動組織を立ち
上げ、各地域に設置する地域協議会に
おいて計画の採択を実施しているとこ
ろ。本年度（令和元年度）からの事業の
ため成果は次年度以降。

C-1 b 進捗中 【施策番号312から319までを参照】

E-2

管轄海域の保護区化
10%
（令和２年まで）

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

【水産基盤整備事業】
藻場・干潟の保全・創
平成30年度以降も引き続き、藻場・干潟 造：5,500ha
の造成を推進している。
（平成24〜28年度)
【水産多面的機能発揮対策】
次年度以降も引き続き藻場・干潟の保
全・造成に取り組む活動組織に対して支
援を実施していく予定。

【施策番号312から319までを参照】

・現在の取組を継続して進めていく。自
然環境保全基礎調査については、沿岸
域の調査の一環として藻場・干潟の調
査も進めていく。

B-2 b 進捗中 ・生物多様性に配慮した漁業推進事業 ・引き続き海洋保護区の効果について
C-1
において、資源管理手法としての海洋保 総合的検証を推進し、海洋保護区の設
護区の効果について、国内外の事例を 定や管理の充実を適切に推進する。
調査し、総合的検証を実施している。ま
た、国内漁業者への普及啓発及び日本
型海洋保護区の対外的発信を行うため
のパンフレットの作成作業を実施した。

C-1 b 進捗中 【施策番号38に同じ】

B-3 b 進捗中 ・国立公園の海域公園地区内において ・引き続き、海域公園地区内においては
B-5
は、汚水や排水を規制し、海域の生物 法に基づく規制により、生物多様性の保
多様性の保全を図っている。
全を図る。

なし

なし b 進捗中 ・平成25年２月に瀬戸内海国立公園、平
成26年３月に慶良間諸島国立公園及び
山陰海岸国立公園、平成27年３月に甑
島国定公園、平成27年９月に吉野熊野
国立公園、平成28年４月に西表石垣国
立公園、平成29年３月に奄美群島国立
公園、平成30年３月に三陸復興国立公
園において海域公園地区を指定した。ま
た、採補規制区域及び採補規制動植物
については、海域公園地区の指定と併
せて瀬戸内海国立公園で新規に指定を
行っており、慶良間諸島国立公園及び
山陰海岸国立公園においても海域公園
地区の指定に併せて、指定を行うべくパ
ブリックコメントの実施等の作業を進め
ている。
なし b 進捗中 ・国立公園におけるオニヒトデの駆除実
績（延べ45公園にて実施）
H24：５公園 H25：５公園 H26：５公園
H27：６公園 H28：６公園 H29：６公園
H30：６公園 R1：６公園
・国立公園におけるでウミガメの産卵地
となっている砂浜等の海岸清掃実績
（延べ100公園にて実施）
H24：11公園 H25：11公園 H26：12公園
H27：12公園 H28：13公園 H29：13公園
H30：14公園 R1：14公園

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

314 ○ 国立公園内で白化現象やオニヒトデの発生などによりサンゴ
礁生態系が劣化している海域においては、オニヒトデの駆除やサ
ンゴ群集の修復などを行うほか、ウミガメの産卵地となっている砂
浜においては海岸清掃、産卵のモニタリング・監視活動など、国立
公園において、積極的に海洋生態系の保全・再生に取り組みま
す。（環境省）

1

○

具体的施策

313 ○ 国立・国定公園の総点検事業の結果を踏まえ、関係機関と調
整を図りながら、広域的な生物多様性保全の核となる藻場・干潟・
サンゴ礁の分布や海流、陸域とのつながりを考慮したうえで、海域
における国立・国定公園の指定・再配置や海域公園地区の指定を
進めます。さらに、海域公園地区については、必要に応じて規制の
対象となる種を定め、保全を推進します。（環境省）

施策
番号

藻場・干潟の保全・創造
4,800(5,660)ha整備
（平成19〜22(23)年度実
績）

管轄海域の保護区化
8.3%
（平成23年５月）

−

−

−

−

−

マリンワーカー事業：海
域を有する14国立公園で
実施
（平成24年度）

国立公園海域公園地区
数：110箇所
国定公園海域公園地区
数：68箇所
（平成23年度末）

当初値

予算・税制等
事項名

【施策番号312から319までを参照】

・自然環境保全基礎調査費
・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

・海洋生態系保全動向調査事業

【施策番号38に同じ】

−

・国立・国定公園新規指定等推進事業費
・国立公園内生物多様性保全対策費

藻場・干潟の保全・創造 ・水産基盤整備事業
7,665ha整備
・水産多面的機能発揮対策
（平成24〜29年度実績）

管轄海域の保護区化
8.3%
（令和２年３月）

−

−

【施策番号38に同じ】

−

−

マリンワーカー事業：海 ・国立・国定公園新規指定等推進事業費
域を有する15国立公園で
実施
（令和元年度）

国立公園海域公園地区 ・国立・国定公園新規指定等推進事業費
数
：143箇所
国定公園海域公園地区
数
：618箇所
（令和２年３月末）

点検値

22

5

数値
目標
番号

具体的施策

○

326 ○ 漁場の効用回復に資する堆積物除去等を推進します。（農林
水産省）

328 ○ 「サンゴ礁生態系保全行動計画フォローアップ会議」を開催し、
サンゴ礁生態系とそれに関連する社会経済的な変動も把握するた
めの適切な評価指標を検討しつつサンゴ礁生態系保全行動計画
の実施の点検を行うとともに、関係省庁や自治体等と情報共有を
図ります。（環境省）

327 ○ サンゴ礁生態系の保全・再生及び持続可能な利用を促進し、
地域社会の持続可能な発展を図るために策定したサンゴ礁生態
系保全行動計画の実施を推進します。（環境省）

○

○

3

325 ○ 赤潮・貧酸素水塊の発生監視体制を強化し、漁業被害を防止
するための取組を推進します。（農林水産省）

2

4

○

○

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

達成目標

当初値

・漁場環境改善推進事業を実施すること
で赤潮・貧酸素水塊の発生監視体制の
強化等の推進に努める。

・漁業・養殖業プラスチック資材の使用
量削減方策や生分解性プラスチック等
の環境に配慮した素材への転換の検討
等に加え、Ｒ２年度から、リサイクルしや
すい漁具の開発に向けた検討を行う。

−

−

B-5 b 進捗中 ・平成23年度から「サンゴ礁生態系保全
行動計画フォローアップ会議」を毎年開
催し、同行動計画の評価を踏まえ,平成
28年３月に改訂し「サンゴ生態系保全行
動計画2016-2020」を策定した。
・「サンゴ生態系保全行動計画20162020フォローアップ会議」を毎年開催し
ている。

a+ 既に ・「サンゴ礁生態系保全行動計画」を平
達成済み 成28年３月に改訂し「サンゴ生態系保全
行動計画2016-2020」を策定した。これ
に基づき、重点的課題を選定し、モデル
事業の実施やフォローアップワーク
ショップの開催などにより対策を推進し
た。

・取組の保全効果を長期的なデータに基 平成27年度まで実施
づき定量的に評価する指標の設定が課 後、計画見直し
題。策定後5年後程度を目処に行動計
画の見直しを行う。

・取組の保全効果を長期的なデータに基 平成27年度まで実施
づき定量的に評価する指標の設定が課 後、計画見直し
題。策定後5年後程度を目処に行動計
画の見直しを行う。

毎年の点検

毎年の点検

漁場の堆積物除去：
31.3(33.9)万ha整備
（平成19〜22(23)年度実
績)

−

−

・農業用用排水の水質保全等を図り、併 農業集落排水処理人 農業集落排水処理人口
せて公共用水域の水質保全に寄与する 口普及率 76%（平成28 普及率 68%
ため、引き続き、都道府県が策定する汚 年度）
（平成21年度）
水処理に関する「都道府県構想」に基づ
き、集落排水、下水道、浄化槽が連携し
て効率的な施設の整備を推進する。

B-2 b 進捗中 ・漁場の効用回復に資する堆積物除去 ・漁場の効用回復に資する堆積物除去 漁場の堆積物除去：23
等を平成24〜29年度に17.7万ha実施し 等を平成28年度までにおおむね23万ha 万ha
た。
実施する目標は達成できなかったが、 （平成24〜28年度)
継続して事業を推進している。

なし b 進捗中 ・Ｈ２９年度までに漁業系資材の圧縮・減
容技術及び漁業系資材廃棄物の固形
燃料化技術の開発により、廃発泡スチ
ロールフロート等の運搬・処理経費の削
減が達成され、一部の市町村で圧縮減
容機が導入された。また、漂流・漂着物
及び漁業系資材のリサイクル技術の普
及のため、更なるコストダウンを図るとも
に、漁業系資材廃棄物を固形燃料に加
工し、水産一次加工用のボイラーや乾
燥機などの燃料として活用するための
技術開発を行った。
・Ｈ３０年度より、漁業・養殖業プラスチッ
ク資材の使用量削減方策や生分解性プ
ラスチック等の環境に配慮した素材への
転換の検討等を開始、生分解性プラス
チック製の養殖資材の実証試験等を
行っている。
B−3 b 進捗中 ・平成25年度から平成29年度にかけて
下記のとおり、赤潮・貧酸素水塊対策推
進事業を実施した。
（１）有害赤潮等発生監視と発生機構の
解明
（２）有害赤潮モニタリング技術の高度化
及び発生機構の解明、予察技術等の開
発
（３）ノリ色落ち原因ケイ藻の発生モニタ
リング、発生機構解明、予察技術開発
（４）赤潮・貧酸素水塊広域連続観測技
術の開発
（５）漁場生産力向上のための漁場改善
実証試験
・平成30年度から下記のとおり、漁場環
境改善推進事業を実施する。
（１）栄養塩、赤潮・貧酸素水塊に対する
被害軽減技術等の開発
（２）栄養塩からみた漁場生産力回復手
法の開発
（３）赤潮・貧酸素水塊の広域自動モニタ
リング技術の開発
（４）リモートセンシングを活用した有害
赤潮の種判別手法の開発

※東日本大震災の影響により調査不能な町村があるた
め参考値。

なし b 進捗中 ・農業集落排水施設の整備推進が図ら
れたことなどにより、令和元年度には農
業集落排水処理人口普及率が94.6％
（福島県の一部町村を除く）※となった。

B-1 a+ 既に ・浚渫土砂を有効活用し、徳山下松港の ・引き続き浚渫土砂を有効活用した干 干潟の再生の割合：約 干潟の再生の割合：約
B-3 達成済み 干潟の再生や、東京湾、大阪湾におい 潟・藻場の再生、深堀跡の埋め戻しを推 40％（平成28年度末） 37.8％
て深堀跡の埋め戻しを実施し、水生生 進。
（平成23年度末）
物の増加や青潮の一因となる貧酸素水
塊の発生する場所の減少など、沿岸域
の生物多様性の保全・再生の取組を推
進した。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

○

1

324 ○ 漁業系資材のリサイクル技術の開発・普及などの対策を推進
することにより、漂流・漂着ごみの増加による漁業活動への悪影響
の軽減を図ります。（農林水産省）

323 ○ 生活排水などによる水産動植物の生育環境の悪化に対して
は、集落排水施設などの整備を通じた陸上からの水質負荷低減に
取り組みます。（農林水産省）

322 ○ 港湾整備により発生した浚渫土砂を有効活用し、干潟・藻場な
どの再生、深掘跡の埋め戻しを推進します。（国土交通省）

施策
番号

・赤潮・貧酸素水塊対策推進事業（平成
25年度〜平成29年度）
・漁場環境改善推進事業（平成30年度
〜）

・漁場機能維持管理事業のうち漁場漂
流・漂着物対策促進事業（Ｈ２５〜Ｈ２９）
・漁場環境改善推進事業のうち海洋プラ
スチックごみ削減対策事業（Ｈ３０〜Ｒ１）
・農林水産分野における持続可能なプラ
スチック利用対策事業（うち漁業における
海洋プラスチック問題対策事業）（Ｒ２〜）

・農山漁村地域整備交付金の内数
・地方創生整備推進交付金の内数

・港湾整備事業費

予算・税制等
事項名

−

−

・国立・国定公園新規指定等推進事業費

−

漁場の堆積物除去：17.7 ・水産基盤整備事業
万ha
（平成24〜29年度)

−

−

※東日本大震災の影響により調査
不能な町村があるため参考値

94.6%
（令和元年度）

干潟の再生の割合：約
41.2％
（平成30年度末）

点検値

25

24

数値
目標
番号
23

具体的施策

○

○

336 ○ 北海道の利尻島や天売島、石川県の七ツ島などの、特に海鳥
の繁殖地として重要な離島において、引き続きこれらの生息環境
の保全を図ります。（環境省）

337 ○ 小笠原において海洋島に残された固有種・希少種及び独特の
生態系の保全並びに外来種に攪乱(かくらん)された生態系の健全
化を実施しており、これを含め引き続き国立公園内における海洋島
独特の島嶼(とうしょ)生態系の自然再生事業を推進します。（環境
省）

○

○ ○

335 ○ 種の保存法に基づき保護増殖事業計画を策定している種につ
いては、それぞれの種の特性・生息状況や減少要因をふまえ、圧
迫要因の除去又は軽減や、生物多様性の保全に配慮した農林業
などを通じた生息環境の改善などを行い、様々な保全対策の効果
を検証しながら、引き続き事業の充実・強化を図ります。（環境省、
農林水産省）

338 ○ 沖縄県の石西礁湖においてはサンゴ群集の自然再生を実施し
ており、引き続き自然公園内におけるサンゴ群集の自然再生事業
を推進します。（環境省）

○

334 ○ サンゴの生育条件として厳しく、サンゴの減少が危惧される沖
ノ鳥島を対象に、現地状況の把握や種苗生産技術の検討を行い、
サンゴ増養殖手法ガイドラインを作成することによって、広くその他
の海域にも適用できるサンゴ増養殖技術の開発を行います。（農
林水産省）

333 ○ 国際サンゴ礁イニシアティブ（ICRI）のサンゴ礁と気候変動に関
する決議を踏まえ、気候変動に対する適応策を検討するため、サ
ンゴ礁の回復力を改善させるための研究や活動実施の支援などを
行うほか、海洋酸性化に係る研究に取り組みます。（環境省）

○

3

332 ○ 沖縄県及び奄美群島において、農地などからの赤土などの流
出を防止するため、ほ場勾配修正や沈砂池などの整備を推進しま
す。（農林水産省）

2

4

○

○

○

課題と今後の方針

・近年顕在化している高水温によってサ
ンゴ礁が大規模に衰退する場合、自力
や移植による手法だけでは回復に長時
間を要することが問題となっているた
め、本事業によりサンゴ礁の面的な保
全・回復技術の開発・実証をする。また、
サンゴ礁の減少している海域において
事業化を検討する。
・様々な保全対策の効果を検証しなが
ら、引き続き事業の充実、強化を図る。
・引き続き、希少野生動植物種の保護管
理に必要な事業を推進する。

・研究費の確保が課題。引き続き研究を
推進。

D-2 b 進捗中 【施策番号331に同じ】

D-2 b 進捗中 ・平成14年度から、小笠原国立公園内
において、植生の復元、外来種の駆除
を目的とする自然再生事業を実施。」

【施策番号331に同じ】

・引き続き、島嶼生態系の再生を含め、
多様な生態系を対象とする自然再生事
業を着実に推進する。

C-2 b 進捗中 ・平成29年度10月に新たにツシマウラボ
シシジミの保護増殖事業計画を策定し、
本計画数は51となった（うち平成２４年度
から新たに策定した計画数は16）。ツシ
マウラボシシジミを加えた全51種につい
て保護増殖事業を実施中。
・国有林野内に生息・生育する希少野生
動植物の生息・生育状況の把握や生
息・生育環境の維持、整備等を実施し
C-2 a+ 既に ・天売島においてウミガラスの捕食者の ・引き続き生息環境の保全を図る。
達成済み 捕獲を行う等、海鳥の繁殖地として重要
な離島において生息環境の保全を図っ
ている。

なし b 進捗中 ・これまで、沖ノ鳥島サンゴについて、種
苗生産、移植、保全、モニタリング等の
一連のサンゴ増殖技術の開発を進め、
移植サンゴの産卵が確認されるなど、着
実に成果が得られている。

B-5 b 進捗中 ・環境研究総合推進費の課題研究とし
て、地球温暖化と海洋酸性化がサンゴ
分布に及ぼす影響を予測。

なし b 進捗中 ・平成24年度から令和元年度において、 ・現在の取組を継続して進めていく。
水質保全対策事業（耕土流出防止施設
整備）を沖縄県36地区、奄美群島４地区
で実施している。

D-2 b 進捗中 ・平成14年度からサンゴ群集の再生を ・引き続き、サンゴ礁の再生を含め、多
目的として、国立公園内の石西礁湖で 様な生態系を対象とする自然再生事業
自然再生事業を実施している。また、平 を推進する。
成27年度までに国立公園内の竜串で自
然再生事業を実施済みのほか、徳島県
が実施した竹ヶ島の自然再生事業に対
して自然環境整備交付金により支援実
施済み。

【施策番号320に同じ】

a+ 既に ・モニタリングサイト1000において、藻
・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 場・干潟の生態系を含め、日本を代表す
る生態系の全国的なモニタリング調査を
実施している。

施策の取組状況と成果

C-1 b 進捗中 【施策番号320に同じ】

E-2

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

○

1

331 ○ 沖縄県の石西礁湖、高知県の竜串、徳島県の竹ヶ島において
サンゴ群集の自然再生を実施しており、これらを含め引き続き自然
公園内におけるサンゴ群集の自然再生事業を推進します。（環境
省）

330 ○ 同節１．２「海洋生物多様性の保全のための保護区」に示した
施策を通じ、サンゴ礁の保全を図ります。（環境省）

329 ○ モニタリングサイト1000などを活用して、サンゴ礁に関する情報
整備を進めます。（環境省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

管轄海域の保護区化
10%
（令和２年まで）

−

達成目標

−

−

−

−

−

−

−

−

管轄海域の保護区化
8.3%
（平成23年５月）

−

当初値

【施策番号331に同じ】

−

−

−

−

−

−

−

管轄海域の保護区化
8.3%
（令和２年３月）

−

点検値

【施策番号331に同じ】

・自然公園等事業費

・特定野生生物保護対策費

・特定野生生物保護対策費

・漁場環境・生物多様性保全総合対策事
業費のうち厳しい環境条件下におけるサ
ンゴの面的保全・回復技術開発実証事業
費

・環境研究総合推進費

・沖縄振興交付金事業推進費
・農山漁村地域整備事業費

・自然公園等事業費

【施策番号312から319までを参照】

・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

予算・税制等
事項名

5

数値
目標
番号

○ ○

342 ○ 奄美・琉球諸島（トカラ列島以南の南西諸島が検討対象）につ
いては、絶滅危惧種の生息・生育地など、重要地域の保護担保措
置の拡充が課題であることから、世界自然遺産としての価値の分
析評価を行うとともに保護区の設定拡充などに地域と連携を図りな
がら取り組みます。（環境省、文部科学省、農林水産省）

○

345 ○ サメ・海鳥・ウミガメの混獲生物については、混獲の影響評価 ○ ○
を進めるとともに、適切な混獲回避技術の開発、改良及び漁業者
への普及・啓発を行うなど、混獲の削減を図ります。（農林水産省）

346 ○ 希少種でもあるトドによる漁業被害の防止にあたっても、生物
多様性を配慮しつつ、その来遊頭数などの科学的知見を踏まえた
被害防止対策を推進します。（農林水産省）
347 ○ 鯨類などの大型生物による有用水産資源の捕食の実態を把
握し、科学的知見を踏まえて、その影響緩和の取組を推進します。
（農林水産省）

○

4

344 ○ 希少な野生水生生物の科学的知見の集積・充実を図り、生態 ○ ○
系全体としての保全と持続的利用のあり方を検討します。（農林水
産省）

343 ○ 引き続き、モニタリングサイト1000など各種調査の実施により、
ウミガメ類、海鳥、海棲哺乳類などの生息状況をはじめ、幅広く海
洋の生態系に関する情報収集を進めるとともに、これらの科学的
データに基づく適切な海洋生物の保全のための取組を進めます。
（環境省、農林水産省）

○ ○

341 ○ 小笠原諸島、南西諸島などの島嶼(とうしょ)など特有の生態系
を有する地域への外来種による影響の防止対策について検討・実
施します。この際、国有林に隣接・介在する民有林における対策も
公益的機能維持増進協定制度を活用するなどして一体的に推進し
ます。（環境省、農林水産省）

3

○

2

○

○

○

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

B-2 b 進捗中 ・科学的根拠に基づく捕獲頭数の設定
や強化網の開発等の被害防止対策を進
めているところ。
なし b 進捗中 ・鯨類について目視調査等の実施により
科学的知見の蓄積を図っている。

B-2 b 進捗中 ・海洋生態系保全動向調査事業等にお
いて、サメ、海鳥等の混獲の現状等につ
いて調査・分析を実施した。また、ウミガ
メの定置網の混獲実態について調査す
るとともに、ウミガメ混獲防止技術の開
発を実施した。

・引き続き、科学的根拠に基づく捕獲頭
数の設定や強化網の開発等の被害防
止対策を進める。
・現在の取組を継続して進めていく。

・引き続き、混獲の現状等について調
査・分析を行い、随時、その結果を踏ま
えて混獲回避技術の開発を実施する。
また、漁業者に対し、混獲回避の方法、
捕獲された生存個体の適切な取扱いな
どの指導・普及啓発活動を実施する。

希少野生水生生物について環境関連条
約、国際機関における国際議論の動
向、国際会議での提案・妥当性等につ
いて詳細に調査・分析しする。上記の結
果を踏まえて保全と持続的利用のあり
方を検討する。

a+ 既に ・モニタリングサイト1000において、藻
・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 場・干潟の生態系を含め、日本を代表す
る生態系の全国的なモニタリング調査を
実施している。
・水産資源保護法に基づき特定の水産
動植物の採捕等を禁止した。

C-2 b 進捗中 水産業にとって重要な種に関して、国際
議論の動向、国際会議での提案の背
景・妥当性等について詳細に調査・分析
を行った。漁業がウミガメ類や海鳥類、
サメ類に与える影響について考慮する
ため、ウミガメ類の実態について調査を
行った。

E-2

【施策番号69に同じ】

a+ 既に ・奄美大島、沖縄島やんばる地域におけ ・マングース防除事業については、根絶
達成済み るマングースの防除、小笠原国立公園 に向けて引き続き防除事業を実施し、根
におけるグリーンアノールや西表石垣国 絶を確認する手法の開発を行う。アライ
立公園におけるオオヒキガエルの駆除 グマやオオクチバスのように全国的に定
等を実施。
着している種については、引き続き特徴
・国有林野においては、外来植物である 的な生態系を有する地域において防除
アカギ、モクマオウなどの駆除等を実施 を進めるとともに、有効な防除技術の開
した。
発を行う。非意図的な侵入や国内移動
なお、外来植物の効果的な駆除を推進 による新たな侵入を防ぐことが課題。
するため、国有林に隣接・介在する民有 ・引き続き、国有林における外来植物の
林における対策として公益的機能維持 駆除等を実施する。この際、国有林に隣
増進協定制度の活用を検討した。
接・介在する民有林における対策として
公益的機能維持増進協定制度を活用す
るなどして一体的な推進を検討する。

C-1 b 進捗中 【施策番号69に同じ】

B-4

a+ 既に ・奄美大島及び沖縄島やんばる地域に ・マングース防除事業については、根絶
達成済み おけるマングース防除事業については、 に向けて引き続き防除事業を実施し、根
科学的な検討の結果、奄美大島では令 絶を確認する手法の開発を行う。アライ
和4年度、沖縄島やんばる地域では令 グマやオオクチバスのように全国的に定
和8年度までを根絶の目標年度と設定し 着している種については、引き続き特徴
たほか、低密度下における効率的な捕 的な生態系を有する地域において防除
獲手法の開発も行った。そのほか、知床 を進めるとともに、有効な防除技術の開
国立公園においてシマフクロウの脅威と 発を行う。非意図的な侵入や国内移動
なるアライグマの、また伊豆沼・内沼、琵 による新たな侵入を防ぐことが課題。
琶湖、藺牟田池などのラムサール登録 ・引き続き、国有林野においても希少種
湿地においてはオオクチバス等の防除 への脅威となっている外来種の防除に
モデル事業を実施するとともに、その成 資する取組を推進する。
果と課題について検証を行い、その結果
を広く公表した。
・国有林野の保護林等において、希少
種であるアマミノクロウサギ等の生息状
況や死傷個体の調査を行うなど、マン
グースの防除に資する情報収集等を実
施した。
なし b 進捗中 ・オオハンゴンソウなどの外来植物の除 ・現在の取組を継続して進めていく。
去などを実施した。

B-4

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

340 ○ 利尻、礼文島において、オオハンゴンソウなどの外来植物の除
去などを引き続き実施します。（環境省）

1

○ ○

具体的施策

339 ○ 奄美大島において希少種への脅威となっているマングースに
ついて、低密度状態におけるより効果的な捕獲方法を確立して、根
絶に向けた捕獲を進めるとともに、根絶の目標年度を科学的に検
討します。さらに、費用対効果を踏まえたより効率的な防除手法を
検討し、早期の根絶を目指します。また、希少種の生息地や国立
公園、保護林などの保護上重要な地域を中心に外来種の防除事
業を進めます。（環境省、農林水産省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

奄美大島のマングース
捕獲数及び1000わな
日当たりの捕獲頭数：0
頭・0
（令和4年度）

国立公園内において優
先して除去すべき種の
選定等の防除に向け
た方針を策定した上で
計画的な防除を実施

奄美大島のマングース
捕獲数及び1000わな
日当たりの捕獲頭数：0
頭・0
（令和4年度）

達成目標

−

−

−

−

−

−

奄美大島のマングース捕
獲数及び1000わな日当
たりの捕獲頭数：272頭・
0.13
（平成23年度）

利尻島：オオハンゴンソ
ウ27,000本を駆除（平成
23年度）
礼文島：セイヨウタンポ
ポ、シロツメクサ等3,150L
分を駆除（平成23年度）

奄美大島のマングース捕
獲数及び1000わな日当
たりの捕獲頭数：272頭・
0.13
（平成23年度）

当初値

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

−

【施策番号69に同じ】

・鯨資源調査等対策推進費
・日本沿岸域鯨類調査事業
・鯨類捕獲調査円滑化対策

・有害生物漁業被害防止総合対策事業

・海洋生態系保全動向調査事業
・水産資源調査・評価推進事業

・海洋生態系保全動向調査事業

・特定野生生物保護対策費
・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

【施策番号69に同じ】

奄美大島のマングース捕 ・特定外来生物防除等推進事業（一部）
獲数及び1000わな日当 ・森林整備・保全費
たりの捕獲頭数：0頭・0
（令和元年度）

利尻島：オオハンゴンソ ・国立公園等民間活用特定自然環境保
ウ20,327本を駆除（平成 全活動（グリーンワーカー事業）
24年度）
礼文島：セイヨウタンポ
ポ、シロツメクサ等2,250L
分を駆除（平成24年度）

奄美大島のマングース捕 ・特定外来生物防除等推進事業（一部）
獲数及び1000わな日当 ・森林整備・保全費
たりの捕獲頭数：0頭・0
（令和元年度）

点検値

26
27

数値
目標
番号
26
27

具体的施策

○

361 ○ わが国漁船による操業の確保や資源の持続可能な利用と適
切な管理などを目的とした二国間・多国間による漁業協定を毎年
度47協定以上に維持・増大することにより、漁業資源の持続可能
な利用、混獲削減などに積極的に貢献します。（農林水産省）

○

○

359 ○ 鯨類資源についても、科学的研究に基づく保存と持続可能な
利用を国際的に確立させるよう努めます。（農林水産省）

360 ○ 資源保護のための操業期間禁止や保護水面の設定のような ○ ○
生態系に配慮した漁業管理やトリポール、ネムリ針などの混獲回
避に向けた取組を進めるとともに、これらの漁業活動により海洋生
物の多様性の保全と持続可能な利用が可能なことなどを科学的に
示し、適切な国際世論の形成を図ります。（農林水産省）

○

358 ○ 資源状況の悪化が懸念されているマグロ類を含む高度回遊性
魚類の持続可能な利用・管理については、わが国の漁業生産及び
消費における立場を十分に踏まえ、地域漁業管理機関を通じて、
科学的根拠に基づく保存管理措置の設定や、違法・無報告・無規
制（IUU）漁業の排除に取り組みます。（農林水産省）

○

356 ○ 体験学習や自然とのふれあいなど都市と漁村の交流・定住の
推進による国民の水産業・漁村への理解と関心を深め、漁村の活
性化を図るために必要な施設等の整備を実施します。（農林水産
省）

○

a+ 既に 【施策番号321に同じ】
達成済み

施策の取組状況と成果

・開発した水産生物の生活史に対応した
広域的に連携する漁場環境形成手法や
木材利用を促進する増養殖技術を水産
基盤整備事業で利用していく。
・平成30年度以降も引き続き、良好な生
息環境空間を創出する計画に基づく漁
場整備を推進している。

【施策番号326に同じ】

【施策番号325に同じ】

【施策番号324に同じ】

【施策番号323に同じ】

【施策番号321に同じ】

課題と今後の方針

・引き続き、漁村における定住や都市と
の地域間交流の促進など、漁村地域の
活性化を図るための施設整備を促進す
ることにより、国民に親しみやすい漁村
景観の保全・形成を図る。

・引き続き、大臣許可漁業で操業期間の
制限等の規制を設けるとともに、保護水
面の適切な設定を実施する。
・また、混獲回避に向けた取組を更に進
める。
国際的な議論に対応するため、引き続
き混獲の現状等について調査・分析を
実施し、混獲防止のための普及啓発を
行う。

なし b 進捗中 ・マグロ類等に関する地域漁業管理機 ・現在の取組を継続して進めていく。
関において、資源の適切な管理と持続
的利用のための活動に積極的に参画し
た。

B-2 a+ 既に ・水産資源の持続的利用のため、大臣
C-1 達成済み 許可漁業で操業期間の制限等の規制を
設けるとともに、保護水面の適切な設定
を実施している。
・また、混獲回避のため、まぐろ延縄漁
業において、トリポールを義務化し、ネ
ムリ針の導入を推進している。
・さらに、国際的な議論に対応するた
め、水産資源持続的利用国際動向調査
事業において、サメ、海鳥等の混獲の現
状等について調査・分析を実施した。

なし b 進捗中 ・鯨類について目視調査等の実施により ・現在の取組を継続して進めていく。
科学的知見の蓄積を図るとともに、科学
的情報に基づく鯨類の持続的な利用の
考えが国際的に理解されるよう努めて
いるところ。

なし b 進捗中 ・マグロ類等に関する地域漁業管理機 ・現在の取組を継続して進めていく。
関において、資源の適切な管理と持続
的利用のための活動に積極的に参画し
た。

・毎年、水産資源について調査船等によ
る種々の調査を行い、資源の動向把
握、評価を行う。

a+ 既に ・漁村における定住や都市との地域間 ・引き続き、漁村における定住や都市と
達成済み 交流の促進など、漁村地域の活性化を の地域間交流の促進など、漁村地域の
図るための施設整備を促進した。
活性化を図るための施設整備を促進す
る。

a+ 既に ・漁村における定住や都市との地域間
達成済み 交流の促進など、漁村地域の活性化を
図るための施設整備を促進することによ
り、国民に親しみやすい漁村景観の保
全・形成に寄与した。

a+ 既に ・平成23年３月11日に発生した東日本大 ・平成22、23年度については、平成23年
達成済み 震災の影響により、全国的な集計が不 ３月11日に発生した東日本大震災の影
可能となったが、被災3県除きの漁業集 響により、全国的な集計が不可能となっ
落排水処理人口比率は、平成28年度の た。今後は、被災自治体と調整し全国集
実績値が67％となっており、目標値（平 計が可能になるよう対応するとともに、
成28年度）である65％は達成済。
引き続き漁港周辺水域の水質保全対策
を行う。

B-2 b 進捗中 ・水産資源について調査船等による
種々の調査を行い、資源の動向把握、
評価に係る作業を行っている。

なし

なし

なし

・良好な生息環境空間を創出する計画
に基づく漁場整備を平成24〜28年度に
18海域で実施した。

B-2 b 進捗中 ・水産生物の生活史に対応した広域的
に連携する漁場環境形成手法の検討、
各生活史段階に応じた漁場機能を強化
する技術の開発・実証を実施するととも
に、木材利用を促進する増殖技術開発
への支援を行なった。

B-2 b 進捗中 【施策番号326に同じ】

B−3 b 進捗中 【施策番号325に同じ】

なし b 進捗中 【施策番号324に同じ】

なし b 進捗中 【施策番号323に同じ】

B-2

国別
達成評価
5 なし 目標

○

○

355 ○ 豊かな生物多様性をはじめとする魅力的な地域資源を活用し
た漁村づくりを推進するとともに、国民が親しみやすい良好な漁村
景観の保全・形成や歴史的・文化的遺産の継承を推進します。（農
林水産省）

4

357 ○ 水産資源について調査船等による種々の調査を行い、資源の
動向把握、評価を推進します。（農林水産省）

○

○

353 ○ 漁港漁場の整備にあたっては、計画、設計、施工の各段階に
おいて、実施箇所の自然環境に対する影響に十分配慮し、多様な
自然素材の活用を検討するとともに、可能な限りモニタリングによ
る影響の把握に努め、生物多様性を含めた自然環境に配慮した漁
港漁場の整備を推進し、水産生物の生活史に対応した良好な生息
環境空間を創出します。（農林水産省）

354 ○ 漁港周辺水域への汚水流入負荷軽減対策として漁業集落排
水施設などの整備や漁港内における汚泥やヘドロの除去などを行
うことにより漁港周辺水域の水質保全対策を強化します。（農林水
産省）

○

○

○

3

352 ○ 漁場の効用回復に資する堆積物除去等を推進します。（農林
水産省）

2

基本戦略への該当

○

1

351 ○ 赤潮・貧酸素水塊の発生監視体制を強化し、漁業被害を防止
するための取組を推進します。（農林水産省）

349 ○ 生活排水などによる水産動植物の生育環境の悪化に対して
は、集落排水施設などの整備を通じた陸上からの水質負荷低減に
取り組みます。（農林水産省）
350 ○ 漁業系資材のリサイクル技術の開発・普及などの対策を推進
することにより、漂流・漂着ごみの増加による漁業活動への悪影響
の軽減を図ります。（農林水産省）

２ 里海・海洋における漁業
348 ○ 海域環境に応じた手法による藻場・干潟の保全・造成を推進
するとともに、漁業者を中心とする多様な担い手によって食害生物
の駆除、遺伝的多様性と地域固有性を確保した海草類・二枚貝の
拡散・移植及び漁場の耕うんなどの維持管理活動を推進します。
（農林水産省）

施策
番号
当初値

−

−

【施策番号326に同じ】

【施策番号325に同じ】

【施策番号324に同じ】

【施策番号323に同じ】

【施策番号321に同じ】

点検値

【施策番号326に同じ】

【施策番号325に同じ】

【施策番号324に同じ】

【施策番号323に同じ】

【施策番号321に同じ】

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

−

−

多国間漁業協定：47協 52協定
定以上（毎年度維持・ （平成23年度末）
増大）

−

−

−

−

−

−

漁業集落排水処理を 漁業集落排水処理を行う
行う漁村の人口比率： 漁村の人口比率：49%
65%
（平成21年度末実績）
（平成28年度まで)

52協定（令和２年３月）

−

−

−

−

−

−

71%
（平成30年度）

−

・生態系保全動向調査事業

・鯨資源調査等対策推進費
・日本沿岸域鯨類調査事業
・鯨類捕獲調査円滑化対策

−

・水産資源調査・評価推進事業

・農山漁村振興交付金

・農山漁村振興交付金

・農山漁村地域整備交付金の内数
・地方創生整備推進交付金の内数

魚礁や増養殖場の整備： 魚礁や増養殖場の整備： ・漁場環境・生物多様性保全総合対策事
4.1(5.1)万ha整備
7.0万ha
業費のうち水産生物の生活史に対応した
（平成19〜22(23)年度実
（平成24〜29年度)
漁場環境形成推進事業費
績）
・漁場環境・生物多様性保全総合対策事
漁場の堆積物除去：23 漁場の堆積物除去：
漁場の堆積物除去：17.7 業費のうち木材利用を促進する増殖技術
万ha
31.3(33.9)万ha整備
万ha
開発事業費
（平成24〜28年度)
（平成19〜22(23)年度実
（平成24〜29年度)
・水産基盤整備事業
績）

魚礁や増養殖場の整
備：６万ha
（平成24〜28年度)

【施策番号326に同じ】 【施策番号326に同じ】

−

−

【施策番号323に同じ】 【施策番号323に同じ】

【施策番号321に同じ】 【施策番号321に同じ】

達成目標

30

29

25

28

25

24

22

数値
目標
番号

具体的施策

1

○ ○

○

375 ○ 養浜、潜堤や人工リーフの整備などにより海岸の侵食対策を
行うとともに、砂浜を保全・回復し、自然とふれあうことのできる快
適な空間の創出を進めます。（農林水産省、国土交通省）

○

372 ○ 希少種でもあるトドによる漁業被害の防止にあたっても、生物
多様性の保全に配慮しつつ、その来遊頭数などの科学的知見を踏
まえた被害防止対策を推進します。（農林水産省）
373 ○ 鯨類などの大型生物による有用水産資源の捕食の実態を把
握し、科学的知見を踏まえて、その影響緩和の取組を推進します。
（農林水産省）
３ 海岸環境
374 ○ 海岸法の目的である防護・環境・利用の調和を目指し、地域を ○
中心とした関係者の合意形成などを通じて、地域の海岸特性を踏
まえた海岸環境の保全・再生を図る「自然共生型海岸づくり」を河
川管理と連携しつつ推進します。（農林水産省、国土交通省）

○

○

370 ○ サメ、海鳥、ウミガメの混獲生物については、混獲の影響評価 ○ ○
を進めるとともに、適切な混獲回避技術の開発、改良及び漁業者
への普及・啓発を行うなど、混獲の削減を図ります。（農林水産省）

371 ○ 環境の変化などによる漁業への悪影響を回避し、生物多様性
の保全を念頭に食害防止に向けた効果的な外来魚の駆除やカワ
ウの保護管理などの適切な対策を講じます。（農林水産省）

○

369 ○ 希少な野生水生生物の科学的知見の集積・充実を図り、生態 ○ ○
系全体としての保全と持続的利用のあり方を検討します。（農林水
産省）

368 ○ 平成34年までに海面養殖生産に占める漁場改善計画対象海
面で生産される割合を平成22年の７割台から９割に推進します。
（農林水産省）

367 ○ さけ・ます増殖事業についても、北太平洋の生態系との調和を
図り、生物として持つ種の特性と多様性を維持することに配慮して
実施するとともに、天然魚との共存可能な人工種苗放流技術の高
度化を図り、河川及びその周辺の生態系にも配慮した、さけ・ます
増殖事業を推進します。（農林水産省）

○

○

○

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

・生態系や資源の持続性に配慮した取
組を継続して進めていく。

【施策番号345に同じ】

【施策番号344に同じ】

・引き続き、漁業協同組合等による自主
的な漁場環境の維持・改善のための漁
場改善計画の策定を促し、同計画の策
定状況の把握等に努めていくとともに、
持続的な養殖生産の確保を図る。

・引き続き、国立研究開発法人水産研
究・教育機構が実施するふ化放流のモ
ニタリングや技術開発の結果等を踏まえ
て、生物多様性に配慮したさけ・ます増
殖事業を推進していく。

【施策番号347に同じ】

【施策番号346に同じ】

B-1 b 進捗中 ・自然とふれあうことのできる快適な空
C-1
間の創出を推進した。

・砂浜を保全・回復し、自然とふれあうこ
とのできる快適な空間の創出を引き続き
推進。

B-1 b 進捗中 ・地域を中心とした関係者の合意形成な ・地域の海岸特性を踏まえた海岸環境
C-1
どを通じて海岸環境の保全・再生を推進 の保全・再生を引き続き推進。
した。

なし b 進捗中 【施策番号347に同じ】

B-2 b 進捗中 【施策番号346に同じ】

B-2 b 進捗中 ・内水面漁業者の行うカワウ・外来魚の ・広域化しているカワウの分散を防止
駆除等の取組を支援することにより、外 し、漁業被害の軽減を図る。
来魚やカワウの被害防止対策を講じて
います。

B-2 b 進捗中 【施策番号345に同じ】

C-2 b 進捗中 【施策番号344に同じ】

なし b 進捗中 ・国立研究開発法人水産研究・教育機
構は水産資源保護法第20条に基づき、
種の特性と多様性の維持に配慮したふ
化放流を実施するとともに、放流魚と野
生魚の共存を目指したさけ・ます類資源
保全技術の開発に取り組んでおり、河
川及びその周辺の生態系に配慮したさ
け・ます増殖事業を進めている。
なし a 既に達 ・持続的養殖生産確保法第４条に基づく
成済み 漁場改善計画の策定
・漁場改善計画については、既に生産量
ベースで海面養殖業の９割を達成

・出荷サイズのクロマグロへ給餌可能な
配合餌料を実用化したが、その普及が
課題。

a+ 既に ・持続的養殖生産確保法第４条に基づく ・引き続き、漁業協同組合等による自主
達成済み 漁場改善計画の策定
的な漁場環境の維持・改善のための漁
・漁場改善計画については、既に生産量 場改善計画の策定を促し、同計画の策
ベースで海面養殖業の９割を達成
定状況の把握等に努めていくとともに、
持続的な養殖生産の確保を図る。

なし a 既に達 ・クロマグロ養殖用餌料高度化促進事
成済み 業において、クロマグロ用配合餌料開
発。

なし

なし b 進捗中 ・平成26年度、人工種苗放流に係る遺
伝的多様性への影響リスクを低減する
ための技術的な指針を作成。

B-2 a 既に達 ・当該施策は、平成23年度から実施して ・資源管理の一層の推進を図るため、今
成済み おり、国及び都道府県ごとに資源管理 後もすべての漁業者が資源管理計画に
指針を策定し、これに沿って関係漁業者 基づく資源管理に参加するよう促進を図
は資源管理計画を作成し、幅広い漁業 る。また、資源状況に応じた柔軟かつ機
種類において、漁業実態に応じた各種 動的な資源管理を各地で実施する必要
の管理措置を実施している。
があるため、関係者が科学的知見に基
・令和２年３月末現在、全国で2,066件の づいた有効な資源管理措置を検討し、
資源管理計画が策定されており、我が 取組内容を見直す仕組みの構築を推進
国の漁業生産量の約９割が「資源管理 する。さらに、改正漁業法の下での漁業
計画」の下で生産されている。
者自身による自主的な資源管理をより
・当該施策により資源管理計画の作成 効果的なものとなることを目指して、これ
数は着実に増加しており、漁業者は公 まで行われていた資源管理指針・計画
的な管理措置とともに自主的な管理措 体制は、今後は法律に基づく資源管理
置を実施している。
協定へと順次移行し、新たな資源管理を
実施してまいります。
なし a+ 既に ・生態系や資源の持続性に配慮した方 ・生態系や資源の持続性に配慮した方
達成済み 法で漁獲・生産された水産物であること 法で漁獲・生産された水産物であること
を表す水産エコラベルについて、水産白 を表す水産エコラベルについて、さらな
書への記載や、パンフレットの配布等に る認知度の向上及び認証取得の促進を
より、普及促進を図った。
図る。

国別
達成評価
5 なし 目標

366 ○ 魚類養殖において、残餌による環境負荷の低減のため、低環
境負荷飼料の開発を推進します。（農林水産省）

4

○

○

3

365 ○ 養殖業については、漁場環境を悪化させない持続的な養殖生
産を実現するため、地域における主体的な養殖漁場の改善を図る
ための漁場改善計画の策定を促進します。（農林水産省）

364 ○ 放流計画の策定、種苗の生産、放流などにあたっては、遺伝
的多様性への影響、系群への影響などに配慮するなど、環境・生
態系と調和した増殖を推進します。（農林水産省）

○

2

基本戦略への該当

363 ○ 生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲された水産物で ○
あることを表す水産エコラベルについて、水産白書や消費者向け
のパンフレット等を通じ、その普及に努めます。（農林水産省）

362 ○ 漁業許可制度、漁獲可能量（ＴＡＣ）制度等による資源管理とあ
わせ、平成23年度からは、新たに導入された資源管理・漁業所得
補償対策の下、資源状況等に即して休漁、漁具・漁法の規制等の
漁獲努力量の抑制、種苗放流、漁場改善などの適切かつ計画的
な自主的資源管理をより一層推進する必要があります。このため、
漁業者・試験研究機関・行政が一体となって取り組む資源管理指
針・資源管理計画を実施する体制の整備等を進めるとともに、基本
的に全ての漁業者が資源管理計画に基づく資源管理に参加する
よう促します。（農林水産省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

海面養殖生産に占め
る漁場改善計画対象
水面生産割合：９割（令
和４年まで）

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

−

−

海面養殖生産に占める
漁場改善計画対象水面
生産割合：７割台（平成
22年）

−

−

−

−

−

−

当初値

−

−

【施策番号347に同じ】

【施策番号346に同じ】

−

【施策番号345に同じ】

【施策番号344に同じ】

海面養殖生産に占める
漁場改善計画対象水面
生産割合：9.1割
（平成31年1月）

−

−

−

−

−

−

点検値

・海岸事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金
・沖縄振興公共投資交付金
・農山漁村地域整備交付金

・海岸事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金
・沖縄振興公共投資交付金
・農山漁村地域整備交付金

【施策番号347に同じ】

【施策番号346に同じ】

・内水面漁場・資源管理総合対策事業

【施策番号345に同じ】

【施策番号344に同じ】

−

・国立研究開発法人水産研究・教育機構
運営費交付金

・水産資源回復対策に必要な経費

−

−

・日本発の水産エコラベル普及推進事業

EEZ内資源・漁獲管理体制強化事業

予算・税制等
事項名

31

数値
目標
番号

具体的施策

1

○

3

384 ○ 漂着ごみについては全国的な分布状況や経年変化等を把握
するためのモニタリングを継続的に実施するとともに、都道府県域
を越えた広域連携による発生抑制対策等、地域の実情に応じた効
果的な対策の支援に努めます。漂流ごみ・海底ごみについても引
き続き実態把握に努め、関係省庁と連携を図りながら必要な対策
の検討を進めます。また、東日本大震災による洋上漂流物をはじ
め、わが国から流出したごみについても実態把握を行い、関係国と
の協力体制の構築に努めます。（環境省）

382 ○ 海岸におけるごみ対策や清掃などについては、地域住民やボ ○
ランティア、NGOなどの協力を得ながら進めるとともに、無秩序な利
用やごみの投棄などにより海岸環境の悪化が進まないよう、モラ
ルの向上を図るための啓発活動の充実に努めます。さらに、こうし
た地域住民との連携を図り、海岸愛護活動の実施や環境教育の
充実に努めます。具体的には、エコ・コースト事業においては、今
後、計画段階からの住民やNGOなどの参画により、地域固有の環
境課題に対応した、官民一体となった環境保全の取組を進めま
す。（農林水産省、国土交通省）
383 ○ 大規模な漂着ごみは、海岸堤防・砂浜などの消波機能の低
下、水門の防潮機能への障害など、海岸保全施設の機能阻害の
原因となることから、災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事
業により処理を進めます。（農林水産省、国土交通省）

○

○

・計画段階からの地域住民等の参画に
より、地域固有の環境課題に対応した、
官民一体となった環境保全の取組を引
き続き推進。

B-1 a+ 既に ・漂着量が採択要件に達する前から、現 ・海岸保全施設の機能阻害の原因とな
C-1 達成済み 地着手が可能となるよう拡充するなど、 る海岸漂着ゴミや流木について、災害関
災害による漂着ゴミや流木の処理を推 連緊急大規模漂着流木等処理対策事
進することにより、森・里・川・海のつな 業による処理を引き続き推進。
がりを認識するとともに、発生源対策に
つながり、その結果、沿岸における生物
多様性の保全に寄与。
なし b 進捗中 ・我が国周辺海域におけるマイクロプラ ・漂着ごみの全国的・経年的な状況把握
スチックを含める漂流・海底ごみの状況 を行い、また、特定の地域の主要漂着ご
を把握するため、全国的・経年的なモニ みを対象に原因究明調査・発生源対策
タリング調査を実施した。
の検討を行う。
・流域圏での沿岸〜内陸にわたる広域 ・また、代表的地域における漂流・海底
的なごみ発生抑制促進のため、複数地 ごみについて、実態と影響を把握し、更
方公共団体連携による排出抑制対策モ なる対策の必要性等を検討する。
デル事業を実施し、その効果の計測・評 ・あわせて、漂流・海底ごみに関する調
価方法をとりまとめている。
査を行い、発生原因の推定と生態系に
・漂着ごみ等の問題解決のため、多様な も配慮した効率的な回収実施のための
関係主体間の連携・協力の推進を図る 技術的検討を行い、漂着・漂流・海底ご
とともに、我が国の取組を国内外へ発信 みの総合的な対策を講じる必要がある。
するため、「プラスチック・スマート」を展 ・引き続き、「プラスチック・スマート」を推
開した。
進することにより、問題解決のための主
・東南アジア諸国における海洋ごみ調査 体間連携・協力の推進を図るとともに我
の実施を促すため、人材育成に向けた が国の取組の発信を行う。
招へい者研修を実施した。

A-1 b 進捗中 ・計画段階からの地域住民等の参画に
より、地域固有の環境課題に対応した、
官民一体となった環境保全の取組を推
進した。

・基本方針を踏まえ、各地域における海
岸漂着物対策を更に推進するため、各
種施策を総合的に実施していく必要が
ある。

なし b 進捗中 ・平成22年３月に、「海岸漂着物対策を
総合的かつ効果的に推進するための基
本的な方針」が閣議決定され、地域の実
情に応じて、海岸漂着物対策を総合的
に推進することで、漂流・漂着ごみの誤
飲などによる動物への影響を避けるな
ど、沿岸・海洋域における生物多様性の
保全に寄与した。

○

a+ 既に ・平成25年５月に陸中海岸国立公園に ・引き続き自然公園の指定の拡大等を
達成済み ついて、自然度の高い種差・階上海岸 推進する。
等の海岸植物群落を拡張した上で三陸
復興国立公園として指定した。

B-1 b 進捗中 ・環境や利用の面からも優れた｢面的防 ・海岸保全施設の整備にあたっては、堤
C-1
護方式｣への転換を推進した。
防や消波工のみで海岸線を防護する
「線的防護方式」から、環境や利用の面
からも優れた「面的防護方式」への転換
を引き続き推進。

なし

B-1 b 進捗中 ・必要に応じ住民等の参加を得ながら施 ・海生生物や野鳥などにとって重要な生
C-1
設の配置や構造の工夫を行うことによ 息場所などとなっている海岸において、
り、生物生息域の保全と創出に寄与。 施設の配置や構造の工夫を行うととも
に、砂浜の保全などを行い、自然環境と
調和した海岸の形成を引き続き推進。

・構造物による環境への影響を極力回
避した、循環型手法により、美しい砂浜
を復元するとともに、効率的、効果的な
海岸侵食対策を実施し、併せて自然環
境、景観の保全を引き続き推進。

課題と今後の方針

381 ○ 平成21年７月に成立した海岸漂着物処理推進法に基づき海岸
漂着物対策を総合的かつ効果的に推進し、海岸漂着物対策推進
会議等を通じて、関係省庁と連携を図りながら、海岸漂着物対策
の一層の推進に努めます。(環境省)

○

施策の取組状況と成果

B-1 b 進捗中 ・効率的、効果的な海岸侵食対策を実
C-1
施し、併せて自然環境、景観の保全を図
ることにより、生物生息域の保全と創出
に寄与。

国別
達成評価
5 なし 目標

A-1 b 進捗中 ・国土の保全とあわせて、安全で快適な ・国土の保全とあわせて、安全で快適な
海浜利用に資する海岸環境整備を推
海浜利用に資する海岸環境整備を引き
進。
続き推進。

4

380 ○ すべての国民が気軽に自然とふれあうことができる利用しやす ○
い海岸とするため、海辺へのアクセスの向上を図るとともに、海岸
及びその周辺で行われるさまざまな施策との一層の連携を推進し
ます。（農林水産省、国土交通省）

○

○ ○

2

基本戦略への該当

379 ○ 海岸保全施設の整備にあたっては、堤防や消波工のみで海岸 ○
線を防護する「線的防護方式」から、沖合施設や砂浜なども組み合
わせることにより、防護のみならず砂浜の再生、海岸へのアクセス
向上などの点で環境や利用の面からも優れた「面的防護方式」へ
の転換をより一層推進します。（農林水産省、国土交通省）

378 ○ ウミガメの産卵地などの海浜や自然度の高い海岸植物群落に
ついては、国立・国定公園の指定などによる保護区の拡充を検討
するとともに、自然公園法に基づく特別地域内において、必要に応
じて、許可を受けなければ車馬などの乗入れをしてはならない区域
を指定することなどにより、その保全を図ります。（環境省）

377 ○ ウミガメやカブトガニといった海生生物やコアジサシ、チドリ類
などの野鳥などにとって重要な生息場所などとなっている海岸や
自然景観との調和を図る必要が高い海岸において施設の配置や
構造の工夫を行うとともに、砂浜の保全などを推進します。（農林
水産省、国土交通省）

376 ○ 「渚の創生」事業などにおいて、河口、河道、ダムにたい積して
いる土砂、砂防設備に異常にたい積している土砂、漁港、港湾の
たい積土砂や海岸にたい積している土砂などを、侵食が進んでい
る海岸へ流用（サンドバイパス）を行うなど、構造物による環境へ
の影響を極力回避した、循環型手法により、美しい砂浜を復元する
とともに、効率的、効果的な海岸侵食対策を実施し、併せて自然環
境、景観の保全を図ります。（農林水産省、国土交通省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

−

国立公園乗入れ規制区
域：19公園35地区（平成
23年度末）
国定公園乗入れ規制区
域：10公園17地区（平成
23年度末）

−

−

当初値

・海岸事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全社会資本整備交付金
・沖縄振興公共投資交付金
・農山漁村地域整備交付金

・海岸事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金
・沖縄振興公共投資交付金
・農山漁村地域整備交付金

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

−

−

・海洋ごみに係る削減方策総合検討事業

・農業施設災害関連事業費
・漁港施設災害関連事業費
・河川等災害関連事業費

・海岸事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金
・沖縄振興公共投資交付金
・農山漁村地域整備交付金

・海洋ごみに係る削減方策総合検討事業

・海岸事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金
・沖縄振興公共投資交付金
・農山漁村地域整備交付金

・海岸事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全社交付金
・沖縄振興公共投資交付金
・農山漁村地域整備交付金

国立公園乗入れ規制区 ・国立・国定公園新規指定等推進事業費
域：20公園38地区（令和
２年３月末）
国定公園乗入れ規制区
域：10公園17地区（令和
２年３月末）

−

−

点検値

数値
目標
番号

○

○

○

○

392 ○ リサイクル材の干潟造成への活用に向けて、現地実証試験を
実施します。（国土交通省）

393 ○ 広域的な浚渫土砂などの品質調整・需給調整手法の検討を行
います。（国土交通省）

394 ○ 多様な生物の生息・生育空間であり、地域住民が自然に親し
める港湾緑地の整備を推進します。（国土交通省）

395 ○ 老朽化対策と併せて、生物共生機能を付加させた港湾構造物
の導入を推進します。（国土交通省）

５ 海域汚染対策
396 ○ バラスト水管理条約の発効に向けた国際海事機関（IMO）の議 ○
論に、引き続き積極的に参加します。（国土交通省、環境省、外務
省）

○

○

○

○

・海岸における生物多様性の確保に向
けた取組を引き続き推進。

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

マリンワーカー事業：海
域を有する14国立公園で
実施
（平成24年度）

−

当初値
・海岸漂着物等地域対策推進事業

予算・税制等
事項名

−

−

−

【施策番号374〜389に係る予算】

【施策番号322に同じ】

【施策番号322に同じ】 【施策番号322に同じ】

なし a 既に達 ・IMOの海洋環境保護委員会において
成済み 船舶へのバラスト水管理システム搭載
義務付け時期に関する見直し提案を行
うなど、IMOにおける条約発効に向けた
議論に積極的に参加するとともに、我が
国は平成26年に同条約を締結。その
後、平成28年9月に発効要件が満たさ
れ、１年後の平成29年9月に発効した。

B-1 b 進捗中 ・瀬戸内海において、浚渫土砂の広域
B-3
利用を調整する枠組みとして協議会を
設置した。
A-1 a+ 既に 堺泉北港や志布志港等における港湾緑
達成済み 地の整備により、良好な港湾空間の維
持・創出に寄与した。
B-1 b 進捗中 ・新潟港等に整備した生物共生機能を
B-3
付加させた港湾構造物においてモニタリ
ングを実施し、水生生物の増加等の環
境改善効果を確認した。

・引き続き、バラスト水管理条約の実施
に関する課題を解決するために、IMOに
おける海洋環境保護等の議論に積極的
に参加していく。

・引き続き多様な生物の生息空間、住民
が自然に親しめる空間となる港湾緑地
の整備を推進。
・引き続き老朽化対策と併せて、生物共
生機能を付加させた港湾構造物の導入
を推進する。

・引き続き浚渫土砂の広域利用につい
て検討を実施。

−

−

−

−

−

−

−

干潟の再生の割合：約
41.2％
（平成30年度末）

【施策番号322に同じ】

批准国数35カ国、合計商 批准国数84カ国、合計商
船船腹量27.95％
船船腹量91.10％
（平成24 年５月28日）
（令和2年7月3日）
（日本は未批准）

−

−

−

B-1 a+ 既に ・リサイクル材の干潟造成への活用に向 ・引き続きリサイクル材の干潟造成への 干潟の再生の割合：約 干潟の再生の割合：約
B-3 達成済み けて、広島湾に整備した現地実証実験 活用に向けた現地実証実験を進め、知 40％
37.8％
施設においてモニタリングを実施し、水 見を蓄積する。
（平成28年度末）
（平成23年度末）
生生物の増加等の環境改善効果を確認
した。

B-1 a+ 既に 【施策番号322に同じ】
B-3 達成済み

−

・海岸事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金
・沖縄振興公共投資交付金
・農山漁村地域整備交付金

マリンワーカー事業：海 ・国立・国定公園新規指定等推進事業費
域を有する15国立公園で
実施
（令和元年度）

−

点検値

・港湾整備事業費

・港湾整備事業費

・港湾整備事業費

・港湾整備事業費

−

【施策番号322に同じ】

B-1 a+ 既に ・東京港や大阪港等において汚泥の浚 ・引き続き、海底にたい積した有機汚泥 三大湾における底質改 三大湾において底質改 三大湾において底質改 ・港湾整備事業費
B-3 達成済み 渫を実施し、水質・底質の環境を改善
の浚渫や覆砂等による水質・底質の環 善割合：約50%（平成28 善が必要な区域のうち改 善が必要な区域のうち改
し、沿岸域の生物多様性の保全・再生 境改善を推進する。
年度末）
善した割合：約46.2%
善した割合：約51.5%
の取組を推進した。
（平成23年度末）
（平成30年度末）

B-1 b 進捗中 ・海岸における生物多様性の確保に向
C-1
けた取組を引き続き行うことにより、生
物生息域の保全と創出に寄与。

B-1 b 進捗中 ・地球温暖化に伴う気象・海象の変化や ・地球温暖化に伴う気象・海象の変化や
C-1
長期的な海水面の上昇を考慮した海岸 長期的な海水面の上昇に対応するため
保全施設の整備のあり方を検討した。 の施策の検討を推進。

・引き続き国立公園の海域における適正
な管理を行うことにより、海洋生態系の
保全再生に取り組む。

・引き続き、基本方針を踏まえ、各地域
における海岸漂着物対策を更に推進す
るため、国としても各種施策を総合的に
実施していく必要がある。

課題と今後の方針

○ ○ ○

391 ○ 港湾整備により発生した浚渫土砂を有効活用し、干潟・藻場な
どの造成、深掘跡の埋め戻しを推進します。（国土交通省）

４ 港湾環境
390 ○ 海底にたい積した有機汚泥の浚渫を推進します。（国土交通
省）

389 ○ これらの各種施策を通じて、海岸における生物多様性の確保
に向けた取組を、今後とも引き続き行います。（農林水産省、国土
交通省、環境省）

施策の取組状況と成果

なし b 進捗中 ・海岸漂着物地域対策推進事業による
支援を活用し、都道府県が地域の実情
を踏まえて地域計画を策定し、回収・処
理、発生抑制対策について取組が進め
られているところ。各都道府県等を通じ
て漂着ごみ回収・処理、発生抑制に向け
た取組が推進され、地域の実情に応じ
た漂流・漂着ごみ等の対策が実施され
ることで、漂流・漂着ごみ等の誤飲など
による動物への影響を避けるなど、沿
岸・海洋域における生物多様性の保全
に寄与した。
なし a+ 既に ・平成24年度から令和元年度までに、6
達成済み 国立公園でオニヒトデの駆除を実施し、
14国立公園でウミガメの産卵地となって
いる砂浜等の海岸清掃を実施した。

国別
達成評価
5 なし 目標

B-1 b 進捗中 ・海岸保全施設が生態系や環境などの ・自然共生型海岸づくりを踏まえた生態
C-1
自然環境へ与える影響や効果を把握す 系に配慮した海岸整備について調査検
るとともに、自然共生型海岸づくりを踏ま 討を引き続き推進。
えた、生態系に配慮した海岸整備につ
いて調査検討を行った。

4

○

○

387 ○ 安全かつ自然と共生する質の高い海岸の実現のため、海岸に
関する基礎的な情報の収集・整理を行うとともに、広域的な海岸の
侵食に関する調査研究、生態系などの自然環境に配慮した海岸保
全施設の整備に関する調査研究などについて、関係する研究機関
も含め推進します。また、保全すべき海岸環境について関係者が
共通の認識を有するよう努めます。例えば、海岸省庁においては、
海岸保全施設が生態系や環境などの自然環境へ与える影響や効
果を把握するとともに、自然共生型海岸づくりを踏まえた生態系に
配慮した海岸整備について調査検討などを行います。（農林水産
省、国土交通省）
388 ○ 地球温暖化に伴う気象・海象の変化や長期的な海水面の上昇
が懸念されており、海岸にとっても海岸侵食の進行やゼロメートル
地帯の増加、高潮被害の激化、生物の生息域の変化など深刻な
影響が生ずるおそれがあることから、潮位、波浪などについて監視
を行うとともに、それらの変化に対応するため所要の検討を進めま
す。（農林水産省、国土交通省）

3

○

2

基本戦略への該当

386 ○ 国立公園内の海岸については、地域住民の協力のもと、海域
の国立・国定公園保全管理強化事業（マリンワーカー事業）による
清掃作業、漂着ごみの除去作業などを実施します。（環境省）

1

○

具体的施策

385 ○ 都道府県などが地域計画に基づき実施する海岸漂着物の回
収・処理や発生抑制対策などの取組に対する支援を行います。（環
境省）

施策
番号

23

23

数値
目標
番号

○

401 ○ 東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海については、平成26年度を目標
年度とした第７次水質総量削減を着実に実施します。また、環境基
準がほぼ達成された海域がある一方で、今後も水環境改善を進め
る必要がある海域があることを踏まえ、場所や季節を考慮したきめ
細やかな対応について検討していくとともに、下層DO等の改善に
向けて取り組みます。（環境省）

402 ○ 閉鎖性海域の水質改善のため、流入する汚濁負荷量の削減
や、干潟の保全・再生などの施策を推進します。（国土交通省）

○

400 ○ 里海ネットや里海づくりの手引き書を活用して、里海づくりの考
え方や具体的活動の普及促進を図ります。また、東日本大震災で
大きな被害を受けた海域を、豊かな里海として復興するための調
査や行動計画の策定に取り組みます。また、シンポジウムなどを通
じて国内のみならずアジアに向け「里海」の概念を情報発信しま
す。（環境省）

○

○

399 ○ 汚染の著しい海域などにおいて、その原因となっているヘドロ
などの除去、覆砂及び放置座礁船の処理などの水質浄化対策を
推進します。（国土交通省）

3

○

2

4

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

B-2 a+ 既に ・H24には「宮古湾里海復興プラン」、
D-1 達成済み H25には「里海復興プラン策定の手引
き」を策定した。
・人が関わってより良い海を作り、豊か
な恵みを得る「里海」づくりの考え方を取
り入れた沿岸域の水環境の保全・再生
等に関する取組を促進するため、里海
づくりに係る手引書や全国の活動状況
等の情報について、ウェブサイト「里海
ネット」で提供している。
・また、世界閉鎖性海域環境保全会議
（エメックス会議）については毎回出席
し、各国に知見を提供している。
B-3 a+ 既に ・毎年度、各指定水域の水質等につい
達成済み て統一的な手法による調査を行い、海
域の水環境状況を把握
・海域ごとに発生負荷量及び海域への
流入負荷量の状況を経年的に把握
・調査結果を公表し、水環境の状況や発
生負荷量を捉える基礎データとして利
用。
・第７次水質総量削減における削減目標
はおおむね達成された。
・調査結果等も基に、第８次水質総量削
減制度の在り方を取りまとめ（H27年
度）、第８次総量削減基本方針を策定し
B-1 b 進捗中 ・平成27年1月に「既存施設を活用した
B-3
段階的高度処理の普及ガイドライン
（案）」を策定し、既存の下水道施設の一
部改造や運転管理の工夫による段階的
高度処理を含む高度処理の導入を推進
するとともに、下水道の普及促進や合流
式下水道の改善対策等を推進した。
・浚渫土砂を有効活用し、徳山下松港の
干潟の再生を実施し、水生生物が増加
等、沿岸域の生物多様性の保全・再生
の取組を推進した。

B-1 b 進捗中 【施策番号390に同じ】
B-3

環境省ＨＰで公開中
http://www.env.go.jp/wat
er/esi/esi̲title.html

−

当初値

【施策番号390に同じ】 【施策番号390に同じ】

−

−

達成目標

【施策番号390に同じ】

−

−

点検値

【施策番号390に同じ】

・海洋基本計画推進経費の油等汚染対
応国内対応事業費

・海洋環境関連条約対応事業費

予算・税制等
事項名

干潟の再生の割合：約
41.2％
（平成30年度末）

第７次水質総量削減に ＣＯＤ：東京湾183t/日
ＣＯＤ：東京湾163t/日
おける削減目標量（平
伊勢湾158t/日
伊勢湾141t/日
成26年度）
瀬戸内海468t/日
瀬戸内海404t/日
COＤ：東京湾177t/日 （平成21年度実績）
（平成26年度実績）
伊勢湾146t/日
瀬戸内海472t/日

・引き続き、既存の下水道施設の一部改 干潟の再生の割合：約 干潟の再生の割合：約
造や運転管理の工夫により、早期かつ 40％
37.8％
安価に高度処理化を図る「段階的高度 （平成28年度末）
（平成23年度末）
処理」の導入を推進し、高度処理の普及
促進につなげる推進するとともに、下水
道の普及促進や合流式下水道の改善
対策等を推進する。
・また、閉鎖性海域の水質改善のため、
流入する汚濁負荷量の削減や、干潟の
保全・再生などの施策を推進する。

・汚濁負荷量の削減目標に向けて、着
実に水質総量削減を推進する。
・調査・検討結果を踏まえ、中央環境審
議会において、今後の水質総量削減の
在り方について検討を行う。

・港湾整備事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金
・下水道事業関係費

・水質総量削減の方向性の検討
・底層ＤＯ等の改善に向けた水環境改善
方策検討費
・総量削減状況等モニタリング

・引き続き、全国の活動状況調査の結果 地域における里海復興 東北地方の５つの閉鎖 宮古湾里海復興プランの ・豊かさを実感できる海の再生事業
や手引書等について里海ネットを通じた プランの策定（〜平成 性海域において環境（水 策定（平成24年度）
情報発信を行っていく。
25年）
質、底質、藻場等）調査 里海復興プラン策定の策
・引き続き、世界閉鎖性海域環境保全会
を実施
定（平成25年度）
議（エメックス会議）等に出席し、各国に
「里海」の概念を情報発信していく。

【施策番号390に同じ】

a+ 既に ・ＩＭＯが示したバラスト水管理条約に関 ・船体付着物に関する情報収集調査等
達成済み する１４項目のガイドラインについて検討 を実施し、外来生物の移入等の海洋生
を実施するとともに、バラスト水交換海 態系への影響の防止を図る。
域を設定するための基礎資料となる海 ・引き続き、バラスト水管理条約の実施
洋環境調査を実施した。バラスト水管理 に関する課題を解決するためのIMOに
条約に付随するガイドラインの検討、外 おける議論に積極的に参加していく。
国の動向調査及び周辺海域における海
洋環境調査等を実施し、早期に条約を
受け入れるための態勢の検討を進めた
結果、我が国は平成26年に同条約を締
結し、その後、平成28年9月に発効要件
が満たされ、１年後の平成29年9月に発
効した。
なし a+ 既に ・OPRC条約及びOPRC-HNS議定書を ・引き続き、海上輸送可能な有害液体物
達成済み 担保した国家緊急時計画に基づき、大 質が追加される毎に、脆弱沿岸海域図
規模流出事故に対応した脆弱沿岸海域 を更新し、突発的な大規模流出事故に
図（ESIマップ）及び有害物質流出事故に 対応可能なよう、整備を行っていく。
対応した脆弱沿岸海域図（HNS-ESIマッ
プ）を作成した。

なし

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

398 ○ 油及び有害液体物質流出事故に対応した脆弱沿岸海域図に
ついて、沿岸における土地利用の変化を踏まえた、生物対象群
（魚類・底生生物）や生態区分（干潟、藻場など）の情報の更新を行
います。（環境省）

1

○

具体的施策

397 ○ 条約の締結に向け、バラスト水に起因する環境影響の情報な
どの収集、バラスト水処理技術などに関する基礎情報の収集・分
析などを行い、早期に条約を受け入れるための態勢の検討を進め
ます。（環境省、国土交通省）

施策
番号

23

33

32

数値
目標
番号

具体的施策

1

404 ○ 有明海及び八代海等の海域環境、生態系の保全・回復に関し
て、平成18年12月に有明海・八代海総合調査評価委員会で策定さ
れた委員会報告を踏まえ、解明すべき課題として提言された項目
等について順次調査研究を進めます。具体的には、海域での土
砂、懸濁物等の挙動の把握、生態系の総合的な評価モデルの構
築、二枚貝の浄化能力などの生態系の機能を活用した環境改善
手法の検討に取り組みます。（環境省）

2

○

3

4

○

施策の取組状況と成果

なし

・引き続き、下水道施設の整備等による
水質浄化対策を行うことなど、河川等の
水質改善を図ることにより、「海の再生」
の実現を推進していく。
・今後も、各海域において行動計画に基
づく施策を推進していくとともに、民間企
業や市民等の多様な主体と連携・協働
し、官民一体となって取組める体制の整
備を進める。

課題と今後の方針

a+ 既に ・評価委員会は、有明海・八代海等にお ・評価委員会及び小委員会における、有
達成済み ける再生方策等を平成29年３月に委員 明海・八代海等の再生の評価に関する
会報告として取りまとめるとともに、今
審議を加速させるため、必要な調査を行
後、長期的に蓄積すべき観測データや、 う。
新たに実施すべき調査・研究開発の課
題が具体的に示された。これを踏まえ、
再生に係る評価に必要な調査や科学的
知見の収集等を進めている。

なし b 進捗中 ・地方公共団体を含む関係者が連携し
て、その水質を改善するための行動計
画を策定し、 陸域負荷削減、海域環境
改善、モニタリング等の施策を推進して
いる。東京湾においては平成24年度に
第1期計画の最終評価を行い、平成25
年度に第2期計画を策定し、新たに東京
湾官民連携フォーラムの設立により、民
間企業や市民等の多様な主体と連携・
協働し、官民一体となって取組める体制
を整備した。
・東京湾、大阪湾、伊勢湾および広島湾
の閉鎖性海域の水質改善に向けて海の
再生プロジェクトの施策を推進している。
・東京湾、大阪湾、伊勢湾および広島湾
において、国民・流域住民の関心の醸
成及び汚濁メカニズムの解明等を目的
として、「東京湾環境一斉調査」「大阪湾
再生水質一斉調査」「伊勢湾流域圏一
斉モニタリング」「広島湾水質一斉調査」
を実施した。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

403 ○ 都市再生プロジェクト第三次決定「海の再生」の実現に向け
○
て、「東京湾再生のための行動計画」、「大阪湾再生行動計画」及
び「伊勢湾再生行動計画」に基づき、各種施策を推進します。ま
た、「広島湾再生行動計画」に基づき各種施策を推進するととも
に、水質環境改善が必要な閉鎖性海域について、全国海の再生プ
ロジェクトを展開します。行動計画の進捗状況についてフォロー
アップを行い、その着実な実施に努め、必要に応じて行動計画の
見直しを行います。（国土交通省、内閣官房、農林水産省、経済産
業省、環境省）

施策
番号

有明海及び八代海等
の再生（具体的再生の
目標及び達成期限等
は評価委員会において
審議決定される。）

−

達成目標

赤潮発生が大規模化す
る等環境悪化が継続して
いると思われる。（有明海
及び八代海等の現状評
価は評価委員会で決定
される。）

−

当初値

−

−

点検値

・有明海・八代海等再生評価支援事業

・港湾整備事業費
・下水道事業関係費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金
・地域自主戦略交付金
※海上保安庁
・船舶交通安全及海上治安対策費

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

1

2

3

4

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当
施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

達成目標

当初値

点検値

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

−

−

A-1

A-1

A-1 b 進捗中 ・前述のUNDB-Jの各種取組等を通じ、 ・引き続き、UNDB-Jの各種取組等を通
ロゴマークや広報キャラクターを効果的 じ、普及啓発に努めていく。
に活用することで、普及啓発に努めてい
る。

A-1 b 進捗中 ・前述のUNDB-Jの各種取組のほか、 ・引き続き、様々なイベントの開催・出展
「新宿御苑みどりフェスタ」、「エコライフ・ などを通じ、普及啓発に努めていく。
フェア」、「エコプロダクツ展」等様々なイ
ベントの開催・出展などを通じ、普及啓
発に努めた。

410 ○ UNDB-Jにおいて、効果的なCEPA
○
（Communication,Education&[Public Awareness）活動を行っていく
ため、「地球いきもの応援団」、「My行動宣言」、「グリーンウェイ
ブ」、各種ツール・アイテム等の把握・評価・開発・活用（UNDB-J推
薦図書等）、広報誌の発行など、様々な主体への働きかけを実施
します。（環境省）

411 ○ 生物多様性をより端的に分かりやすい言葉で表現したコミュニ ○
ケーションワード「地球のいのち、つないでいこう」をロゴマークとと
もに普及していくことに加え、愛知目標の達成に向けた各セクター
の参加と連携による具体的な行動を推進することを目標に設立し
たUNDB-Jの活動のシンボルとなるロゴマークや、子供向けの広報
キャラクターである「タヨちゃんサトくんとなかまたち」を効果的に使
うことで、国民に広く生物多様性についての認識を広めていきま
す。（環境省）
412 ○ 生物多様性の重要性を一般の人々に浸透させるとともに、生 ○
物多様性に配慮した事業活動や消費活動を促進するため、さまざ
まな活動とのタイアップによる広報活動、生物多様性に関するイベ
ントなどの開催、全国各地で開催される環境関係の展示会への参
画を実施します。（環境省）

・認定した連携事業について、引き続
き、積極的な広報活動を行っていく。

a+ 既に 以下のような様々な取組によりCEPA活 ・引き続き、これらの取組によりCEPA活
達成済み 動を行った。
動を行うほか、事業者をはじめ様々な主
・平成25年3月に子供向け推薦図書（愛 体との協力・タイアップにより、事業規模
称：「生物多様性の本箱」〜みんなが生 の拡大を図っていく。
きものとつながる100冊〜）を選定した。
さらに、UNDB-Jの活動の趣旨に賛同
以降も、読み聞かせ会など様々なイベン し、生物多様性の保全や持続可能な利
トとの連携により広報を実施した。
用に向け自ら行動する個人・団体がメン
・「地球いきもの応援団」の中から、国民 バーとして参画する「Iki・Tomoパート
一人ひとりが生物多様性の大切さを理 ナーズ」の拡大を図り、生物多様性の主
解して行動に移せるように先導する「生 流化、国民運動への足掛かりを探って
物多様性リーダー」を任命した。
いく。
・平成24年9月に旗揚げした「生物多様
性キャラクター応援団」が協力して普及
啓発に取り組む共同宣言を行った。
・「MY行動宣言」シートの活用や「グリー
ンウェイブ」への参加を広く呼びかけた。
・生物多様性マガジン「Iki・Tomo（イキト
モ）」を発行し、一般の方々に生物多様
性の大切さを伝えた。

a+ 既に ・これまでに163の連携事業を認定（令
達成済み 和元年11月時点）し、生物多様性全国
ミーティング等において紹介するなど、
積極的な広報活動を行っている。
−

−

−

409 ○ UNDB-Jにおいて、国際自然保護連合日本委員会（IUCN-J）が ○
実施する「にじゅうまるプロジェクト」の登録事業等の中から、「多様
な主体の連携」、「取組の重要性」、「取組の広報の効果」などの観
点から、UNDB-Jが推奨する連携事業を認定します。（環境省）

a+ 既に ・各地で地域セミナー及び地域フォーラ ・引き続き、生物多様性の主流化に向け
達成済み ムを令和元年度までに17回開催し生物 た意見・情報の交換を行っていく。
多様性の主流化に向けた意見交換等を
行った。

A-1

−

408 ○ UNDB-Jにおいて、各地の環境パートナーシップオフィス（EPO） ○
や青少年団体、大学、自然系博物館、動物園、水族館、植物園等
と連携・協力して、各地で地域セミナーやワークショップを開催しま
す。（環境省）

a+ 既に ・平成24年10月に、COP11のCEPAフェ ・引き続き、各年度のトピックとなるテー
達成済み アスペースでサイドイベントを開催し、
マに応じて特別事業を実施し、UNDB-J
UNDB-Jの活動を国際社会に発信した。 の活動を国際社会に発信していく。
COP12以降はCBD事務局との共催で
UNDB-DAYを開催している。平成25年
11月には、第１回アジア国立公園会議
のポスターセッションに出展し、UNDB-J
の活動を国際社会に発信した。

A-1

407 ○ UNDB-Jにおいて、COP11のサイドイベントを開催するなど、各 ○
年度においてトピックとなるテーマに関する事業を特別事業として
実施します。（環境省）

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

・「国連生物多様性の10年」推進事業費な
ど

・「国連生物多様性の10年」推進事業費な
ど

・「国連生物多様性の10年」推進事業費

・「国連生物多様性の10年」推進事業費

・「国連生物多様性の10年」推進事業費

・「国連生物多様性の10年」推進事業費

第２章 横断的・基盤的施策
第１節 生物多様性の主流化の推進
（総括） 国連生物多様性の10年の取組をはじめとした普及啓発、自然公園、山村、里地里山、河川、海辺から都市公園まで多様な場を活用した各種の自然体験・学習による自然とのふれあいを進めました。また、具体的事例における経済価値評価を実施したほか、生物多様性分野における事業者の取組事例の収集
等を行いました。
１ 普及広報と国民的参画
405 ○ 国、地方自治体、経済界、メディア、NPO/NGO、若者、有識者 ○
A-1 a+ 既に ・UNDB-Jの年度計画に基づいて各種取 ・引き続き、UNDB-Jの年度計画に基づ
−
−
−
・「国連生物多様性の10年」推進事業費
などの各主体間での連携による取り組みを強力に進めるため、引
達成済み 組を実施し、これらの取組を通じて各主 く各種取組を実施するほか、平成27年に
き続き、多様な主体で構成される「国連生物多様性の10年日本委
体間のパートナーシップによる取組を促 実施した中間評価を受けて、平成28年
員会」（UNDB-J）を通じた各主体間のパートナーシップによる取り
進した。また、「国連生物多様性の10年」 に策定されたロードマップに沿った進捗
組みを推進します。（環境省）
（2011年〜2020年）の折り返しにあたる 管理を実施していく。
平成27年に中間評価を行い、平成28年 ・また、最終年度である令和２年度は、こ
にはロードマップを作成した。
れまでのUNDB-Jの取組を総括するとと
もに、令和３年度以降の新たな取組を検
討する。
406 ○ UNDB-Jにおいて、全国の様々なセクターが一堂に会して、生 ○
A-1 a+ 既に ・全国ミーティングを１年に１回程度開催 ・引き続き、１年に１回程度、生物多様性
−
−
−
・「国連生物多様性の10年」推進事業費
物多様性に関する取組を発表し、意見や情報を交換する場として、
達成済み し、優良事業の発表やパネルディスカッ 全国ミーティングを開催し、生物多様性
１年に１回程度、「生物多様性全国ミーティング」を開催します。（環
ション等を実施した。
の主流化に向けた意見・情報の交換を
境省）
行っていく。

施策
番号

○

418 ○ 生物多様性の保全上重要と認められる地域において地方公共
団体が実施する、生物多様性の保全・回復を図るための事業に対
して、地域自主戦略交付金（内閣府所管）により支援します。（環境
省）

420 ○ 「生物多様性地域連携促進法」の制度をわかりやすく説明する ○
資料を作成するとともに、各地域で行われている生物多様性の保
全のための活動に関する事例収集・課題分析を行い地域連携促
進法のホームページを作成して全国に発信します。（環境省、農林
水産省、国土交通省）

○

417 ○ 地方公共団体による生物多様性地域戦略の策定を援助、促進
するため、地域生物多様性保全活動支援事業を通じた策定支援を
行うとともに、既存事例の紹介や「生物多様性地域戦略策定の手
引き」の見直し、普及を行います。（環境省）

−

−

−

「生物多様性」の認知
度、51.8%
（令和元年）

点検値

−

生物多様性新聞掲載
数、636件
（平成20年度）

−

−

−

−

−

−

44都道府県
（令和２年3月末）

−

生物多様性新聞掲載
数、262件
（令和元年度）

生物多様性国家戦略の 生物多様性国家戦略の
認知度、34%
認知度、25.4%
（平成24年度）
（令和元年度）

「生物多様性」の認知
度、56%
（平成24年）

当初値

生物多様性地域戦略 18都道県
の策定自治体数：47都 （平成24年3月末）
道府県
（令和2年)

−

A-1 a 既に達 ・平成24年度における全国３箇所での生 ・活動の実施状況に関する情報の収集
成済み 物多様性地域連携促進セミナーの開催 及び発信、生物多様性保全推進支援事
を始め、地方自治体や地域の
業による財政支援等を推進することによ
NPO/NGO等が集まる場において、法制 り、地域連携保全活動計画の策定を支
度に関する理解促進、優良事例や課題 援する。
の共有、関係者の連携に向けた機運の
醸成を図った（平成24年度から令和元年
度までに15市町村が地域連携保全活動
計画を策定）。
A-1 a+ 既に ・平成24年度及び平成30年度に生物多 ・生物多様性地域連携促進法では、地
達成済み 様性地域連携促進法を紹介するパンフ 域連携保全活動計画の作成時及び地
レットを改定した。また、同法律の概要、 域連携保全活動支援センターの設置時
国内の作成事例、地域連携保全活動支 に環境大臣への報告を義務づけていな
援センターの設置状況等について紹介 いため、定期的に都道府県等を通じて
するウェブサイトを作成し、情報発信を 情報収集を行うとともに、その結果を反
行った。
映してウェブサイトを更新する。また、支
援センターに係る優良事例や設置にあ
たってのティップス等を取りまとめ、情報
の一層の拡充を図る。

達成目標

419 ○ 「生物多様性地域連携促進法」に基づく地域連携保全活動計 ○
画の策定を支援するため、地方自治体や地域のNPO/NGOなど多
様な主体の参加による地域セミナーを開催することにより、法令や
制度に対する理解促進、優良事例や課題の共有、関係者の連携
に向けた機運醸成を図ります。（環境省）

課題と今後の方針

A-1 a+ 既に ・地域が主体的に行う生物多様性の保 ・生物多様性保全推進支援事業（交付
B-1 達成済み 全・再生活動に向けて、生物多様性保 金）については、より効果的な措置とな
B-4
全推進支援事業（交付金）により平成24 るよう、対象事業の整理・拡充等を順次
C-1
年度から令和元年度までに119事業を 図りつつ、継続している。
C-2
支援した。
・地域生物多様性保全活動支援事業
（委託）により、平成24年度から平成26
年度末までに39の法定計画の策定を支
援した。
A-1 b 進捗中 ・地域生物多様性保全活動支援事業
引き続き、「生物多様性地域戦略策定の
（委託）により平成24年度から26年度ま 手引き」等の活用により、取組の推進を
でに21自治体の生物多様性地域戦略の 図る。
策定を支援し、平成26年に見直した「生
物多様性地域戦略策定の手引き」の活
用により、取組の推進を図った。
また、 地域戦略による優良事例や効果
を取りまとめた生物多様性地域戦略の
レビュー結果をホームページで公開した
他、平成29年度から未策定の自治体等
を対象に、知見のある者を派遣し、課題
整理や助言等の支援を実施した。
B-1 b 進捗中 ・平成24年度に地域自主戦略交付金が ・今後も引き続き生物多様性保全回復
C-1
廃止されたことに伴い、平成25年度より 施設整備交付金により、生物多様性保
D-2
生物多様性保全回復施設整備交付金を 全上重要な地域と生態学的に密接な関
創設。これらの交付金により、熊本県が 連を有する地域における、都道府県によ
実施する国内初の大規模ダム（荒瀬ダ る自然再生事業を支援していく。
ム）撤去等を支援。
球磨川に設置された荒瀬ダム撤去によ
る自然再生は、重要湿地500である球磨
川河口との生態系ネットワーク形成に大
きく貢献している。

施策の取組状況と成果

416 ○ 希少野生動植物の保全や鳥獣の保護管理、外来種対策、生 ○ ○ ○
態系ネットワークの要となる重要地域の保全・再生など、地域が主
体的に行う生物多様性の保全・再生活動のほか、「生物多様性基
本法」や「生物多様性地域連携促進法」等に基づく法定計画等の
策定の取組を支援します。（環境省）

国別
達成評価
5 なし 目標

A-1 b 進捗中 ・前述のUNDB-Jの各種取組のほか、後 ・引き続き、生物多様性の主流化に向け 生物多様性新聞掲載
述の「２ 自然とのふれあい」、「３ 教
た各種取組を通じ、普及啓発に努めて 数、1,500件
育・学習・体験」、「４ 人材の育成」、「５ いく。
（令和元年度）
経済的価値の評価」、「６事業者と消費
者の取組の推進」に示した各種取組を
通じ、普及啓発に努めた。

4

415 ○ 「生物多様性」という言葉が新聞紙上で用いられた頻度は、平 ○
成20年度で合計736件（朝日、毎日、読売）ですが、平成31年度に
は1,500件まで増加させることを目標とし、広報・普及啓発を進めて
いきます。（環境省）

3

A-1 b 進捗中 ・前述のUNDB-Jの各種取組のほか、後 ・引き続き、生物多様性の主流化に向け 生物多様性国家戦略
述の「２ 自然とのふれあい」、「３ 教
た各種取組を通じ、普及啓発に努めて の認知度、50％以上
育・学習・体験」、「４ 人材の育成」、「５ いく。
（令和元年度末）
経済的価値の評価」、「６事業者と消費
者の取組の推進」に示した各種取組を
通じ、普及啓発に努めた。

2

基本戦略への該当

414 ○ 「生物多様性国家戦略」の「内容を知っている」「内容は知らな ○
いが、聞いたことがある」人は、平成24年度に内閣府が行った世論
調査では34%でしたが、その認知度を平成31年度末までに50%以上
とすることを目標とし、普及啓発を進めます。（環境省）

1
A-1 b 進捗中 ・前述のUNDB-Jの各種取組のほか、後 ・引き続き、生物多様性の主流化に向け 「生物多様性」の認知
述の「２ 自然とのふれあい」、「３ 教
た各種取組を通じ、普及啓発に努めて 度、75％以上
育・学習・体験」、「４ 人材の育成」、「５ いく。
（令和元年度末）
経済的価値の評価」、「６事業者と消費
者の取組の推進」に示した各種取組を
通じ、普及啓発に努めた。

具体的施策

413 ○ 「生物多様性」という言葉の「意味を知っている」「意味は知らな ○
いが、言葉は聞いたことがある」人は、平成24年度に内閣府が行っ
た世論調査では全体の56%でしたが、その認知度を平成31年度末
までに75%以上とすることを目標とし、普及啓発を進めます。（環境
省）

施策
番号

・「国連生物多様性の10年」推進事業費

・「国連生物多様性の10年」推進事業費

・生物多様性保全回復整備事業

・生物多様性国家戦略推進費

・生物多様性保全推進支援事業

−

−

−

予算・税制等
事項名

37

36

35

数値
目標
番号
34

具体的施策

1

○

なし b 進捗中 ・各主体のパートナーシップによる取組 ・引き続き、事業を実施。
を支援し、地球環境パートナーシッププ
ラザ及び地方環境パートナーシップオ
フィスを拠点として、情報の収集・提供、
交流の場の提供。

425 ○ 各主体のパートナーシップによる取組を支援するため、地球環
境パートナーシッププラザ及び地方環境パートナーシップオフィスを
拠点として、情報の収集・提供、交流の場の提供などを実施しま
す。（環境省）

○

428 ○ 国有林野において、生物多様性の保全などより一層国民の求
める管理経営を行う観点から、これまでの取組、実績、現状を評価
した結果や、その他参考となる数値等の情報を積極的に提示しつ
つ、地域管理経営計画等の計画案の作成前の段階から広く国民
に意見を求める取組を進めます。また、計画に基づく各種取組につ
いて、生物多様性の保全と持続可能な利用の推進の観点から、森
林計画区レベルで複数の指標により定量的に評価する仕組みの
検討を進めます。（農林水産省）
429 ○ 「２ 自然とのふれあい」、「３ 教育・学習・体験」、「４ 人材の ○
育成」、「５ 経済的価値の評価」、「６事業者と消費者の取組の推
進｝に示した施策を通じ、国だけでなく、地方自治体、企業をはじめ
とする事業者、NGO、国民など多様な主体の自主的な行動や連携
を促進します。（環境省、文部科学省、農林水産省、国土交通省）

２ 自然とのふれあい
430 ○ 地域や企業等へ体験活動の重要性等に関する理解を求める ○
普及啓発を実施するとともに、青少年の自然体験活動指導者の質
の向上を促すこと等により、青少年の自然体験活動を推進します。
（文部科学省）

○

427 ○ 多様な生物の生息環境としての河川の魅力を高めるため、河 ○
川整備計画の策定を通して住民意見を反映させていくことに加え、
ビオトープの整備や水際植生の復元などの取組、川を活かしたま
ちづくり活動などさまざまな分野における市民団体との連携・協働
を進めます。（国土交通省）

426 ○ 生物多様性に関する一般市民の関心と認識を深めるため、さ ○
まざまな関係機関・専門家などと連携しながら、身近な自然事象の
変化や野生生物の分布などに関する情報を広範に収集する市民
参加型調査を実施し、その結果を広く情報発信します。（環境省）

A-1 b 進捗中 【施策番号191に同じ】

424 ○ 食料生産と生物多様性保全が両立する水稲作などの取組事 ○
例における生きものの生息・生育状況、周辺環境、営農履歴などを
紹介し、農業者に取組への理解と意欲を呼び起こすとともに、生物
多様性保全を重視して生産された農林水産物であることを表す「生
きものマーク」の活用などを通じて、こうした取組への国民の理解を
促進します。また、わが国の農林水産業の生物多様性保全への貢
献を国内外に発信します。（農林水産省）

a+ 既に ・河川整備計画の策定等においては、 ・引き続き、河川整備計画の策定等にお
達成済み 住民の意見を取り入れるとともに、市民 いて、市民団体との連携・協働を図って
団体との連携・協働を図っている。
いくものとする。

A-1

a+ 既に ・地域や企業などへの普及啓発として、 ・「青少年の体験活動推進企業表彰」を
達成済み 「青少年の体験活動推進企業表彰」を実 実施するなど、引き続き、地域や企業な
施し、平成25年から平成30年度までに どへの自然体験活動への理解を求めて
企業から応募のあった延べ357事業を事 いくための普及啓発を実施し、指導者の
例集にて紹介するとともに、自然体験活 質の向上を促す。
動を安全かつ安心に行えるよう､指導者
の養成に取り組み、平成25年度から平
成29年度までに約430人の指導者を養
成した。

a+ 既に ・国有林野の管理経営の指針や主要事 ・引き続き、開かれた「国民の森林」とし
達成済み 業量を定めた地域管理経営計画等の策 ての管理経営や国民視点に立った行政
定や変更に当たり、計画案を広く公表し を一層推進するとともに、生物多様性の
て国民の意見を聞くなど、双方向の情報 保全の取組の定量的な評価を開始す
受発信による対話型の取組を進めた。 る。
・国有林野における生物多様性の保全
の取組を定量的に評価する仕組みを整
備した。
A-1 b 進捗中 ・各種取組を通じ、多様な主体の自主的 ・引き続き、生物多様性の主流化に向け
な行動や連携を促進した。
た各種取組を通じ、行動や連携の促進
に努めていく。

なし

A-1

A-1 a+ 既に ・市民参加型調査であるいきものみっけ ・「いきものログ」を運用し、取組を継続し
E-2 達成済み を実施し結果を公表した。
て進めていく。
・また、市民参加型調査の生物情報収
集・提供システムである、「いきものロ
グ」を新たに構築し、平成25年に供用開
始した。

【施策番号191に同じ】

・引き続き、白書の作成及び環境白書を
読む会の開催による国民への普及啓発
に努める。白書を読む会については、よ
り多くの国民の参加を得られるよう開催
方法等の見直しの必要性の検討が必
要。

・引き続き、ナショナル・トラスト活動等が
促進されるよう、ウェブサイトによる情報
提供を行うほか、より効果的な普及啓発
の方法について検討する。

・「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」の普及
啓発に努め、生物多様性の確保に配慮
した緑の基本計画の策定を推進する。

課題と今後の方針

A-1 b 進捗中 ・毎年度生物多様性白書を作成。環境
白書・循環型社会白書と合冊で国会に
提出し、国民向けに普及版及び概要版
を作成。
また、令和元年度には全国8カ所で白
書を読む会を開催し、生物多様性の重
要性や国等の取組に関する国民への普
及啓発に努めた。

○

施策の取組状況と成果

A-1 b 進捗中 ・都市の生物多様性の確保のに配慮し
た地方公共団体の「緑の基本計画」策
定支援の観点から、平成23年10月に
「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」を、平成
28年11月に「都市の生物多様性指標
（簡易版）」を、平成30年5月に「生物多
様性に配慮した緑の基本計画策定の手
引き」を策定し、都市の生物多様性の確
保の取組みを推進した。

国別
達成評価
5 なし 目標

423 ○ 毎年、生物多様性の状況及び政府が生物多様性の保全と持 ○
続可能な利用に関して講じた施策などを明らかにした生物多様性
白書を作成し、国会に提出するとともに、全国各地で白書を読む会
を開催することなどにより、広くその普及に努めます。（環境省）

4

A-1 b 進捗中 ・ナショナル・トラスト活動に伴う税制上
の優遇措置に関する通知や活動の手引
き、パンフレットをウェブサイトに掲載す
る等、ナショナル・トラスト活動等の促進
に向けた普及啓発を実施。なお、活動の
手引きについては、平成29年度に税制
面に関する情報を拡充する形で改定を
行った。

○

3

422 ○ 国民等からの寄付金により自然保護のために自然の豊かな民 ○
有地を取得して保全を図るナショナル・トラスト活動や、公益社団法
人ゴルフ緑化推進による緑化事業、国内外の自然環境保全プロ
ジェクトを助成する経団連自然保護基金など、国民及び企業など
事業者の善意の寄付が生物多様性保全により一層有効活用され
るよう普及啓発の施策を講じます。（環境省）

2

基本戦略への該当

421 ○ 平成23年に策定された「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」を踏まえ、生物多様性の確保に配
慮した緑の基本計画の策定等を推進します。また、策定等に当
たっては、住民参加、公表等、透明性の向上に努めます。（国土交
通省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

点検値

−

−

−

−

−

−

【施策番号191に同じ】

・白書を読む会を全国8
箇所で開催
（令和元年度）

−

緑の基本計画
緑の基本計画
策定市町村：662市町村 策定市町村：686市町村
（平成23年3月）
（平成31年3月）

当初値

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

・青少年の体験活動の推進

・森林整備・保全費

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・自然環境保全基礎調査費

・地球環境パートナーシッププラザ運営費
・市民活動等支援事業

【施策番号191に同じ】

環境行政年次報告書作成等経費

−

−

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

1

なし

なし

A-1

439 ○ 森林の有する機能や木材利用の意義等に対する国民の理解 ○
と関心を高めるため、子どもたちに入門的な森林体験活動の機会
を提供する「森の子くらぶ活動」の促進、森林での体験活動の場と
なる森林・関連施設の整備や情報提供、並びに人材の育成、森
林・林業体験活動の受入体制の整備及び普及啓発活動などを実
施します。（農林水産省、文部科学省）

440 ○ ふるさとや人を愛する心豊かな人間に育つよう、子供たちが緑 ○
と親しみ、緑を愛し、守り育てる活動を行う「緑の少年団」に対し、
少年団間の交流や相互の研さんを支援します。（農林水産省）

441 ○ 国有林野においては「遊々の森」などの制度を活用し、森林環 ○
境教育の取組を推進します。（農林水産省）

a+ 既に ・これまで全国30地域でフィールドの整 ・引き続き、森林・林業体験交流促進対
達成済み 備及び学習・体験プログラムの作成等を 策を進めるとともに、「遊々の森」の設定
実施するとともに、令和元年度末時点 等を推進する。
で、「遊々の森」154箇所が設定されてお
り、自然体験や自然学習への参画を促
進した。また、森林づくり活動により生物
多様性の保全を推進した。

a+ 既に ・「緑の少年団」に対し、活動を推進する ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 体制づくり、少年団間の交流、全国大会
等の開催を支援。

a+ 既に ・森の子くらぶ活動等の体験活動の場に ・次世代林業基盤づくり交付金（森林・林
達成済み 関する情報の提供、木育、森林管理署 業再生基盤づくり交付金）は平成29年度
等における森林教室の実施等を通じた で終了し、森林・山村多面的機能発揮対
教育関係機関等との連携の強化、人材 策による教育・研修活動の支援メニュー
の育成等を実施している。
は平成30年度で終了したが、今後も継
続して取組を進めていく。

−

−

−

−

a+ 既に ・「インターネット自然研究所」ウェブサイ ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み トでは、全国の国立公園等に設置してい
るライブカメラで撮影した画像を提供して
いるが、自然とのふれあいの推進により
貢献していくため、カメラの新設により提
供する画像を増加している。

A-1

−

−

【施策番号19に同じ】

−

なし b 進捗中 ・自然とふれあうための各種行事を実施 ・引き続き、ホームページやパンフレット
し、より多くの国民に自然と触れ合う機 等による情報発信の充実を図り、自然と
会を提供できるよう、自然体験イベント 触れ合う機会の増加に努める。
等に関する情報収集を行い、ホーム
ページでの情報発信を行っている。

なし b 進捗中 【施策番号19に同じ】

・自然とのふれあいには、子どもたちの
健全な育成を支える効用があることか
ら、引き続き、取り組んでいく必要があ
る。

B-1 b 進捗中 ・吉野熊野国立公園西大台利用調整地 ・引き続き利用者の集中など過剰利用
B-5
区、知床国立公園知床五湖利用調整地 による問題が生じている地域における管
C-2
区において、利用調整効果のモニタリン 理手法を検討するとともに、利用調整地
グ、評価、利用ガイドラインの周知等を 区の適切な管理を推進する。
実施。
その他、知床国立公園の知床半島先端
部、大雪山国立公園の松仙園地区にお
いて管理手法の検討を実施。

−

−

【施策番号30に同じ】

−

達成目標

なし b 進捗中 【施策番号30に同じ】

課題と今後の方針

−

施策の取組状況と成果

a+ 既に ・全国に設置する28の国立青少年教育 ・引き続き、青少年の体験活動の機会と
達成済み 施設を年間約500万人が利用し、豊かな 場の提供の充実を図るとともに、より多く
自然環境を活かした自然体験活動等を の指導者を養成していく。
体験した。また、環境教育事業や自然体
験活動を安全かつ安心に行えるよう､指
導者の養成に取り組み、平成25年度か
ら平成30年度までに44,298人の指導者
を養成した。さらには、自然体験活動プ
ログラムを開発したほか、民間団体が実
施する体験活動等に対して「子どもゆめ
基金」による助成を行い、自然体験活動
については、平成25年度から平成30年
度までに8,757件を採択した。
なし b 進捗中 【施策番号29に同じ】
【施策番号29に同じ】

A-1

国別
達成評価
5 なし 目標

436 ○ 自然公園指導員やパークボランティアの活動を推進することに 〇
より、自然公園の適正な利用とその保全活動の充実を図ります。
（環境省）
437 ○ 「みどりの月間（4月15日〜5月14日）」「自然に親しむ運動（7月 ○
21日〜8月20日）」「全国・自然歩道を歩こう月間（10月）」の期間を
中心に、全国各地で自然観察会などの、自然とふれあうための各
種行事を実施します。さらに、環境省ホームページ「自然大好きク
ラブ」で自然ふれあい施設や体験活動のイベント情報を配信し、自
然とのふれあいの機会をより一層増やします。（環境省、国土交通
省）
438 ○ 国立公園などのさまざまな自然情報を幅広く提供するホーム ○
ページ「インターネット自然研究所」において、コンテンツの追加や
見直しなど必要なバージョンアップを図り、自然とのふれあいの推
進に貢献します。（環境省）

4

なし b 進捗中 ・自然保護の大切さや自然との付き合い
方、また、生きものに対する思いやりの
心など、豊かな人間性を育むことを目的
として、自然保護官の指導の下、国立公
園等で自然保護パトロールや美化清
掃、自然観察会等を小・中学生を対象に
実施している。

○

3

435 ○ 子どもたちを対象として、放課後の活用や農山漁村に長期間 〇
滞在しての自然体験あるいは国立公園内での自然保護官の業務
体験といった身近な自然から原生的な自然までのふれあい活動を
通じ、五感で感じる体験活動を推進することで、自然の恩恵や自然
と人との関わりなどのさまざまな知識の習得及び人としての豊かな
成長を図ります。（環境省、文部科学省）

434 ○ 利用者の集中など過剰利用による植生破壊や野生動物の生
息環境の攪乱を防止するため、利用誘導などによる利用の分散や
平準化のための管理手法を検討・実施するとともに、自然公園法
に基づく利用調整地区の指定や管理を行います。（環境省）

432 ○ 優れた自然環境を有する自然公園をフィールドに、生物多様性
○
の保全についての普及啓発活動を推進します。また、日本の自然
環境のすばらしさを国内外にPRするとともに、自然環境への理解
を深め、自然とふれあうための情報の整備と提供を推進します。
（環境省）
433 ○ 環境教育・環境学習の推進、エコツーリズムの推進など、自然 〇
公園利用の質の向上に向けた検討、取組を推進します。（環境省）

2

基本戦略への該当

431 ○ 独立行政法人国立青少年教育振興機構において、国立青少 ○
年教育施設における青少年の自然体験活動等の機会と場の提
供、指導者の養成及び質の向上、民間団体が実施する自然体験
活動等に対する支援等を通して、青少年の自然体験活動を推進し
ます。（文部科学省）

施策
番号

【施策番号30に同じ】

【施策番号29に同じ】

−

点検値

【施策番号30に同じ】

【施策番号29に同じ】

・独立行政法人国立青少年教育振興機
構運営費交付金

予算・税制等
事項名

全国18地域において、
フィールドの整備及び学
習・体験プログラムの作
成等を実施
「遊々の森」の協定実績
172箇所
（平成22年度末）

−

−

−

−

−

−

・新たな森林空間利用創出事業

・次世代林業基盤づくり交付金（森林・林
業再生基盤づくり交付金）
・森林・山村多面的機能発揮対策

・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

自然公園等利用ふれあい推進事業経費

【施策番号19に同じ】

自然公園等利用ふれあい推進事業経費

・これまで全国30地域に ・森林整備・保全費
おいて、フィールドの整備
及び学習・体験プログラ
ムの作成等を実施
・「遊々の森」の協定実績
154箇所（令和元年度末）

−

−

−

−

【施策番号19に同じ】

−

利用調整地区数：2地区 利用調整地区数：2地区 ・国立公園内生物多様性保全対策費
（平成24年3月末）
（令和２年３月末）

−

−

−

当初値

数値
目標
番号

446 ○ 川を活用した子どもたちの体験活動の充実を図るため、国土 ○
交通省、文部科学省及び環境省が連携し、地域の教育関係者、地
方公共団体、民間団体が協力し、子どもの遊びやすい水辺の登
録、利用促進など（「子どもの水辺」再発見プロジェクト）を行いま
す。（国土交通省、文部科学省、環境省）
447 ○ 子どもたちに対する環境教育の取組を推進するため、川を活 ○
かした環境教育の学習素材をインターネットで公開するなど、その
取組に対して積極的な支援を行います。（国土交通省）

445 ○ 都心部に位置する国民公園（皇居外苑、新宿御苑及び京都御 ○
苑）の広大な緑地は、環境教育、環境学習にとって格好のフィール
ドで、いずれの公園も多くの歴史的遺構や文化財を有しており、歴
史的な学習の場としても適していることから、自然を活かした環境
学習や文化的な関わりを踏まえた環境教育を推進していきます。
特に、「母と子の森」などを活用し、自然資源を活かした新たな環境
教育プログラムの提供を推進していきます。（環境省）

444 ○ 都市内の水循環や公共水域に排出する汚濁負荷の管理な
○
ど、下水道の重要な役割を広く情報発信するため、下水道管理者
と地域住民との情報共有を進めるとともに、環境学習の中で、多様
な生態系の保全などにも資する下水道の役割を明確に位置付け、
子どもたちに下水道の仕組みや流域における下水道の役割につ
いて正しく理解してもらうほか、処理場見学会の開催など下水道施
設を学びの場として積極的に活用していきます。（国土交通省）

○

3

4

課題と今後の方針

−

a+ 既に ・学校の先生や市民団体等が河川で総 ・学校教育の中で取り組みやすい、効果
達成済み 合学習、自然体験活動を行う際に参考 的なプログラムの開発、普及が必要。
となる情報をホームページで提供すると
ともに、冊子等を作成し、総合学習に対
応した河川に関する様々な情報を発信
した。

A-1

−

−

−

−

a+ 既に ・都市公園等において、地域のNPOなど ・引き続き、都市公園等において、環境
達成済み との連携を図りつつ、各地域の特徴ある 学習ボランティアの育成や、新たなプロ
豊かな自然環境を活用し、生きものの生 グラムの提供などを推進していくことが
態や自然の仕組みを体験しながら学ぶ 必要。
環境教育プログラム等の実施等により、
都市住民の身近な自然とのふれあいを
推進。

−

達成目標

a+ 既に ・下水道のプレゼンスを向上させ、必要 ・引き続き、GKPと連携し、小中高生を対
達成済み なリソース・活力・元気を確保するため、 象とした環境教育に関する展示の実施
提案・参加型の広報に関するプラット
や、「下水道の日」である９月１０日を中
フォームとして「下水道広報プラット
心に、国、地方公共団体等が、国民の
フォーム（GKP）」を設置し、「エコプロダク 下水道に対する理解・関心を高める行
ツ」などにおいて小中高生を対象とした 事を実施する。
環境教育に関する展示を実施した。ま
た、「下水道の日」である９月１０日を中
心に、国、地方公共団体等が、国民の
下水道に対する理解・関心を高める行
事を実施した。
A-1 a+ 既に ・パークボランティアによる園内のガイド ・今後も継続して内容の充実を図りなが
達成済み ウォークと旧洋館御休所の特別公開
ら取り組みを進めていく。
や、母と子の森をフィールドとした親子向 ・パークボランティアによる旧洋館御休
けの自然教室を開催した。
所公開は、民間事業者委託し、御休所
・「母と子の森」においては、「母と子の の案内はガイドに含めたものに変更す
森」維持管理に関する中期計画及び新 る。（Ｒ２年度〜）
宿御苑生態的管理方針（暫定）を作成し
ており、里地里山的な自然環境を目指
し、生物多様性に配慮した管理を行っ
た。例えば、在来生物の生息に悪影響
を与えている外来生物の排除に取り組
んだり、昆虫の食草の保全や小動物の
すみかの設置により生物の生息環境へ
の配慮をしたり、観察会以外の人の立ち
入りを制限したエリアを設定したりしてい
る。
A-1 b 進捗中 【施策番号298に同じ】
【施策番号298に同じ】

A-1

施策の取組状況と成果

a+ 既に ・生物多様性の豊かな里地里山環境を ・現行の取組の継続・拡充を図る。
達成済み 有する国営公園において、市民参加等
による里地・里山環境の整備・保全、体
験学習プログラムの提供等により、都市
近郊の里地里山の保全・管理や地域に
おける生物多様性について認識を深め
るための教育・学習等の普及啓発活動
が推進された。

国別
達成評価
5 なし 目標

A-1

2

基本戦略への該当

443 ○ 都市公園などでは、地域のNPOや学校などとの連携を図りつ
つ、各地域の特徴ある豊かな自然環境を活用し、生きものの生態
や自然の仕組みを体験しながら学ぶ環境教育プログラムを多数実
施しており、引き続き、環境学習ボランティアの育成や、新たなプロ
グラムの提供などを推進していきます。（国土交通省）

1
Ａ-1

具体的施策

442 ○ 生物多様性の豊かな里地里山環境を有する国営公園におい ○ ○
ては、引き続き市民参加などにより、その環境の整備・保全に取り
組むとともに､こうした貴重な自然環境や地域の歴史文化などにつ
いての体験学習プログラムを提供するなど、地域社会における環
境負荷の小さい持続可能な循環型社会の形成に向けた国民の環
境配慮行動の拠点としての活用を推進します。（国土交通省）

施策
番号
点検値

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

都市公園等整備面積：
118,165ha 、99,874箇所
（平成23年3月）

−

−

−

都市公園等整備面積：
127，321ha 、110,279箇
所（平成31年3月）

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

【施策番号298に同じ】

−

・社会資本整備総合交付金

（参考）国営公園整備面 国営公園整備面積：4， ・国営公園事業費
積：2,961ha、17箇所 （平 251ha、17箇所 （平成31
成23年3月）
年3月）

当初値

数値
目標
番号

具体的施策

1

456 ○ 都市農業の振興を通じ、身近に生きものとふれあえる空間づく
りを推進します。（農林水産省）

455 ○ ほ場整備などの基盤整備において、水田や水路、ため池等の
水と生態系のネットワークの保全のため、地域全体を視野に入れ
て、地域固有の生態系に即した保全対象種を設定し、保全対象種
の生活史・移動経路に着目・配慮した基盤整備を、地域住民の理
解・参画を得ながら計画的に推進します。（農林水産省）

454 ○ 体験活動の場となる森林・関連施設の整備や情報提供、森
○
林・林業体験活動の受入体制の整備を実施します。（農林水産省）

○

○

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

【施策番号32に同じ】

【施策番号37に同じ】

なし b 進捗中 ・都市農業の振興のため、平成30年に ・引き続き、都市農業が持つ身近な農業
「都市農地の貸借の円滑化に関する法 体験の場の提供など、多様な機能の発
律」を制定するとともに、市民農園や農 揮を促進していく。
業体験農園の開設促進に向けた取組や
都市住民の都市農業への理解醸成の
取組等への支援により、都市農業の多
様な機能の発揮を促進した。

a+ 既に ・山村地域や都市近郊の里山林等にお ・次世代林業基盤づくり交付金（森林・林
達成済み いて、子ども達の継続的な体験活動を 業再生基盤づくり交付金）は平成29年度
通じた森林環境教育の推進の場や、市 で終了したが、今後も継続して取組を進
民参加や後継者育成に資する林業体験 めていく。
学習の場等の森林・施設の整備を実施
している。なお、国有林においては、これ
まで全国30地域でフィールドの整備及び
学習・体験プログラムの作成等を実施し
た。
なし a+ 既に 【施策番号201に同じ】
【施策番号201に同じ】
達成済み

なし

なし b 進捗中 【施策番号32に同じ】

なし b 進捗中 【施策番号37に同じ】

a+ 既に ・児童や親子を対象に自然体験プログラ ・引き続き、「海辺の自然学校」を開催
達成済み ム（「海辺の自然学校」）を、地域の自治 し、地域の自治体、教育機関、NPO等が
体、教育機関、NPO等と連携して開催し 自然体験プログラムの開催ノウハウを
た。
蓄積することで、自ら実施できる体制整
・令和元年度までに139件の「海辺の自 備を進める。
然学校」を開催し成果を上げた。
それにより、地域の自治体、教育機関、
NPO等が港湾・海洋における環境保全
の大切さを理解し、良好な環境作りに積
極的に取り組み、主体的に参画できる
体制づくりを進める。
D-2 b 進捗中 ・平成24年度から令和元年度までに、国 ・引き続き、自然再生事業を推進する。
立公園内において、自然再生事業（７地
区）を実施。

A-1

a+ 既に ・平成24年度の全国水生生物調査は国 ・国交省との連携を図りつつ、参加者の
達成済み 土交通省分と併せて約6.2万人の参加を 増加に努めていく。
得て行われた。全国の調査地点2,432地
点のうち、全体の59％の地点で「きれい
な水」と判定された。
・平成25年度の全国水生生物調査は国
土交通省分と併せて約5.9万人の参加を
得て行われた。全国の調査地点2,258地
点のうち、全体の59％の地点で「きれい
な水」と判定された。
・平成26年度の全国水生生物調査は国
土交通省分と併せて約6万人の参加を
得て行われた。全国の調査地点2,252地
点のうち、全体の61％の地点で「きれい
な水」と判定された。
・平成27年度の全国水生生物調査は国
土交通省分と併せて約5.8万人の参加を
得て行われた。全国の調査地点2,227地
点のうち、全体の62％の地点で「きれい
な水」と判定された。
・平成28年度の全国水生生物調査は国
土交通省分と併せて約5.7万人の参加を
得て行われた。全国の調査地点2,076地
点のうち、全体の62％の地点で「きれい
な水」と判定された。 ・平成29年度の全
国水生生物調査は国土交通省分と併せ
て約5.5万人の参加を得て行われた。全
国の調査地点2,004地点のうち、全体の
なし a+ 既に 63％の地点で「きれいな水」と判定され
【施策番号355に同じ】
【施策番号355に同じ】
達成済み

なし

国別
達成評価
5 なし 目標

453 ○ 国立公園内で、利用者の集中など過剰利用による植生破壊や
野生動物の生息環境の攪乱(かくらん)などを防止するため、湿原
における木道の敷設、高山植物群落における立入防止柵の設置
など適切な施設整備を実施します。（環境省）

○

4

○

○

○

○

3

452 ○ 国定公園などにおいては、地方が実施する地域の特性を活か
した自然とのふれあいの場の整備や自然環境の保全・再生につい
て、地域自主戦略交付金（内閣府所管）により支援します。（環境
省）

451 ○ 国立公園内で、自然生態系が消失・変容した箇所において、湿
原・干潟・藻場・自然性の高い森林などの失われた自然環境の再
生を実施します。（環境省）

450 ○ 海辺の自然環境を活かした自然体験・環境教育を行う「海辺の ○
自然学校」の取組を地方公共団体やNPOなどと連携しながら全国
各地で展開します。（国土交通省）

449 ○ 豊かな生物多様性をはじめとする魅力的な地域資源を活用し
た漁村づくりを推進するとともに、国民が親しみやすい良好な漁村
景観の保全・形成や歴史的・文化的遺産の継承を推進します。（農
林水産省）

2

基本戦略への該当

448 ○ 河川に生息する水生生物を指標とした水質の調査は、調査を ○
通じて身近な自然に接することにより、環境問題への関心を高める
良い機会となることから、参加型の水生生物調査を引き続き実施し
ます。（環境省、国土交通省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

【施策番号201に同じ】

全国18地域において、
フィールドの整備及び学
習・体験プログラムの作
成等を実施
「『学校林・遊々の森』全
国子どもサミット」を開催

−

−

−

海辺の自然学校：17件
（平成23年度）

−

−

当初値

−

【施策番号201に同じ】

−

【施策番号32に同じ】

【施策番号37に同じ】

−

海辺の自然学校：20件
（平成30年度）

【施策番号355に同じ】

−

点検値

・農山漁村振興交付金（都市農業機能発
揮対策）

【施策番号201に同じ】

・次世代林業基盤づくり交付金（森林・林
業再生基盤づくり交付金）
・地域連携推進等対策のうち森林・林業
体験交流促進対策

【施策番号32に同じ】

【施策番号37に同じ】

・自然公園等事業費

【施策番号355に同じ】

−

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

○

○

467 ○ 海岸保全施設の整備にあたっては、当該地区における生物の ○
生息状況などを踏まえたうえで、必要に応じて緩傾斜堤や砂浜の
整備を含む面的防護を検討し、すべての国民が気軽に自然とふれ
あうことができる利用しやすい海岸づくりを推進します。（農林水産
省、国土交通省）

468 ○ 長距離自然歩道は、各路線の計画策定から長期間経過してい
るため、社会状況等の変化により利用の実態に合わなくなっている
路線について路線計画の見直しを行うとともに、国の直轄事業及
び地域自主戦略交付金（内閣府所管）等の支援により、利用の魅
力を高めていくための環境整備を着実に推進します。（環境省）

469 ○ 国立公園の特別保護地区、第１種特別地域などの保護上重要 ○
な地域や集団施設地区などの利用上重要な地域について、安全
かつ適切な利用を推進するための登山道整備（標識整備、洗掘箇
所の修復、植生復元など）、地域と一体となったエコツーリズムの
取組を展開するために必要な活動拠点施設の整備のほか、誰も
が安全・快適に利用できるよう施設のユニバーサルデザイン化な
どを推進します。また、優れた自然環境を有する国立公園の魅力
やサービスの向上に資するビューポイント施設、多言語対応案内
標識などの統一的な整備のほか、沿線の自然や歴史、文化とふれ
あうための長距離自然歩道などについて整備を実施します。（環境
省）

○

○

466 ○ 港湾の良好な自然環境の市民による利活用を促進し、自然環 ○
境の大切さを学ぶ機会の充実を図るため、地方公共団体やNPOな
どが行う自然・社会教育活動の場ともなる干潟等などの整備を
行っています。（国土交通省）

A-1

○

464 ○ 優れた自然環境や社会的環境を持つ地域などの渓流におい
て、自然環境との調和を図り、緑と水辺の空間を確保することによ
る生活環境の整備、又は景観・親水性の向上や生態系の回復など
を図り、周辺の地域環境にふさわしい良好な渓流環境の再生を目
的として、水と緑豊かな渓流砂防事業などを推進します。（国土交
通省）
465 ○ 堤防の治水機能の維持、増進などに役立つ樹林帯について
は、自然生態系の保全・創出や散策、鑑賞や自然体験といったレ
クリエーション利用に配慮した整備を行います。（国土交通省）

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

a+ 既に ・長距離自然歩道の設定等に向けて、 ・引き続き、長距離自然歩道の設定等や
達成済み 調査及び現地関係者との調整を実施し 交付金等の支援に努める。
た。また、都道府県に対する交付金等の
支援により、整備の推進を行った。

・海岸保全施設の整備にあたって、緩傾
斜堤や砂浜の整備を含む面的防護を実
施することにより、すべての国民が気軽
に自然とふれあうことができる利用しや
すい海岸づくりを引き続き推進。

なし b 進捗中 ・全国34の国立公園において、長距離 ・引き続き、国立公園の安全かつ適切な
自然歩道、登山道整備、エコツーリズム 利用を促進するための施設整備を実
活動拠点施設整備、ユニバーサルデザ 施。
イン導入や多言語化のための整備等を
実施。

なし

A-1 b 進捗中 ・海岸保全施設の整備にあたって、緩傾
斜堤や砂浜の整備を含む面的防護を実
施することにより、すべての国民が気軽
に自然とふれあうことができる利用しや
すい海岸づくりを推進した。

−

−

−

都市公園等整備面積：
127，321ha 、110,279箇
所（平成31年3月）

点検値
・社会資本整備総合交付金

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

−

−

−

整備計画距離
26,726km
（平成22年12月末）

−

−

整備計画距離
27,795km
（令和２年3月末）

−

干潟の再生の割合：約
41.2％
（平成30年度末）

−

【施策番号263に同じ】

−

−

−

−

・自然公園等事業費

−

・海岸事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金
・沖縄振興公共投資交付金
・農山漁村地域整備交付金

・港湾整備事業費

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

【施策番号263に同じ】

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

市民緑地の契約締結面 市民緑地の契約締結面
−
積904,899㎡、162か所
積998,770㎡、169か所
（平成23年3月）
（平成31年3月）
−
【施策番号356に同じ】 【施策番号356に同じ】

都市公園等整備面積：
118,165ha 、99,874箇所
（平成23年3月）

当初値

B-1 a+ 既に ・浚渫土砂を有効活用し、徳山下松港の ・引き続き、閉鎖性海域の水質改善のた 干潟の再生の割合：約 干潟の再生の割合：約
B-3 達成済み 干潟の再生を実施し、水生生物の増加 め、流入する汚濁負荷量の削減や、干 40％
37.8％
等、沿岸域の生物多様性の保全・再生 潟の保全・再生などの施策を推進する。 （平成28年度末）
（平成23年度末）
の取組を推進した。

a+ 既に ・河川管理を行うにあたっては、多自然 ・引き続き、河川管理を行うにあたって
達成済み 川づくりの推進を図っており、H24.5に大 は、多自然川づくりの推進を図っていくも
野川について樹林帯指定の告示を実施 のとする。
済み。

B-1 a+ 既に ・河川管理を行うにあたっては、多自然 ・引き続き、河川管理を行うにあたって
C-1 達成済み 川づくりの推進を図っている。なお、推進 は、多自然川づくりの推進を図っていく。
にあたっては「実践的な河川環境の評
価・改善の手引き（案）」、「大河川におけ
る多自然川づくり−Ｑ＆Ａ形式で理解を
深める−」等を整備し事業を行ってい
る。
・全ての河川について、水辺環境及び生
物多様性の向上に配慮した河川改修を
B-1 a+ 既に 【施策番号263に同じ】
【施策番号263に同じ】
C-1 達成済み

○

a+ 既に ・美濃加茂地区かわまちづくりなど地域 ・引き続き、「まちの顔」となる良好な水
達成済み と一体となった取組を行っており、利活 辺空間整備に取組んでいく。
用が活発で質の高い「まちの顔」となる
良好な水辺空間整備に取組んでいる。

463 ○ 大都市などの中心市街地及びその周辺部の河川のうち、改修
が急務であり、かつ良好な水辺空間の整備の必要性が高く、また
周辺の市街地の状況などから見て、沿川における市街地の整備と
併せて事業を実施することが必要かつ効果的と考えられる河川に
ついて、水辺環境及び生物多様性の向上に配慮した河川改修を
行います。（国土交通省）

A-1

○

462 ○ 河川本来の自然環境や、周辺の自然的・歴史的・社会的環境
との調和を図りつつ、地域整備と一体となった河川改修を行い、
「まちの顔」となる良好な水辺空間の整備を行います。（国土交通
省）

461 ○ 河川が子どもたちの身近な遊び場、教育の場となるように河川 ○
管理者、地方公共団体、教育関係者、市民団体などから構成され
る協議会を設置し、地域と一体となって、水辺に近づける河岸整
備、瀬や淵・せせらぎの創出など、水辺の整備など（水辺の楽校プ
ロジェクト）を実施します。（国土交通省）

B-1 a+ 既に ・河川管理を行うにあたっては、多自然 ・引き続き、河川管理を行うにあたって
C-1 達成済み 川づくりの推進を図っている。なお、推進 は、多自然川づくりの推進を図っていく。
にあたっては「実践的な河川環境の評
価・改善の手引き（案）」、「大河川におけ
る多自然川づくり−Ｑ＆Ａ形式で理解を
深める−」等を整備し事業を行ってい
る。
A-1 a+ 既に ・河川管理者、教育関係者、市民団体等 ・「子どもの水辺」登録後の活動の充実
達成済み から構成される協議会を設置し、地域が を図るため、河川管理者による活動状
一体となって子どもが水辺に親しめる
況や担当者等についてのフォローアップ
場・機会の提供を行っている。令和元年 を引き続き行うとともに、関係機関と連
度末現在、「子どもの水辺」登録箇所305 携し、水辺の活動をサポートする指導者
箇所、「水辺の楽校」登録箇所288箇所 の育成を支援し、河川を活かした環境学
となっている。
習、自然体験活動を推進する。

○

国別
達成評価
5 なし 目標

460 ○ 必要とされる治水上の安全性を確保しつつ、生物の良好な生
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、で
きるだけ改変しないようにするとともに、改変する場合でも最低限
の改変にとどめ、可能な限り自然の特性やメカニズムを活用し、良
好な自然環境の復元が可能となるような多自然川づくりを行いま
す。（国土交通省）

4

a+ 既に ・平成30年度までに、新たに市民緑地の ・緑の基本計画に基づき引き続き取組
達成済み 指定面積：9.4haが増加し、民有地にお みを推進。
ける緑地の保全を推進した。
なし a+ 既に 【施策番号356に同じ】
【施策番号356に同じ】
達成済み

3

A-1

2

基本戦略への該当

458 ○ 都市公園以外の緑地においても、市民緑地や条例に基づいて ○
設置・公開される緑地などを積極的に活用し、環境教育・環境学習
の場が創出されるよう支援します。（国土交通省）
459 ○ 体験学習や自然とのふれあいなど都市と漁村の交流・定住の
○
推進による国民の水産業・漁村への理解と関心を深め、漁村の活
性化を図るために必要な施設等の整備を実施します。（農林水産
省）

1
A-1 b 進捗中 ・環境学習の活動拠点施設を備える都 ・引き続き、環境学習の活動拠点を備え
市公園等の整備を推進し、拠点となる緑 る都市公園等の整備の推進が必要。
地の保全・創出・再生を推進し、都市公
園等整備面積（平成30年度末）は平成
22年度に比べて約7%増加した。

具体的施策

457 ○ 体験学習施設、自然生態園、動植物の保護繁殖施設など、環 ○
境学習の活動拠点施設を備える都市公園などの整備を推進しま
す。（国土交通省）

施策
番号

23

数値
目標
番号

具体的施策

課題と今後の方針

なし b 進捗中 ・身近な自然から原生的な自然までの
ふれあい活動を実施し、Webサイトで情
報発信を行っている。自然保護の大切さ
や自然との付き合い方、また、生きもの
に対する思いやりの心など、豊かな人間
性を育むことを目的として、自然保護官
の指導の下、国立公園等で自然保護パ
トロールや美化清掃、自然観察会等を
小・中学生を対象に実施している。

478 ○ 子どもたちを対象として、放課後の活用や農山漁村に長期間 〇
滞在しての自然体験あるいは国立公園内での自然保護官の業務
体験といった身近な自然から原生的な自然までのふれあい活動を
通じ、五感で感じる体験活動を推進することで、自然の恩恵や自然
と人との関わりなどのさまざまな知識の習得及び人としての豊かな
成長を図ります。（環境省、文部科学省、農林水産省）

・子ども達が自然にふれあう機会は減少
しているため、広く機会を提供していくこ
とが必要であり、引き続き施策を講じて
いく。自然とのふれあいには、子どもた
ちの健全な育成を支える効用があること
から、引き続き、取り組んでいく必要が
ある。

a+ 既に ・国立科学博物館において、調査研究 ・引き続き実施予定。
達成済み や標本資料の収集を通じて蓄積した知
的・物的資源を活用した展示や学習支
援活動等を実施するとともに、博物館を
活用したモデル的な学習プログラムの
普及、全国の科学系博物館の学芸員を
対象とした専門的研修、標本資料の貸
出及び地域博物館や植物園と連携した
イベント等を行った。

なし

477 ○ 動植物園、水族館、自然系博物館などについては、今後とも、 ○
人々の多様な学習活動を支援するための機能をさらに充実し、知
的好奇心・探求心を刺激することができるような場として、博物館
活動の充実を図ります。（文部科学省）

a+ 既に ・「社会教育による地域の教育力強化プ ・引き続き、社会教育活動の一環とし
達成済み ロジェクト（〜平成24年度）」「公民館等を て、環境問題を含むさまざまな地域課題
中心とした社会教育活性化支援プログ の解決のための取組を支援。
ラム（平成25年度〜26年度）」の実施を
通じ、環境問題を含む様々な地域課題
の解決のための取組を支援した。

A-1

a+ 既に ・教職員等環境教育・学習推進リーダー ・令和２年度においても、文部科学省と
達成済み 育成研修（旧環境教育学習指導者養成 連携し、実施する予定である。
基礎講座）を文部科学省と連携し、実施
した。

○

476 ○ 社会教育活動の一環として、環境問題を含むさまざまな地域
課題の解決のための取組を支援していきます。（文部科学省）

なし b 進捗中 ・天然記念物活用施設数に変化なし。 ・文化財の保存・活用の観点から地方公
・歴史活き活き！史跡等総合活用整備 共団体などと連携するとともに、生物多
事業の国庫補助事業等、天然記念物再 様性に係る関係機関と連携していく。
生事業費の国庫補助により、天然記念
物の保護・活用を推進するための取組
を支援した。
歴史活き活き！史跡等総合活用整備
事業費の国庫補助実績（H27〜R1）
交付件数 2,256件 の内数
交付金額 33,929百万円 の内数
天然記念物再生事業費の国庫補助実
績（H24〜R1）
交付件数 235件 の内数
交付金額 847百万円 の内数

475 ○ 天然記念物の活用施設の整備など、環境学習の機会につな
げるためにも、地方公共団体などと連携して天然記念物を活用し
た学習活動を促進するための支援を継続していきます。（文部科学
省）

○

A-1

474 ○ 環境保全活動に取り組む地域の方々や教員を対象に、環境教 ○
育・環境学習指導者養成基礎講座を開催します。（文部科学省、環
境省）

a+ 既に ・児童生徒の健全育成等を目的として、 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 小学校・中学校・高等学校等における自
然体験等様々な宿泊体験活動の取組
への支援等を実施している。

a+ 既に ・平成24年度に開催された環境学習フェ （全国各地の環境教育の優れた実践の
達成済み アでは、全国から120名が参加し、実践 発表及び情報交換については、平成25
例の発表や情報交換を行った。（全国各 年度以降、施策番号470の一環として実
地の環境教育の優れた実践の発表及び 施。）
情報交換については、平成25年度以
降、施策番号470の一環として実施。）

a+ 既に ・平成24年度から令和元年度までにの ・今後もグローブ協力校の活動を支援し
達成済み べ73校をグローブ協力校として指定し、 ていきたい。
グローブ活動を支援している。

施策の取組状況と成果

A-1 b 進捗中 エコスクールパイロット・モデル事業にお ・引き続き、エコスクール・プラスを実施。
いて、エコスクールとして整備する学校
1,663校をモデル校として認定（平成28年
5月）
なお、平成29年度よりエコスクールパイ
ロット・モデル事業をエコスクール・プラ
スに名称を変更し、198校をエコスクー
ル・プラスとして認定（令和２年３月末時
点）

A-1

国別
達成評価
5 なし 目標

473 ○ 環境負荷の低減や自然との共生を考慮した学校施設の整備を ○ ○
行い、整備された施設を環境教育にも活用します。（文部科学省、
農林水産省、経済産業省、国土交通省）

○

4

なし

3

472 ○ 自然の中での長期宿泊活動などをはじめとしたさまざまな体験 ○
活動を推進します。（文部科学省）

○

2

基本戦略への該当

A-1

1

○

471 ○ 環境学習フェアを開催するなど、全国各地の環境教育の優れ
た実践の発表及び情報交換などを行います。（文部科学省）

３ 教育・学習・体験
470 ○ アメリカ合衆国の提唱する｢環境のための地球規模の学習及
び観測（GLOBE）計画」に参加し、GLOBE協力校の指定を行いま
す。（文部科学省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

天然記念物活用施設
（9ヵ所）
（平成24年3月末現在）

講座登録者数：70名
（平成23年度）

太陽光発電の設置や校
庭の芝生化、ビオトープ
などの整備について、エ
コスクールパイロット・モ
デル事業として1,340校を
認定（平成24年4月）

宿泊を伴う自然に親しむ
体験活動を実施している
全国の小学校の割合：
85%

環境学習フェア登録者
数：307名（平成22年度）

GLOBE協力校数：15校
（平成24年度）

当初値

・健全育成のための宿泊体験活動推進事
業

・環境教育の実践普及

・環境教育の実践普及

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

・自然公園等利用ふれあい推進事業経費
・日本の国立公園と世界遺産を活かした
地域活性化推進費（国立公園等における
子どもの自然体験活動推進事業）

・独立行政法人国立科学博物館運営費
交付金

・社会教育による地域の教育力強化プロ
ジェクト（〜平成２４年度）
・公民館等を中心とした社会教育活性化
支援プログラム（平成２５年度〜）

・有形文化財等の保存整備等（歴史活き
活き！史跡等総合活用整備・天然記念物
再生）

エコスクールとして整備 公立学校施設整備費負担金
する学校1,663校をモデ
学校施設環境改善交付金
ル校として認定（平成28
年5月）
なお、平成29年度よりエ
コスクールパイロット・モ
デル事業をエコスクー
ル・プラスに名称を変更
し、198校をエコスクー
ル・プラスとして認定（令
育成研修参加者：783名 ・環境教育強化総合対策事業
（令和元年度）

−

−

GLOBE協力校数：12校
（令和元年度）

点検値

数値
目標
番号

具体的施策

1

４ 人材の確保・育成
488 ○ 自然保護思想の普及啓発を図るため、全国の国立公園などで 〇
パークボランティアを養成します。（環境省）

○

487 ○ 土地や建物の所有者等が、当該土地や建物を自然体験活動
等の体験の機会の場として提供する場合に、当該土地や建物を都
道府県知事が認定する制度を適切に運用します。（環境省）

【施策番号483に同じ】

【施策番号298に同じ】

【施策番号425に同じ】

なし b 進捗中 ・研修等を実施しパークボランティアの ・引き続きパークボランティアのスキル
活動の支援を行った。
アップを図り、自然保護指導の普及啓発
（令和元年度のパークボランティアの人 を行っていく。
数：1,440人）

なし b 進捗中 ・環境教育等促進法に基づき、体験の ・引き続き、事業を実施。
機会の場制度に着実に対応。
・令和元年度までに環境教育等促進法
に基づき「体験の機会の場」を18箇所認
定

なし b 進捗中 【施策番号483に同じ】

○

なし b 進捗中 【施策番号425に同じ】

486 ○ 国民や民間団体等による環境保全活動や環境教育等の活動
が効果的に行われるために、情報提供や助言、指導者等のあっせ
ん又は紹介等を行う民間団体で、一定の基準を満たすものを指定
し、広く活用を図ります。（環境省）

○

484 ○ 各主体のパートナーシップによる取組を支援するため、地球環
境パートナーシッププラザ及び地方環境パートナーシップオフィスを
拠点として、情報の収集・提供、交流の場の提供などを実施しま
す。（環境省）

なし b 進捗中 ・令和元年度までに環境教育等促進法 ・引き続き、事業を実施。
に基づき、人材認定等事業を49件登録
し、広く活用を図るなど、環境教育等促
進法に基づく人材認定制度に適切に対
応。

なし b 進捗中 ・環境教育・環境学習データベースを整 ・一部内容を見直し、引き続き、事業を
備し、環境教育・環境学習に関する知 実施。
識、場、教材、事例などに係る情報を提
供。
・令和元年３月末までに、総務省の政府
共通プラットフォームへのシステム統合
を完結させる必要があったことから、「環
境教育・環境学習データベース」を統合・
廃止（令和２年3月末）。
その上で、同様の情報発信が可能とな
るよう、Webサイトを再構築し、学校、企
業、地域、家庭など、あらゆる場におい
て活用いただける環境学習に関する情
報提供やコンテンツ配信等を展開してい
るところ。
なし b 進捗中 ・ESD活動支援センターを活用して情報
・引き続き、事業を実施。
発信や取組団体との連携強化など、地
域に根ざしたESDを促進

b 進捗中

A-1 b 進捗中 【施策番号298に同じ】

○

483 ○ 事業者、国民及びこれらの者の組織する民間団体が行う、環
境保全の意欲の増進又は環境教育に関する教材を開発し、及び
提供する事業で、一定の基準を満たすものを登録し、広く活用を図
ります。(環境省)

課題と今後の方針

・当該事業は公益法人事業として、引き ・引き続き、企業、民間団体等と連携・協
続き実施している（国からの支援は受け 力して事業を実施。
ていない）。

485 ○ 川を活用した子どもたちの体験活動の充実を図るため、国土 ○
交通省、文部科学省及び環境省が連携し、地域の教育関係者、地
方公共団体、民間団体が協力し、子どもの遊びやすい水辺の登
録、利用促進など（「子どもの水辺」再発見プロジェクト）を行いま
す。（国土交通省、文部科学省、環境省）

○

施策の取組状況と成果

A-1 b 進捗中 ・小学生が宿泊体験活動を行う際の支 ・現在の取組を継続して進めていく。
援（文部科学省）、子供たちを受け入れ
る地域の体制構築や交流促進施設等の
整備への支援（農林水産省）、地方公共
団体が自主的にこれらの取組を行う場
合の支援（総務省）を行ってきた。さらに
関係省庁が連携して学校、地方自治
体、農山漁村地域の各担当者を対象と
した研修を実施するなど、「子ども農山
漁村交流プロジェクト」の推進を図った。
なお平成30年12月より、対象を小中高
の児童生徒に見直しを行うなど、引き続
き、子供の農山漁村での宿泊体験活動
を関係省庁が連携し推進している。

国別
達成評価
5 なし 目標

482 ○ 各地域で行われている持続可能な開発のための教育（ESD：
Education for Sustainable Development）事例の掘り起こしを行い、
それらを可視化し、優良事例として共有・発信することや、ESDの関
係者を連携させる人材を育成することなどを通じて、地域に根ざし
たESDを全国に普及します。（環境省）

4

○

3

481 ○ 環境教育・環境学習データベースを整備し、環境教育・環境学
習に関する知識、場、教材、事例などに係る情報を収集し、広く提
供します。（環境省）

480 ○ 子どもたちの自主的な環境学習・環境保全活動を支援する「こ
どもエコクラブ」などを企業、民間団体等と連携・協力して促進しま
す。（環境省）

2

基本戦略への該当

479 ○ 小学生の子どもたちを対象とした農山漁村での長期宿泊体験 ○
活動を推進する「子ども農山漁村交流プロジェクト」を引き続き推進
し、農業体験・自然体験を通じて生物多様性の理解の促進を図り
ます。（総務省、文部科学省、農林水産省、環境省）

施策
番号

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

当初値

−

−

−

【施策番号298に同じ】

−

−

−

−

−

−

点検値

・自然公園等利用ふれあい推進事業経費

・環境教育強化総合対策事業

【施策番号483に同じ】

【施策番号298に同じ】

・地球環境パートナーシッププラザ運営費

・環境教育強化総合対策事業

・環境教育強化総合対策事業

・環境教育強化総合対策事業

−

・教育支援体制整備事業費補助金（いじ
め対策等総合推進事業）（文部科学省）
・農山漁村振興交付金（農泊推進対策）
（農林水産省）
・都市・農山漁村の教育効果による地域
活性化推進等事業（総務省）
・特別交付税（総務省）

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

○ ○

○

494 ○ アジアにおける環境人材育成ビジョンに基づく、環境人材育成
コンソーシアムを通じ、大学、企業、NPO等で個別に実施されてい
る環境保全活動や環境教育をつなぎ、これらの主体の協働による
環境人材の育成を推進します。 （環境省）

497 ○ 既存の評価事例や評価手法など生物多様性の経済価値評価 ○
に関する情報の収集・発信等を通じて、生物多様性が有する価値
の普及啓発を図るとともに、多様な主体による自発的な価値評価
の実施を促します。（環境省）

５ 経済的価値の評価
496 ○ 国内の自然保護地域や自然環境保全施策などを対象に、生 ○
物多様性の経済的価値、生物多様性の損失に伴う経済的損失、
効果的な保全に要する費用などの評価を推進します。また、評価
結果の普及広報や、評価結果の活用方策の検討も進めます。（環
境省）

495 ○ 生物多様性分野の国際的な議論に貢献するため、生物多様性
条約関連会合への派遣など、国内の生物多様性分野の専門家の
発掘・支援・育成を行います。（環境省、外務省、関係府省）

○

493 ○ 事業者、国民及びこれらの者の組織する民間団体が行う、環
境保全活動や環境教育を行う人材を育成又は認定する事業で、一
定の基準を満たすものを登録し、広く活用を図ります。（環境省）

○

国別
達成評価
5 なし 目標
施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

【施策番号474に同じ】

【施策番号483を参照】

・生物多様性と生態系サービスの経済
価値評価に関する国内外の動向につい
て把握し、必要に応じて最新の情報を
ウェブサイトに掲載することにより、引き
続き普及啓発に努める。

・引き続き経済価値評価の取組を推進
し、国内での評価事例を蓄積していく。
また、自然資本会計について国内外の
情報収集に努める。

a+ 既に ・生物多様性条約関連の締約国会議や ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 補助機関会合、専門家会合、AHTEG、
IPBES総会等に国内の専門家を派遣し
た。

A-1 b 進捗中 ・平成24年度に「奄美群島の国立公園
指定」、「全国的なシカ食害対策」により
保全される生物多様性の価値について
経済的評価を施行。
・「環境経済の政策研究」により「我が国
における効果的な生物多様性の経済価
値評価手法及び経済価値評価結果の
普及・活用方策に関する研究」を採択
し、マングース防除により保全させる生
物多様性の価値等を評価。また、森林
へのアクセス性の違いにより、享受でき
る生態系サービスが変わってくることか
ら、その点を踏まえた森林の経済価値
評価を実施中。
・「地球環境研究総合推進費」により「藻
場の資源供給サービスの定量・経済評
価と時空間的解析による沿岸管理方策
の提案」を実施。
・平成31年3月に、「企業の生物多様性
保全活動に関わる生態系サービスの価
値評価・算定のための作業説明書」を公
表。企業の生物多様性保全活動に関わ
る生態系サービスの価値評価・算定の
ための作業説明書を試行的に作成。
A-1 b 進捗中 ・平成24年度に、生物多様性と生態系
サービスの経済的価値の評価に関する
ウェブサイト「自然の恵みの価値を計る」
を作成し、生物多様性の経済的価値評
価に関する基本的な考え、手法、国内
外の事例等について普及啓発を図っ
た。
・平成31年3月に、「企業の生物多様性
保全活動に関わる生態系サービスの価
値評価・算定のための作業説明書」を公
表。企業の生物多様性保全活動に関わ
る生態系サービスの価値評価・算定の
ための作業説明書を試行的に作成。

E-1

なし b 進捗中 ・環境人材育成コンソーシアムと連携し ・引き続き、事業を実施。
て、企業における環境人材育成を推進。

なし b 進捗中 【施策番号483を参照】

なし b 進捗中 ・環境カウンセラー登録制度を着実に運 ・引き続き、事業を実施。
用（令和２年３月末現在：登録者数3185
人）。

a+ 既に 【施策番号474に同じ】
達成済み

a+ 既に ・NPO法人 海に学ぶ体験活動協議会 ・引き続き、企画の段階からオブザー
達成済み にオブザーバーとしてバックアップし、
バーとしてバックアップしていく。
「海辺の達人養成講座（海辺の自然体
験活動指導者養成セミナー）」の開催に
協力した（H２４〜R１の開催数：８回）。

A-1

4

491 ○ 環境保全活動に取り組む地域の方々や教員を対象に、環境教 ○
育・環境学習指導者養成基礎講座を開催します。（文部科学省、環
境省）
492 ○ 環境保全に関する専門的な知識や経験を有する人材を環境カ
ウンセラーとして登録し、広く活用を図ります。（環境省）

3

A-1

2

基本戦略への該当

490 ○ 海辺における体験活動や環境教育における指導者を養成する ○
ためのセミナーとして、18歳以上の男女を対象とする「海辺の達人
養成講座（海辺の自然体験活動指導者養成セミナー）」を、地方公
共団体や教育機関、NPOなどと連携しながら全国の主要な地域で
の開催を支援していきます。（国土交通省）

1
なし b 進捗中 ・エコツーリズムの普及・促進に大きく寄 ・引き続き人材育成を支援していく。
与するため、ガイドやコーディネーター等
の人材育成を目的とした研修やアドバイ
ザー派遣等の支援を行った。

具体的施策

489 ○ 全国の自然学校などで研修を行い、自然学校のインストラク
○
ターやエコツアーにおけるガイドなど指導者やガイドとして活躍でき
る人材を育成します。（環境省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

会員数：83
（平成24年4月）

登録事業所数：38
（平成24年4月）

−

【施策番号474に同じ】

−

−

当初値

−

−

−

会員数：58
（令和２年３月）

登録事業所数：61
（令和２年３月）

−

【施策番号474に同じ】

−

−

点検値

・愛知目標の実現に向けたCOP10主要課
題検討調査費

・愛知目標の実現に向けたCOP10主要課
題検討調査費

・生物多様性条約締約国会議等開催庁
費
・愛知目標の実現に向けたCOP10主要課
題検討調査費
・中間評価をふまえた愛知目標達成方策
検討調査費
・ポスト2020目標検討等調査費
・生物多様性条約拠出金
・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費
・生物多様性及び生態系サービスに関す
る科学政策プラットフォーム推進費

・環境教育強化総合対策事業

・環境教育強化総合対策事業

・環境教育強化総合対策事業

【施策番号474に同じ】

−

・国立公園満喫プロジェクト推進事業

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

505 ○ 国民等からの寄付金により自然保護のために自然の豊かな民 ○
有地を取得して保全を図るナショナル・トラスト活動や、公益社団法
人ゴルフ緑化推進による緑化事業、国内外の自然環境保全プロ
ジェクトを助成する経団連自然保護基金など、国民及び企業など
事業者の善意の寄付が生物多様性保全により一層有効活用され
るよう普及啓発の施策を講じます。（環境省）

504 ○ 自然公園法、都市緑地法をはじめ、生物多様性の確保に資す
る制度に関する法律では、規制により生じた損失を土地所有者な
どに補償する制度が設けられています。また、自然公園、特別緑
地保全地区などでは民有地の買い入れの制度があります。これら
の制度について、引き続き、適切な運用に努めます。（環境省、国
土交通省）

503 ○ 生物多様性に配慮した「賢い消費者（スマートコンシュー
○
マー）」を育成するため、既存の環境認証制度の普及をはじめ、そ
れらを取り扱う事業者や生物多様性の保全に熱心な事業者の情
報を積極的に情報提供することなどにより、消費者の意識の向上
を図ります。（環境省）

501 ○ 環境に配慮した商品やサービスに付与される環境認証制度、 ○
事業活動と生物多様性の関係を測る指標、生物多様性の保全に
寄与する優れた取組に対する表彰制度などの情報を収集・発信す
ることにより、生物多様性への民間参画を促進します。（環境省）

６ 事業者と消費者の取組の推進
500 ○ 事業者に対し、生物多様性民間参画ガイドラインの普及広報 ○
等を通じて、持続可能な事業活動のための方針の設定・公表を働
きかけるなど、事業者が生物多様性の保全と持続可能な利用に取
り組むことを促進します。（環境省）

○

国別
達成評価
5 なし 目標
施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

A-1 b 進捗中 【施策番号422に同じ】

【施策番号422に同じ】

・引き続き、現在の取組を継続していく。

・認証制度やそれらを取り扱う事業者、
生物多様性の保全に熱心な事業者の情
報を収集・発信する等、賢い消費者育成
促進策を検討・実施する。

・生物多様性民間参画パートナーシップ
及び企業と生物多様性イニシアティブ
（JBIB）との連携・協力を引き続き進め
る。

・引き続き、経済社会における生物多様
性の主流化を促進する認証制度、指
標、表彰制度等に関する情報を収集・発
信するとともに、優良事例集を作成し公
表する。

・改訂した民間参画ガイドラインの普及
を図るとともに、業種・場面毎の事業者
による取組状況や自治体との連携状況
等の評価・分析を通じた、事業者による
取組の促進策の検討を行うとともに、国
際的な動向を継続的に把握し、情報公
開するとともに優良事例集を作成し公表
する。

−

A-1 b 進捗中 ・生物多様性民間参画パートナーシップ
に関しては、平成22年の設立以来、会
議開催やパンフレット作成、事業者によ
る取組事例の収集等における連携・協
力を継続的に実施。同様に事業者間の
枠組みである企業と生物多様性イニシ
アティブ（JBIB）に関しては平成26年〜
平成30年にかけて、継続的に会員企業
との情報交換会を開催する等連携を強
A-1 b 進捗中 ・平成24年度事業において、生物多様
性分野における事業者による取組の実
態調査に加えて取組事例を収集し、生
物多様性の保全に熱心な事業者の情報
を含む調査結果を環境省ホームページ
にて公開。平成25年度環境白書におい
て認証制度を紹介。
・平成29年改定の「生物多様性民間参
画ガイドライン第2版」において、認証制
度を紹介。
・平成30年度事業において、主要な認証
制度における生物多様性保全の基準に
ついて整理。
なし b 進捗中 ・平成31年度業務において、主要な認証
・平成２４年度から令和元年度までに、
吉野熊野国立公園、阿蘇くじゅう国立公
園、知床国立公園、釧路湿原国立公
園、奄美群島国立公園等の約1840haを
買上げた。

4

502 ○ 経済界により自発的に設立された「生物多様性民間参画パー ○
トナーシップ」等の事業者間の枠組みとの連携・協力を進めます。
（環境省）

3

A-1 a 既に達 ・省エネルギー、低炭素化、生物多様性
成済み などの環境に配慮した優良な不動産
が、投資家などを含む多様な関係者に
認識・評価され、市場において持続的な
投資が促進されるよう、関係省庁とも連
携してグリーンリースの普及に向けた取
組等を実施するとともに、当該取組等を
環境不動産ポータルサイト等を通じて広
く公開した
A-1 b 進捗中 ・平成28年度事業において、環境省施
策に係る生物多様性の経済価値評価の
活用手引きを作成する際の参考とする
ための有識者ヒアリングを実施し、企業
の生物多様性保全への貢献活動の経
済的価値評価の手法の検討を行うとと
もに、これらの検討を踏まえた「生物多
様性民間参画ガイドライン」の改訂に向
けた検討等を行った。平成29年度事業
では、生物多様性民間参画ガイドライン
の改訂に係る検討会を実施し、平成29
年12月に改訂版を公表した。令和元年
度は、この10年間の事業者の優良活動
事例を取りまとめた。
A-1 b 進捗中 ・平成25年・26年・27年度事業において
経済社会での生物多様性の保全及び持
続可能な利用を促進することを目的に、
事業者による取組の分析・評価や地方
公共団体との連携状況に基づく今後の
取組促進策の検討を行うとともに、最新
の国際議論・取組状況を把握し、これら
の結果を取りまとめ環境省のホーム
ページで公開した。また、平成29年12月
に改訂版を公表した民間参画ガイドライ
ンの情報を公開するとともに、令和元年
度は、この10年間の事業者の優良活動
事例を取りまとめた。

2

基本戦略への該当

499 ○ 省エネルギー、低炭素化、生物多様性などの環境に配慮した ○
優良な不動産が、投資家などを含む多様な関係者に認識・評価さ
れ、持続的な投資が促進される市場の形成に向けた取組を推進し
ます。（国土交通省）

1
A-1 b 進捗中 ・生態系サービスへの支払い（PES）に ・引き続きPESに関する国内外の事例を
関するウェブサイトを作成し、PESの考え 収集し、情報提供等を行う。
方や国内の事例について紹介した。

具体的施策

498 ○ 都道府県での導入が進む「森林環境税」など、生態系サービス ○
の受益者が、その恩恵に対する資金負担を行う「生態系サービス
への支払い」の事例に関する情報提供等を通じて、国内での普及
を推進します。（環境省、農林水産省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

−

−

−

当初値

【施策番号422に同じ】

−

−

−

−

−

−

−

点検値

【施策番号422に同じ】

・特定民有地買上事業費

・中間評価をふまえた愛知目標達成方策
検討調査費
・愛知目標の実現に向けたCOP10主要課
題検討調査費

・中間評価をふまえた愛知目標達成方策
検討調査費

・中間評価をふまえた愛知目標達成方策
検討調査費

・中間評価をふまえた愛知目標達成方策
検討調査費

・環境不動産の普及促進経費

・愛知目標の実現に向けたCOP10主要課
題検討調査費

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

4

○

なし

C-1

なし

国別
達成評価
5 なし 目標
施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

a+ 既に ・平成24年度から令和元年度までに、税 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 制上の特例措置を受けられる国立公園
の特別地域の民有地約1,800haを拡大。
・平成24年度から令和元年度までに、地
方税等の特例措置を受けられる民有林
の保安林面積を約13万haを拡大。

a+ 既に ・平成30年度までに、新たに都市公園等 ・緑地の保全等の地方公共団体の取組
達成済み 整備面積：9,156ha増加するなど、都市 に対し、財政的支援を行う。
公園の整備や緑地の保全等の取り組み
に対し、財政的支援を着実に実施し、拠
点となる緑地の保全・創出・再生を進め
るとともに、都市における水と緑のネット
ワークの形成を推進した。
−

−

−

−

達成目標

国立・国定公園特別地域
及び自然環境保全地域
特別地区内の土地が国
又は地方自治体に買い
取られる場合の譲渡所
得の特別控除
実績：これまでに約
8,700haの民有地を国有
地または公有地化

都市公園等整備面積：
118,056ha 箇所数：
99,874箇所（平成23年3
月）
特別緑地保全地区：面積
2,369ha 、箇所数419箇
所（平成23年3月）

−

−

当初値

−

−

予算・税制等
事項名

−

−

都市公園等整備面積： ・社会資本整備総合交付金
127，321ha 、110,279箇
所（平成31年3月）
特別緑地保全地区：指定
面積2,818ha、621地区
（平成31年3月）

−

−

点検値

数値
目標
番号

○

○

513 ○ 平成23年度に実施したわが国の絶滅のおそれのある野生生
物の保全に関する点検を受けて、今後の全国的な絶滅のおそれ
のある種の保全の進め方や保全すべき種の優先順位付け等を盛
り込んだ「絶滅のおそれのある野生生物の保全戦略（仮称）」を作
成します。また、種の保存法については、上記点検の中で行った施
行状況の検討結果とともに、同保全戦略の作成過程での議論も踏
まえ、必要に応じて所要の措置を講じます。（環境省）

514 ○ わが国における生息・生育状況に基づいて個々の種の絶滅の
危険度を評価している環境省レッドリストのうち、絶滅危惧IA類
（CR）または絶滅危惧I類（CR+EN）の中でも、特に絶滅のおそれが
高く、規制による対策効果があると考えられる種について、今後作
成する保全戦略で定める保全の優先順位も踏まえ、種の保存法に
基づく国内希少野生動植物種に指定します。特に捕獲・採集圧が
減少要因となっており、全国的に流通する可能性がある種につい
ては優先的に指定を検討することとし、新たに25種程度の指定を
目指します。（環境省）

Ｃ-2 b 進捗中 ・国内希少野生動植物種の指定につい
ては、「絶滅のおそれのある野生生物の
保全戦略」において、当面令和２年まで
に300種の追加指定を目指し、必要性を
踏まえて適切なペースで指定の推進を
図ることした。
・国内希少野生動植物種は令和元年度
までに267種を追加指定した（特定第二
種を含めると270種を追加指定。）。

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

・希少野生動植物種保存推進費

国内希少野生動植物 国内希少野生動植物種 国内希少野生動植物種 ・希少野生動植物種保存推進費
・国内希少野生動植物種の指定は、令 種数：25種増（令和２年 数：90種（平成24年9月） 数：356種（令和元年度
和２年度にも30〜50種程度の指定を目 まで）
末）
指す。
・平成29年度の法改正時の附帯決議に
記述された、2030年度までに国内希少
野生動植物種を700種指定することを目
指した指定作業について検討を行う。

Ｃ-2 b 進捗中 ・検討の結果、「絶滅のおそれのある野 ・必要に応じて関連情報の共有方法を
生生物の保全戦略」において地方公共 検討します。
団体との情報共有の体制整備を推進す
ることとした。
・平成30年12月に実施した第１回希少野
生動植物種専門家科学委員会におい
て、国内希少野生動植物種に関する情
報の整理・公開に関する考え方を整理し
た。
C-2 b 進捗中 ・保全戦略を平成26年度に公表した。
・必要に応じて見直しを実施する。
・種の保存法の改正に伴い、平成30年
度変更した希少野生動植物種保存基本
方針に同保全戦略の内容を盛り込ん
だ。

○

512 ○ 絶滅のおそれのある種の保全を全国的に推進するための基盤
として、レッドリスト掲載種の回復を阻害している現在における要因
や多様な主体による保全実施状況、有効な保全手法等に関する
情報の収集を図るとともに、国や地方自治体等で蓄積されている
分布情報をはじめとする関連情報をより効果的に共有し、活用する
ための体制整備を検討します。（環境省）

a+ 既に ・平成24年度に公表した第4次レッドリス ・第５次レッドリストの公表後、これに基 ＊ 第５次レッドリスト
達成済み トに基づく改訂版レッドデータブックであ づくレッドデータブックを公表し、普及啓 に基づくレッドデータ
るレッドデータブック2014を平成26年度 発に努める。
ブック改訂版の公表
に公表した。

なし

511 ○ レッドデータブック（レッドリストに基づき生息状況などを取りま ○
とめ編纂した書物）については、平成25年度に各種の最新の生息
状況などを記載した改訂版を取りまとめ、平成26年度に発刊し、普
及啓発に努めます。（環境省）

38

第２節 野生生物の適切な保護管理等
（総括） 絶滅のおそれのある野生生物の保全については、「絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略」を策定したほか、種の保存法に基づき指定している生息地等保護区で生息・生育状況調査、巡視等を行いました。特にトキについては、野生復帰を着実に進めるための放鳥などを実施しました。また、希少野生
生物の生息・生育空間である保護林や緑の回廊などにおいて生息・生育環境の整備等を進めました。鳥獣の保護管理としては、今後の鳥獣保護管理のあり方の検討を進めたほか、担い手の育成や技術研修等を実施しました。
１ 絶滅のおそれおある種と生息・生育環境の保全
510 ○ 平成24年に改訂した レッドリストについては、その普及啓発に ○
C-2 b 進捗中 ・従来のレッドリスト（陸域レッドリスト）に ・第５次レッドリストは、「レッドリスト作成
−
−
−
・希少野生動植物種保存推進費
努めるとともに、次期改訂に向けた見直し作業を行います。また、
ついては、平成24年度に第4次レッドリス の手引」に基づき、令和６年度以降の公
見直しにあたっては、必要に応じて、レッドリスト掲載種あるいは候
トを公表した。
表を目指し、海洋生物も含めて改訂作
補種の生息・生育状況を把握するための調査を行います。（環境
・第４次レッドリストの随時見直しとして、 業を進める予定。
省）
レッドリスト2015、2017、2018、2019、
2020を公表した。
・海洋生物のレッドリストについては、平
成28年度に公表した。
平成30年度に取りまとめた環境省レッド
リストの統合方針に基づき、令和元年度
から環境省版海洋生物レッドリストと環
境省レッドリスト（陸域のレッドリスト）の
評価体制を統合した。
また、水産庁と連携し、海域の生物も含
めた「レッドリスト作成の手引」を作成し
た。

509 ○ 生物多様性の保全をはじめ自然環境の保全活動などを行う特
定公益増進法人に対する寄付金の優遇措置や、自然公園や保安
林などに指定された区域内の土地に係る所得税・法人税・地方税
の特例などの税制上の措置が講じられています。（環境省、農林
水産省）

○

3

a+ 既に ・「緑の募金」による、森林の整備、緑化 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 活動に対して支援。

2

基本戦略への該当

507 ○ 「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」の「緑の募 ○
金」による寄付金を活用し、森林の整備、緑化を推進します。（農林
水産省）
508 ○ 都市公園の整備、緑地の保全などに対する支援や、緑化対策
事業などに対する補助を行います。（国土交通省、農林水産省）

1
b 進捗中 ・民間団体の緑化活動等の環境保全活 ・現在の取組を継続して進めていく。
動を支援。なお、｢地球環境基金」、「河
川基金（旧河川整備基金）」は独立行政
法人環境再生保全機構の事業、「緑と
水の森林ファンド」（旧「緑と水の森林基
金」）は公益社団法人国土緑化推進機
構の事業。

具体的施策

506 ○ 「地球環境基金」、「河川整備基金（せせらぎ・ふれあい基
金）」、「緑と水の森林基金」による民間団体の環境保全活動への
支援を行います。（環境省、国土交通省、農林水産省）

施策
番号

具体的施策

○

523 ○ ジュゴンについては、引き続き、生息環境・生態等の調査や漁
業者との共生に向けた取組を進めるとともに、種の保存法の国内
希少野生動植物種の指定も視野に入れ、情報の収集等に努めま
す。（環境省）

【施策番号43に同じ】

【施策番号42に同じ】

・引き続き、効果的な国内流通管理の検
討と実施を推進する。

・積極的な取組が必要な種を対象に、保
護増殖事業計画を策定し、事業を実施
する。
・引き続き、希少野生動植物の保護を進
めるための対策を推進する。

課題と今後の方針

・羅網時のレスキュー訓練の体制維持
や、漁業者等を含む地域社会との共生
のための取組を継続する。

・現在の取組を継続して進めていく。

a+ 既に ・「保護林」の状況を把握するため、森林 ・引き続き、原生的な森林生態系や希少
達成済み や動物等の状況変化などについてモニ な野生生物等を保護する観点から「保
タリング調査を行うとともに、保護林の適 護林」や「緑の回廊」の設定し、設定後
切な保護管理の一環として、植生等回 の状況を的確に把握し、現状に応じた保
復措置やシカ等による食害を防ぐため 全・管理を推進する。
の保護柵の設置、地域の関係者等との
利用ルールの確立とその内容の普及等
を実施した。
・「緑の回廊」においては、森林の状態と
野生生物の生息・生育状態の関係を把
握して保全管理に反映するためのモニ
タリング調査を行うとともに、人工林内の
広葉樹を積極的に保残するなど、野生
生物の生息・生育環境に配慮した施業
を実施した。
b 進捗中 ・令和元年度までに、国内希少野生動 ・国内希少野生動植物種の指定を引き
植物種として、植物を176種指定した。 続き促進。
・種の保存法について、違法な採取等や
譲渡し等への罰則として、個人は5年以
下の懲役若しくは500万円以内の罰金、
法人は1億円以内の罰金とする、罰則の
強化を行い、平成25年度から施行した。
・絶滅危惧植物についても、平成27年度
に（公社）日本植物園協会との間で締結
した「生物多様性保全の推進に関する
基本協定書」に基づき、保全の取組を
行った。

a+ 既に ・モニタリングサイト1000において、高山 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 地域や沿岸地域などの生態系を含め、
日本を代表する生態系の全国的なモニ
タリング調査を実施している。

a+ 既に ・平成24年に「猛禽類保護の進め方」
達成済み （改訂版）の公表を行った。平成25年に
「サシバの保護の進め方」、平成28年に
「チュウヒ保護の進め方」を公表し、絶滅
のおそれのある猛禽類の保護を進め
た。
C-2 b 進捗中 ・ジュゴンについては、喰み跡調査等に
よる生息モニタリングや漁業者との共生
を目指す取組を引き続き実施するととも
に、南西諸島等における生息状況調査
を令和元年度より行っている。

C-2

C-2

E-2

C-2 b 進捗中 【施策番号43に同じ】

○

○

a+ 既に ・関係省庁及び関係機関が連携・協力
達成済み し、事業者の指導等、希少な野生生物
の国内流通管理を実施。

C-2 b 進捗中 【施策番号42に同じ】

522 ○ 絶滅のおそれのある猛禽類については、良好な生息環境の保
全のため、イヌワシ、クマタカ、オオタカの保護指針である「猛禽類
保護の進め方」の見直しを進めるとともに対象とする猛禽類の拡大
などの取組を進めます。（環境省）

○

○

○

施策の取組状況と成果

なし

○

国別
達成評価
5 なし 目標

○

4
Ｃ-2 b 進捗中 【施策番号335に同じ】

3

○ ○

2

基本戦略への該当

B-1
B-5
C-1
C-2
D-1
E-2

1

521 ○ 希少植物の保全については、市民や研究者などのさまざまな ○ ○ ○ ○ ○
主体で構成されるNGOが主体となって、平成14年度の生物多様性
条約第６回締約国会議で採択された「世界植物保全戦略」を受け
た日本の植物保全の進捗状況のレビューが行われたため、この成
果を参考に保全の取組を進めます。（環境省）

520 ○ 「保護林」において、希少な野生動植物の生息・生育環境を保
護するとともに、「緑の回廊」において、人工林の抜き伐りによる希
少野生動植物の採餌環境及び餌となる動物の生息環境を整備す
る施業などのほか、森林の状態や野生動植物の生息・生育状況を
把握するためのモニタリング調査などを実施します。また、特に保
護を重視すべき野生動植物については、生息・生育状況の把握や
生息・生育環境の維持、整備などを進めます。（農林水産省）

519 ○ 高山地域や沿岸地域など、地球温暖化の影響を受けやすいと
考えられる地域における希少野生動植物種の生息・生育状況の変
化については、モニタリングサイト1000なども活用して、重点的な注
視を続けます。（環境省）

518 ○ 生息地等保護区ごとに定めている保護の指針に従い、適切な
管理や、生息・生育環境の維持・改善を行うとともに、対象種の生
息・生育状況の把握に努め、必要に応じ保護の指針や区域の見直
しを検討します。（環境省）

515 ○ 国内希少野生動植物種のうち、その種を圧迫している要因を
除去又は軽減するだけでなく、生息・生育環境の回復・改善や、動
物園・植物園などにおける個体の繁殖の促進やその後の野生復
帰など、個体数の維持・回復を図るためのより積極的な取組が必
要な種を対象に、保護増殖事業計画を策定し、これらの取組を実
施します。（環境省、文部科学省、農林水産省、国土交通省）
516 ○ 希少な野生生物の取引管理については、引き続き関係省庁、
関連機関が連携・協力して違法行為の防止、摘発に努めるととも
に、効果的な国内流通管理の検討と実施を進めていきます。（環境
省、関係府省）
517 ○ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の安定した存続を確保す
るためには、生息・生育地の確保は欠かせないものであることか
ら、必要に応じ鳥獣保護区、自然公園など関連する他の制度にお
ける保護施策とも緊密に連携しながら、国内希少野生動植物種に
ついて、生息・生育環境が良好に維持されている場所などを優先
的に、生息地等保護区の指定の推進を図ります。また、今後作成
する絶滅のおそれのある野生生物の保全戦略に定める保護区指
定の考え方等も踏まえ、保護区の再編を図ります。（環境省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

保護林面積：90万3千ha
（平成23年4月）
緑の回廊面積：58万6千
ha（平成23年4月）

−

−

−

−

−

当初値

・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

【施策番号43に同じ】

【施策番号42に同じ】

・国際希少野生動植物流通管理対策費

・森林整備・保全費

予算・税制等
事項名

−

−

−

・特定海棲ほ乳類との共生推進事業

・希少野生動植物種保存推進費

・希少野生動植物種保存対策推進費

保護林面積：97万8千ha ・森林整備・保全費
（平成31年4月）
緑の回廊面積：58万4千
ha（平成31年4月）

−

【施策番号43に同じ】

【施策番号42に同じ】

−

−

点検値

数値
目標
番号

具体的施策

2

533 ○ 狩猟鳥獣などの生息状況をモニタリングし、定期的に狩猟鳥獣
の指定や捕獲の制限等を見直します。また、狩猟鳥獣の考え方や
情報収集のあり方等について検討するとともに、モニタリング手法
が確立していない狩猟鳥獣について、モニタリング手法を検討し、
地方公共団体等への情報提供を行います。（環境省）

531 ○ 鳥獣保護区においては、定期的な巡視、鳥獣の生息状況の調
査を実施するとともに、人の利用の適正な誘導、鳥獣の生態など
に関する普及啓発、鳥獣の生息に適した環境の保全・整備を推進
し、適切な管理を行っていきます。特に国指定鳥獣保護区につい
ては、鳥獣保護区ごとの保護管理方針を示すマスタープランに基
づき、管理の充実に努めます。また、鳥獣保護区において鳥獣の
生息環境が悪化した場合に、必要に応じて鳥獣の生息地の保全
及び整備を図るため、鳥獣の繁殖や採餌のための施設の設置、湖
沼などの水質を改善する施設の設置、鳥獣の生息に支障を及ぼ
す動物の侵入を防ぐ侵入防止柵の設置などの事業を行います。
（環境省）
532 ○ 猟法規制の遵守徹底を図り、錯誤捕獲の防止などわなによる
適正な捕獲や狩猟などに伴う危険防止を推進します。また、錯誤
捕獲の実態を把握するための情報収集に努めます。（環境省）

○

○

○

○

528 ○ 植物については、種子での収集・保存を行うことが種及び種内
の遺伝的多様性の減少リスクの回避のために効果的です。そのた
め、新宿御苑が中心となって種子の保存体制を構築し、（社）日本
植物園協会及び各植物園などと連携して、絶滅危惧植物の種子の
保存を進めます。（環境省）

２ 鳥獣の保護管理等
529 ○ 鳥獣保護区及び同特別保護地区の指定は、鳥獣の保護を図る
うえで根幹となる制度であり、鳥獣の生息環境を確保し、同時に鳥
獣以外の生物を含めた地域の生物多様性の維持回復や向上にも
資するため、今後とも指定の推進を図ります。国指定鳥獣保護区
においては、関係機関との調整を図りながら、全国的又は国際的
な見地から鳥獣の保護上重要な地域について、今後とも指定の推
進を図ります。また、今後作成する絶滅のおそれのある野生生物
の保全戦略に定める保護区指定の考え方等も踏まえ、保護区の
再編を図ります。（環境省）
530 ○ 自然公園など関連する他の制度における保護施策とも緊密に
連携しつつ、渡り鳥の集団渡来地などについて鳥獣保護区の指定
を進め、渡り鳥の国際的な生息地のネットワークを確保するなど、
生態系ネットワークの確保に努めます。（環境省）

○

527 ○ 絶滅のおそれのある植物種については、新宿御苑において温
室などを活用した栽培を行っていますが、今後さらに取組を強化
し、新温室を拠点として、絶滅危惧植物の系統保存、保護増殖及
び展示を進めます。（環境省）

○

3

4

○

施策の取組状況と成果

・引き続き、生息域外での飼育繁殖、野
生下の生息環境の整備、放鳥を進め、
着実な野生復帰を進める。
・また、引き続き平成22年に署名された
「日中共同トキ保護計画」に基づき、中
国とのトキ保護協力を進める。

・日本動物園水族館協会等と連携・調整
を進めるなど、引き続き、生息域外保全
の取組を進める。

課題と今後の方針

B-1

B-1

【施策番号41に同じ】

【施策番号39に同じ】

b 進捗中 ・学識経験者等による検討会を設置し、 ・引き続き検討を進める。
狩猟鳥獣のモニタリングのあり方ついて
検討を行い、都道府県に情報提供を
行った。
・検討結果を踏まえ、平成29年度に狩猟
鳥獣の見直しを実施した（オスに限って
狩猟鳥獣としていたチョウセンイタチを
雌雄ともに狩猟鳥獣とした）。

b 進捗中 ・都道府県や狩猟関係団体等に対し、定 ・錯誤捕獲の実態把握に係る情報収集
期的に法令遵守の徹底や狩猟に伴う危 の実施を検討する。
険の防止等について、情報提供や注意
喚起を行った。

C-1 b 進捗中 【施策番号41に同じ】

C-1 b 進捗中 【施策番号39に同じ】

【施策番号38に同じ】

a+ 既に ・（公社）日本植物園協会及び各植物園 ・引き続き（公社）日本植物園協会及び
達成済み などと連携して日本各地に自生する絶 各植物園などと連携して、絶滅危惧植
滅危惧植物の種子保存を行った。
物の種子の保存を進めます。
・新宿御苑と（一財）沖縄美ら島財団は
（公社）日本植物園協会の種子保存拠
点園として認定され、連携した活動を
行っている。

C-1 b 進捗中 【施策番号38に同じ】

なし

なし b 進捗中 ・平成24年11月に開館した新温室で、沖 ・現在の取組を継承して進めます。
縄地域、小笠原地域の絶滅危惧植物の
保護増殖を行うとともに、絶滅危惧種展
等の企画展を開催して普及啓発活動を
行った。

C-2 b 進捗中 ・平成26年度に野生順化関連施設が完 ・野生復帰の技術確立に向けた検討を
成し、飼育下繁殖の取組も、（公社）日 進める。
本動物園水族館協会及び各動物園と連
携して進めている。

a+ 既に ・生息域外保全の取組については、関
達成済み 係団体との情報交換を継続的に行い、
絶滅危惧種の生息域外保全や外来種
対策、普及啓発等に係る取組に関して
一層の連携を図り、我が国の生物多様
性保全の推進に資することを目的とし
て、平成26年度に（公社）日本動物園水
族館協会、平成27年度に日本植物園協
会と協定を締結した。また、昆虫館等と
も各種の保全の取組を進めているとこ
ろ。
C-2 a+ 既に ・佐渡島ほか５つの生息域外で飼育繁
達成済み 殖を進めつつ、飼育下で繁殖した個体を
年２回に分け概ね30〜40羽の放鳥を継
続して実施。令和元年12月末現在、野
生下繁殖の個体も含め推定424羽が野
生下に生存している。
・平成30年に、中国から新たに２羽の提
供を受け、提供を受けた個体からヒナが
誕生し順調に繁殖が進んでいる。

C-2

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

○

1

525 ○ トキについては、平成11年に中国から贈呈されたペアから飼育 ○ ○
下での繁殖を進め、飼育個体群の充実を図ってきました。飼育個
体群の維持に目途が立ってきたことから、かつての生息地であっ
た新潟県佐渡島において、トキの生息に適した環境を整えたうえで
野生復帰を図るため、計画的に放鳥を実施してきました。平成24年
4月には放鳥したトキの一部のペアからヒナが誕生し、巣立ちも実
現するなど、野生での定着に向けて大きな前進がありました。今後
もこれらの取組を継続し、平成27年頃に小佐渡東部地域を含む佐
渡島に60羽程度を定着させることを目標とします。また、平成22年
に署名された「日中共同トキ保護計画」に基づき、中国とトキ保護
協力の取組を進めるとともに、トキの遺伝的多様性を確保するた
め、新たなトキ２羽の受入れ準備を進めます。（環境省、農林水産
省、国土交通省）
526 ○ ツシマヤマネコについては、（公社）日本動物園水族館協会及 ○ ○
び各動物園と連携して飼育個体の分散や繁殖を促進し、遺伝的多
様性に配慮した持続可能な飼育下個体群を確立するとともに、平
成26年までに野生順化訓練を開始することを目標に、野生復帰に
向けた取組を強化します。（環境省）

524 ○ 絶滅のおそれのある野生動植物種の生息域外保全に関する
基本方針にもとづいて、動物園や植物園、水族館、昆虫館、研究
機関などの実施主体及び関係団体との連携を深め、生息域外保
全の取組状況の把握を行うとともに、絶滅のおそれのある種の生
息域外保全の取組を進めます。（環境省、関係府省）

施策
番号
−

当初値
−

点検値
・特定野生生物保護対策費

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

日本産絶滅危惧植物 218種
種の15％（253種類）に （平成24年３月）
ついて自生地情報を持
つ種子・胞子を保存す
る（令和２年まで）

−

−

−

−

【施策番号41に同じ】

【施策番号39に同じ】

【施策番号38に同じ】

451種
（令和元年度末）

−

−

・鳥獣保護管理強化事業費

・鳥獣保護管理強化事業費

【施策番号41に同じ】

【施策番号39に同じ】

【施策番号38に同じ】

−

−

・絶滅のおそれのある種の野生順化関連
施設整備
・希少野生動物野生順化特別事業費

野生個体数：小佐渡東 野生個体数：約50羽（平 野生個体数：推定424羽 ・特定野生生物保護対策費
部を含む佐渡島に60 成24年7月）
（令和元年12月末）
・希少野生動物野生順化特別事業費
羽程度を定着（平成27
年頃）

−

達成目標

40

39

数値
目標
番号

538 ○ ニホンジカ等の個体数増加や分布拡大が著しい鳥獣について
は、捕獲数を増加させることが課題です。効率的な捕獲技術の普
及や捕獲体制の構築に努めます。（環境省）

539 ○ 住民と鳥獣の棲み分け、共生を可能とする地域づくりに取り組
むため、地方公共団体、NPOなどと連携し、奥地国有林における野
生鳥獣の生息状況・被害状況の調査、生息環境の整備と鳥獣の
個体数管理などの総合的な対策を進めます。（農林水産省）

540 ○ 知床国立公園、南アルプス国立公園、屋久島国立公園などで
は、ニホンジカによる自然植生衰退などの生態系や景観への悪影
響が生じており、予防的・順応的且つ科学的な対策を講じるため生
態系維持回復事業計画を策定し、本計画に基づき、植生防護柵の
設置や個体数調整など個体数管理を実施していきます。（環境省、
農林水産省）

○

○

537 ○ 希少鳥獣であるゼニガタアザラシによる漁業被害が深刻化し
ているため、種の保全に十分配慮しながら総合的な保護管理を推
進します。（環境省）

541 ○ 蓋付き容器を利用するなどのカラスの生活環境への被害の対
処方法などについての普及啓発を進めます。（環境省）

○

○ ○

○

○

536 ○ カワウやクマ類など都道府県境を越えて広域に移動する鳥獣
については、国及び関係都道府県が特定鳥獣保護管理計画を作
成するための方向性を示す広域的な保護管理の指針の作成を推
進するため、協議会の設立などにより関係省庁や都道府県の連携
を促進するとともに、地域個体群の生息状況を把握しつつ被害対
策を実施するなど、関係機関で整合性が図られた保護管理を推進
します。（環境省、農林水産省、国土交通省）

3

○

2

4

課題と今後の方針

b 進捗中 ・広域的な保護管理を推進するため、カ
ワウ4地域、クマ類4地域、ニホンジカ2地
域について広域保護管理指針を作成
し、広域協議会の運営等を行っている。

・既に広域指針が作成されている地域に
おいて取り組みを推進するとともに、新
たな地域において広域保護管理の取組
実施を検討する。

b 進捗中 ・最新の知見や現状を踏まえて作成した ・引き続き、都道府県の取り組みを支援
特定計画作成のためのガイドラインにつ し、特定計画の作成を促進する。
いて、都道府県に対して積極的に普及
を図るとともに、技術的な指導を行い、
特定計画の作成を促進した。
・イノシシ及びニホンジカの個体数につ
いて、捕獲数のデータを用いて全国の
個体数推定を行った。

b 進捗中 ・鳥獣の保護管理の担い手を確保・育成 ・引き続き、鳥獣保護管理の担い手確
するため、狩猟免許取得へ向けたフォー 保・育成に係る取組を推進する。
ラム、地方公共団体職員や狩猟者等を
対象とした技術研修、鳥獣保護管理の
専門的知見及び技術を有する者を登
録・活用する人材登録事業を実施した。
・最新の知見や現状を踏まえて作成した
特定計画作成のためのガイドラインにつ
いて、都道府県に対して積極的に普及
を図るとともに、技術的な指導を行い、
計画の作成を促進した。
・イノシシ及びニホンジカの個体数につ
いて、捕獲数のデータを用いて全国の
個体数推定を行った。

施策の取組状況と成果

a+ 既に 【施策番号130に同じ】
達成済み

b 進捗中 ・狩猟免許を有しない者を含めた地域ぐ
るみでの捕獲体制構築のためのモデル
事業の実施などを通して、地域で一体と
なった鳥獣保護管理の取組を推進して
いる。
・また、平成25年に中央環境審議会に設
置された「鳥獣保護管理のあり方検討小
委員会」において、将来にわたって適切
に機能し得る鳥獣保護管理体制の構築
に向けて講ずべき措置の検討を進め
た。
・平成27年度には、法律の改正により、
鳥獣の捕獲等について、安全を確保し
て適切かつ効果的に鳥獣の捕獲等を実
施できる事業者を都道府県知事が認定
する「認定鳥獣捕獲等事業者制度」を創
設した。
・最新の知見や現状を踏まえて作成した
特定計画作成のためのガイドラインを作
成し、都道府県に対して積極的に普及を
図るとともに、技術的な指導を行った。
【施策番号130に同じ】

・引き続き地域で一体となった鳥獣保護
管理の取組を推進する。
・認定鳥獣捕獲等事業者制度をはじめ、
平成27年に施行した法律の施行状況に
ついて令和元年度より点検・評価を開始
しているところであり、引き続き効率的な
捕獲技術の普及や捕獲体制の構築に
努める。

B-1

b 進捗中 ・カラス対策マニュアル等による普及啓 ・引き続き、カラス対策マニュアル等の
発を実施。
普及に努める。

C-1 b 進捗中 ・令和2年3月までにシカを対策対象とし ・引き続き、現在の取組を継続していく。
C-2
た生態系維持回復事業計画を8計画策
定。また、平成30年度には「ニホンジカ
に係る生態系維持回復事業計画策定ガ
イドライン」を策定・公表した。科学的知
見に基づく順応的且つ総合的なシカ対
策を実施し、生態系被害の軽減に努め
ている。

B-1

B-1

なし b 進捗中 ・漁業被害軽減のための被害防除手法 ・引き続き、被害防除手法の検討、生息
の検討、個体数等の生息状況調査を
状況調査等を実施。
行った。
・令和元年度には｢えりも地域ゼニガタア
ザラシ特定希少鳥獣管理計画（第２期）｣
のとりまとめを行った。

B-1

B-1

B-1

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

535 ○ ニホンジカやイノシシのように、生息数や分布域が著しく増加し
て農林水産業や生態系などの被害が生じている種については、特
定鳥獣保護管理計画に基づいて実施される、捕獲などによる個体
数調整、被害防止施設の設置や生息環境の整備などの対策を科
学的・計画的に推進するとともに、捕獲個体の処理加工施設の整
備支援など、地域資源としての活用を促進します。また、これらの
種の全国における個体数を推定する手法を検討し、精度の向上に
努めます。（環境省、農林水産省）

1

○

具体的施策

534 ○ 鳥獣の生息状況の効果的・効率的なモニタリング、保護管理の
中核的な担い手の確保や育成、個体数調整、緩衝帯の設置など
生息環境管理、防護柵の設置や作物残渣の除去など被害防除に
ついて、地域の取組への支援も含めた対応を進めます。（環境省、
農林水産省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

−

−

−

当初値

-

−

【施策番号130に同じ】

−

−

−

−

−

点検値

・鳥獣保護管理強化事業費

・国立公園等シカ管理対策事業費

【施策番号130に同じ】

・鳥獣保護管理強化事業費

・鳥獣保護管理強化事業費

・鳥獣保護管理強化事業費

・鳥獣保護管理強化事業費

・鳥獣保護管理強化事業費

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

553 ○ 特に農作物や生態系に被害を及ぼしている野生鳥獣について
は、それらの被害を防止し、野生鳥獣を適切に管理するため、その
個体群管理手法、生息数及び密度把握の手法、被害防止技術な
どに関する調査・研究を進めます。（環境省、農林水産省）

○

○

552 ○ GIS（地理情報システム）を活用した情報データベースシステム
の充実に努めます。（環境省）

○

549 ○ これらの施策の推進にあたっては、関連する施策と連携を図り
ながら一体的な効果が得られるように進めます。（環境省、農林水
産省）
550 ○ 自然環境保全基礎調査を引き続き実施し、その一環として主要
な野生鳥獣の全国的な生息情報の収集整備に努めます。特に、ニ
ホンジカやクマ類をはじめ、わが国の生態系や農林水産業に大き
な影響を及ぼす鳥類･哺乳類のきめ細かな保護管理施策を進める
ため、これら特定の野生動物について、速報性を重視した重点的
な全国個体数推定及びその経年変動に関する調査を推進します。
（環境省）

○

○

548 ○ 関係省庁による鳥獣保護管理施策との一層の連携を図りつ
つ、野生鳥獣による被害及びその生息状況を踏まえた広域的かつ
効果的な被害対策に取り組むとともに、野生鳥獣の生息環境にも
配慮し、広葉樹林の育成などを推進します。（農林水産省）

551 ○ 狩猟者又は鳥獣の捕獲許可を受けた者から報告される捕獲鳥
獣に関する情報について、メッシュ単位の位置情報として収集しま
す。（環境省）

○

○

B-1

○

547 ○ 鳥獣による森林被害については、防護柵や食害チューブなど
の被害防止施設の設置や捕獲による個体数の調整のほか、新た
な防除技術の開発・普及、防除技術者の養成、監視・防除体制の
整備などを促進します。（農林水産省）

B-1

○

545 ○ 鳥獣によって被害を受けている農家自身のわなを用いた鳥獣
の捕獲を促進します。また、免許を持たない者であっても、補助的
に捕獲に参加できるようになったことを踏まえ、地域ぐるみでの捕
獲体制構築のためのモデル事業の実施などを通して、地域で一体
となった鳥獣保護管理の取組を推進します。（環境省、農林水産
省）
546 ○ 農林漁業者の高齢化や狩猟者人口の減少などが進行してい
ることに伴い、地域全体で被害防止対策に取り組むため、鳥獣被
害対策実施隊の設置などを推進します。（環境省、農林水産省）

B-1

B-1

B-1

課題と今後の方針

【施策番号128に同じ】

b 進捗中 ・イノシシ、クマ類、ニホンザル、ニホンジ ・引き続き、先進的かつ効果的な野生鳥
カ、カワウの５種について保護管理検討 獣の管理手法等の調査・研究を進める
会を行い、先進的かつ効果的な個体群 とともに普及に努める。
管理手法、生息数及び密度把握の手法
について検討した。
また、イノシシ及びニホンジカの個体数
について、捕獲数のデータを用いて全国
の個体数推定を行った。

b 進捗中 ・捕獲位置情報を地図上に簡易に表示 ・引き続き、GIS（地理情報システム）を
できる捕獲位置情報マッピングシステム 活用した情報データベースシステムの充
を平成25年度に改修。
実に取り組む。

b 進捗中 ・都道府県を通じ、狩猟及び許可捕獲に ・未提出の都道府県に対し、捕獲位置情
係る捕獲位置情報を収集。
報の提出について、協力要請を行う。

・生物情報収集・提供システムである「い
きものログ」を引き続き運用し、全国的な
生息情報の収集整備に努める。

・引き続き、関連施策との連携を図る。

a+ 既に ・鳥獣の生息状況及び森林被害状況等 ・引き続き、関係省庁や多様な主体と連
達成済み の調査や、被害防止テープ巻といった地 携しながら、総合的な野生鳥獣対策を
域の主体的な防除活動への支援や、地 推進する。
域関係者と連携した鳥獣被害対策の実
施により、人間と鳥獣が共存できる地域
づくりを推進した。

a+ 既に 【施策番号128に同じ】
達成済み

b 進捗中 ・狩猟免許を有しない者を含めた地域ぐ ・引き続き、地域で一体となった鳥獣保
るみでの捕獲体制構築のためのモデル 護管理の取組を推進する。
事業の実施などを通して、地域で一体と
なった鳥獣保護管理の取組を推進して
いる。

b 進捗中 ・狩猟免許を有しない者を含めた地域ぐ ・引き続き、地域で一体となった鳥獣保
るみでの捕獲体制構築のためのモデル 護管理の取組を推進する。
事業の実施などを通して、地域で一体と
なった鳥獣保護管理の取組を推進して
いる。

b 進捗中 ・鳥獣保護管理の担い手となる狩猟者 ・引き続き、鳥獣保護管理の担い手確
の確保のため、狩猟免許の取得促進
保・育成及び狩猟の危険防止等に係る
フォーラムを実施した。また、狩猟の危 取組を推進する。
険防止等については、事故防止啓発用
のDVDを作成し、都道府県や狩猟関係
団体等に対し、情報提供や注意喚起を
行った。

a+ 既に ・鳥獣の保護管理の担い手を確保・育成 ・引き続き、鳥獣保護管理の担い手確
達成済み するため、地方公共団体職員や狩猟者 保・育成に係る取組を推進する。
等を対象とした技術研修、鳥獣保護管
理の専門的知見及び技術を有する者を
登録・活用する人材登録事業、狩猟免
許取得へ向けたフォーラムを実施した。

a+ 既に ・イノシシ、クマ類、ニホンザル、ニホンジ ・引き続き、都道府県の取り組みを支援
達成済み カ、カワウの５種について、生息状況や し、特定計画の作成を促進する。
被害の現状、対策の実施状況について
評価を行い、それぞれの種の保護管理
に関する課題等について整理を行うこと
などを目的として、種ごとに「保護管理検
討会」を設置。
・当該検討会において効果的な保護管
理手法等の最新の知見について整理
し、その結果として平成24年以降はニホ
ンジカ、クマ類、ニホンザル、カワウのガ
イドラインを改訂・公表したほか、ガイド
ラインの補足となる「保護管理レポート」
を作成し、各都道府県へ配布した。

施策の取組状況と成果

b 進捗中 ・関係省庁による連絡会議を開く等、関
連する施策と連携を図りながら、これら
の施策を推進している。
E-2 a+ 既に ・新たな生物情報収集・提供システムで
達成済み ある「いきものログ」を運用している。
・また、外来種やクマ類、カモシカ等の分
布・生息情報を収集し、過去の調査と比
較した分布図を公表した。

B-1

なし

なし

B-1

B-1

B-1

国別
達成評価
5 なし 目標

○

4

544 ○ 狩猟については、鳥獣の個体数調整に一定の役割を果たして
いることから、鳥獣の保護管理の担い手となる狩猟者の確保及び
活用を図るとともに、狩猟の危険防止、捕獲された個体の有効利
用に努めるなど狩猟の適正な管理を進めます。（環境省、農林水
産省）

3

○

2

基本戦略への該当

543 ○ 鳥獣の保護管理の担い手を確保・育成するため、地方公共団
体職員や狩猟者等を対象とした技術研修、鳥獣保護管理の専門
的知見及び技術を有する者を登録・活用する人材登録事業、狩猟
免許取得へ向けたセミナーの開催などの事業を推進します。（環境
省、農林水産省）

1

○

具体的施策

542 ○ 平成24年4月現在、都道府県知事により、シカ、クマ、イノシシ
等を対象として46都道府県で120の特定鳥獣保護管理計画が作成
実施されていますが、生息状況や被害状況などの情報を常にモニ
タリングし、順応的管理が進められています。これらのより効果的
な実施を支援するため、最新の知見を踏まえ、特定鳥獣保護管理
計画作成のためのガイドラインを必要に応じて補足、改訂を行いま
す。（環境省）

施策
番号
当初値

点検値

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

研修・セミナー等のべ
開催数：120回
（令和２年まで）

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

15回
（平成24年度）

−

−

−

−

−

−

【施策番号128に同じ】

−

−

−

171回
（令和２年3月）

・鳥獣保護管理強化事業費

・鳥獣保護管理強化事業費

・鳥獣保護管理強化事業費

・自然環境保全基礎調査費

・鳥獣保護管理強化事業費

・林業・木材産業成長産業化促進対策交
付金
・シカによる森林被害緊急対策事業
・森林・山村多面的機能発揮対策
・森林整備事業（公共）

【施策番号128に同じ】

・鳥獣保護管理強化事業費

・鳥獣保護管理強化事業費

・鳥獣保護管理強化事業費

・鳥獣保護管理強化事業費

ガイドラインの補足・改 ４種のガイドラインを改訂 ６種について補足・改訂。 ・鳥獣保護管理強化事業費
定回数：6種おおよその （平成22年）
（令和２年１月）
べ12回
（令和２年まで）

達成目標

42

数値
目標
番号
41

具体的施策

課題と今後の方針

○

○

○

○

○

560 ○ 水鳥救護研修センターにおいて、油汚染事故が生じた場合など
一時的に多数の油汚染された水鳥などが発生した場合に対する準
備や被害が発生した地域で迅速な対応が可能となるよう地方自治
体職員などを対象とした研修を引き続き実施します。（環境省）

561 ○ 鳥獣の保護管理に関しては、地域住民の理解と協力が不可欠
であり、これを踏まえた主体的な参加も求められるため、鳥獣とふ
れあう機会の創出や自然環境教育の実施、安易な餌付けによる影
響及び鳥獣による生態系・農林水産業などに係る被害の実態など
についての情報提供などを通じて、広く人々に人と鳥獣との適切な
関係の構築について理解を深めてもらうための普及啓発及び助
言・指導を積極的に行います。（環境省、農林水産省）

562 ○ 野生鳥獣の適切な保護管理の推進については、国、地方公共
団体、研究機関、民間団体などの連携が重要であり、その充実強
化に努めます。（環境省、農林水産省）

563 ○ わが国では、高病原性鳥インフルエンザが、平成16年度から
家きんや野鳥（オオハクチョウ等）において発生しており、特に平成
22年から平成23年にかけては、全国各地において野鳥（キンクロ
ハジロ、ナベヅル等15種）や家きんの死亡個体等から相次いで認
められました。渡り鳥など野鳥がウイルスを伝播している可能性が
あるとの指摘を踏まえ、国内の鳥獣の保護管理及びウイルスの感
染経路究明に資するため、「野鳥における高病原性鳥インフルエン
ザに係る対応技術マニュアル」に基づき、都道府県と連携し、全国
で渡り鳥の糞便や死亡野鳥を対象とした、高病原性鳥インフルエン
ザウイルスの保有状況を確認するモニタリングを実施します。（環
境省）
564 ○ 高病原性鳥インフルエンザが発生した場合は、緊急に職員及
び専門家を現地に派遣し、渡り鳥など野鳥に高病原性鳥インフル
エンザウイルスが蔓延していないかを確認するため、現地の状況
把握、指導助言、環境試料調査等を実施します。（環境省）

○

なし b 進捗中 ・平成29年の「対応技術マニュアル」の
改訂により、緊急調査は原則都道府県
が実施することとなっている。
なお、同マニュアルの内容と整合を図
る観点から、同年に「動物園等における
飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエ
ンザへの対応指針」を改訂した。
・なお、平成31年〜令和2年6月現在、我
が国において高病原性鳥インフルエン
ザは発生していない。国内での直近の
発生は平成29年〜平成30年シーズンで
なし b 進捗中 ・我が国の対策に資するため、各国の鳥
インフルエンザ対策について情報収集、
情報交換を実施。

○

559 ○ 地方自治体と連携しつつ、民間の協力も得て、感染症の防疫等
に配慮しながら、傷病鳥獣救護の受け入れ、リハビリ、対象鳥獣の
検討などの体制整備を進めます。また、傷病鳥獣救護のあり方に
ついて、実態も踏まえて検討を行います。（環境省）

565 ○ 国内での発生時の早期対応に資するため、渡り鳥の飛来経路
である周辺諸国との連携を強化し、各国との鳥インフルエンザの発
生情報等の共有に努めます。（環境省）

なし b 進捗中 ・平成20年に作成（平成29年に改訂）し ・引き続きマニュアルに基づき、都道府
た｢対応技術マニュアル｣に基づき、都道 県や関係省庁と連携し、適切に対策を
府県や関係省庁と連携し、適切に対策 実施する。
を実施中。

○

・引き続き、基本指針等に基づき、各都
道府県等と連携。傷病鳥獣救護の在り
方について、今後も必要に応じて検討を
行う。

・取組が十分でない施策について検討を
進める。

なし b 進捗中 ・狩猟免許の取得促進を目的とした
フォーラムにおいて、鳥獣被害の実態
や、鳥獣保護管理における狩猟の社会
的役割等について来場者への情報提供
を行ったほか、ＨＰでの各種情報提供等
を実施した。
・その他の施策の実施方法については
検討中。
B-1 b 進捗中 ・都道府県や市 町村、民間団体等とと
もに狩猟免許の取得促進フォーラムを
実施する等、関係機関との幅広い連携
を図った。

・引き続き、我が国の対策に資するた
め、各国の鳥インフルエンザ対策につい
て情報収集、情報交換を実施する。

・引き続き、発生時において都道府県と
連携しながら必要な調査を適切に実施
し、危機管理対応を着実に行う。

・引き続き、関連機関との連携の充実強
化を図る。

・取組が十分でない施策について検討を
進める。

なし b 進捗中 ・水鳥救護研修センターにおいて、地方 ・引き続き、水鳥の油汚染対応等のため
公共団体職員などを対象とした研修を の研修を実施する。
実施。

なし b 進捗中 ・鉛製銃弾の使用禁止区域の指定促進
及び捕獲された鳥獣の死体放置の禁止
については、都道府県や狩猟関係団体
等に対し、情報提供や注意喚起を行っ
た。
・指定猟法禁止区域制度を活用した鉛
製銃弾の使用禁止区域は、平成28年度
において43道府県・145区域で指定され
なし a+ 既に ・各都道府県から各地域の状況につい
達成済み て情報収集・とりまとめを行い、平成30
年３月に「行政における傷病鳥獣救護の
考え方と地域の取組み事例」を作成し
た。

なし b 進捗中 ・国内で違法に捕獲したメジロを輸入し ・引き続き、関係者と連携して違法捕獲
たメジロと偽って愛玩飼養しているケー 及び違法飼養の取締りを強化する。
スが後を絶たないことから、輸入外国産
と国内産のメジロを識別するため、メジ
ロの識別マニュアル更新版を作成し、Ｈ
Ｐに掲載した。

・引き続き、愛玩飼養の適正化の推進を
図るとともに、愛玩飼養のための捕獲に
ついて、今後廃止する方向や周知方法
について検討を行う。

【施策番号130に同じ】

558 ○ 傷病鳥獣として保護収容される個体の分析により、感染症等の
原因の把握や自然界に排出された鉛やその他の有害物質などが
与える影響の適切な把握に努めるとともに、水鳥や大型猛禽類の
鉛中毒を防止するため、鳥獣保護法に基づく指定猟法禁止区域制
度を活用した鉛製銃弾の使用禁止区域の指定を促進します。ま
た、狩猟などにおいて捕獲された鳥獣の死体放置の禁止を徹底し
ます。（環境省）

a+ 既に 【施策番号130に同じ】
達成済み

a+ 既に ・標識調査、ガン・カモ・ハクチョウ類の ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 全国一斉調査を実施したほか、モニタリ
ングサイト1000においてガン・カモ、シ
ギ・チドリ類の調査について、民間団体
と連携して実施している。

なし b 進捗中 ・基本指針の改正内容について都道府
県等へ周知を図るとともに、基本指針の
改正を踏まえた総合的な検討のため、
専門家や都道府県担当者等への情報
収集等を実施。

なし

E-2

施策の取組状況と成果

○

○

国別
達成評価
5 なし 目標

557 ○ 鳥獣保護員を活用し警察や地方公共団体、自然保護団体とも
連携して、違法捕獲及び違法飼養の取締りの強化を推進します。
（環境省）

4

○

3

556 ○ 平成23年に行った「鳥獣の保護を図るための事業を実施する
ための基本的な指針」の改正において、愛玩飼養のための捕獲に
ついては、都道府県知事が認める一部の例外を除き、原則として
許可しないこととされたため、その周知を図り、適正飼養を推進しま
す。また、愛玩飼養のための捕獲は、今後廃止する方向で検討し、
検討方向の周知に努めていきます。(環境省)

2

基本戦略への該当

○ ○

1

555 ○ 住民と鳥獣の棲み分け、共生を可能とする地域づくりに取り組
むため、地方公共団体、NPOなどと連携し、奥地国有林における野
生鳥獣の生息状況・被害状況の調査、生息環境の整備と鳥獣の
個体数管理などの総合的な対策を進めます。（農林水産省）

554 ○ 渡り鳥の保護については、干潟や湖沼などの生息環境の現況
を把握するため、引き続き鳥類観測ステーションにおける標識調
査、ガン・カモ・ハクチョウ類の全国一斉調査を実施するほか、モニ
タリングサイト1000事業において、主要な渡来地におけるガン・カモ
類やシギ・チドリ類の生息調査などのモニタリング調査を実施しま
す。これら野生鳥獣の保護管理に関する調査研究については、民
間団体などとの連携を通じて効果的な実施を図ります。（環境省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

当初値

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

【施策番号130に同じ】

−

点検値

・野生鳥獣感染症対策事業費

・野生鳥獣感染症発生時対策事業費

・野生鳥獣感染症対策事業費

・鳥獣保護管理強化事業費

・鳥獣保護管理強化事業費

・水鳥救護研修センター維持費

・鳥獣保護管理強化事業費

・鳥獣保護管理強化事業費

・鳥獣保護管理強化事業費

・鳥獣保護管理強化事業費

【施策番号130に同じ】

・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費
・野生鳥獣情報整備事業費

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

○

572 ○ 国及び地方自治体は、関係団体などと連携しつつ、学校、地
域、家庭などにおいて、動物愛護週間行事や適正飼養講習会など
の実施、各種普及啓発資料の作成、配布などにより、動物の愛護
と管理、その健康とペットフードの安全に関する教育活動や広報活
動などを実施するとともに、動物愛護推進員などの地域の人材の
育成などに努めます。また今後も継続して、動物の飼育実態につ
いて各種調査を行い、施策の立案、動物の適正飼養の普及啓発
に役立てていきます。（環境省）

○

○

○

課題と今後の方針

・令和元年6月の改正動物愛護管理法
の趣旨を踏まえて、適切な法の施行を
進めるとともに、動物虐待や遺棄の防止
のために、獣医師や警察等との連携を
推進することや適正飼養等に係る各種
普及啓発を図ることにより、動物の愛護
及び適正な管理を推進していく必要があ
る。

なし b 進捗中 ・動物愛護週間には関係団体等と協力
して国が中央行事を開催した他、全国の
べ669自治体が合計2,036の動物愛護週
間行事を開催した（平成25〜30年度）。
動物愛護推進員は79の関係自治体で
計3,522名となっている。
・平成28年度に地方自治体への法施行
状況調査を実施し、当該調査結果に基
づき、令和元年改正法施行内容の検討

・動物愛護週間行事や各種普及啓発資
料等を通じて、動物愛護管理に関する
広報活動を継続して実施していくととも
に、動物愛護推進員等の人材育成をさ
らに進めていく必要がある。

・平成25年８月に改正した基本指針で策
定している達成目標（目標年度令和５年
度、平成16年度比75％減の10万匹）を
平成30年度に達成したが、引き続き自
治体における収容動物の返還譲渡にか
かる施設整備の補助等を充実、継続し、
返還譲渡の推進を図る取り組みの支援
を行っていく。
なし b 進捗中 ・令和元年６月に動物愛護管理法が改 ・令和４年６月までの施行に向け、必要
正・公布され、販売される犬猫について な制度設計やシステム構築を進める必
マイクロチップ装着義務化が盛り込まれ 要がある。
た。令和４年６月までに施行することとさ ・施行に向けて、適切に制度が運用され
れている。
るよう、事業者、飼い主等に対し、所有
明示措置の実施の必要性について周
知、普及を図る必要がある。

なし b 進捗中 ・平成24年９月と令和元年6月に動物愛
護管理法が改正され、終生飼養の責
務、多頭飼育の適正化に係る対応等の
明記、動物取扱業の規制強化、虐待の
罰則強化がなされた。普及啓発のため
のパンフレットやポスター等を作成し、都
道府県等を通じて配布を行っている他、
適正飼養のための講習会を開催する
等、関係自治体や業界団体等を通じて
適正飼養の周知等に関する種々の取組
なし a+ 既に ・犬猫の不妊、去勢措置の実施率は増
達成済み 加傾向にある。また、犬猫の引取り数は
９万頭（平成30年）であり、平成16年度と
比べて79％減少しており、飼養を希望す
る者への譲渡数も増加している。殺処分
率も94％（平成16年度）から41％（平成
30年）に減少している。

・CSFについては、令和２年度より環境
省でも野生イノシシにおける全国サーベ
イランスを一部実施予定。また、今後も
引き続き、野生動物が感染・伝播する可
能性のある感染症について情報収集に
努める。

・今後も引き続き、関係省庁、関係者等
間で連携し、野生動物が感染・伝播する
可能性のある感染症について、適切な
対応を行う。

b 進捗中 ・カモ類等に発信器を装着し、衛星追跡 ・現在の取組を継続して進めていく。
を行っている。

施策の取組状況と成果

なし b 進捗中 ・高病原性鳥インフルエンザなどの人獣
共通感染症について、必要に応じて関
係者に情報提供を行うとともに、都道府
県や関係省庁間で、鳥インフルエンザウ
イルスサーベイランスに関する関係省庁
連絡会等を通じ情報共有を行い、連携
に努めているところ。
また、野鳥における高病原性鳥インフル
エンザの調査結果をホームページ上で
公表している。
なし b 進捗中 ・平成30年９月以降感染が継続的に確
認されているCSFについて、感染拡大の
一因とされる野生イノシシの対策を農林
水産省や都道府県と連携しながら実施
している。
具体的には、令和元年度に作成したイノ
シシの捕獲に伴う防疫措置の手引きの
内容について周知・研修を実施するとと
もに、捕獲従事者の適切な防疫措置に
よる捕獲の推進・強化等に努めている。

E-2

国別
達成評価
5 なし 目標

571 ○ 所有明示措置の必要性に関する意識啓発を行うなどにより、
犬又はねこに関する所有明示の実施率を平成15年度の基準（犬：
33%、ねこ：18%）から平成29年度までに倍増を図るとともに、国及び
地方公共団体、関係団体などの協力のもとに、データの一元的管
理体制の整備、個体識別技術の普及、マイクロチップリーダーの配
備など、個体識別手段の普及のための基盤整備を図ります。（環
境省）

4

○

3

570 ○ みだりな繁殖を防止するための不妊去勢措置の推進、地域猫
活動への理解促進、安易な飼養の抑制などによる終生飼養の徹
底などにより、都道府県などにおける犬及びねこの引取り数を平成
16年度の約42万匹を基準に平成29年度までに半減させるととも
に、飼養を希望する者への譲渡などを進めることにより、その殺処
分率の減少を図ります。（環境省）

３ 動物の愛護と適正な管理
569 ○ 動物が命あるものであることを踏まえ、それぞれの種の生理、
習性、生態に配慮して適正に飼養管理することや動物の遺棄及び
虐待などの禁止行為の周知徹底を図ります。また、動物取扱業者
については、標識などの掲示、動物販売時における動物の特性及
び状態などに関する事前説明の着実な実施などにより、一層の適
正化を推進します。さらに、実験動物を含む飼養動物については、
逸走防止などの観点から、法令を適切に運用するとともに、普及啓
発を推進します。（環境省）

○

568 ○ 高病原性鳥インフルエンザのみならず、口蹄疫、ウエストナイ
ル熱等の、野生動物が感染あるいは伝播する可能性のある感染
症についても、鳥獣における蔓延に早期に対応するため、情報収
集等に努めます。（環境省）

2

基本戦略への該当

○

1

567 ○ 高病原性鳥インフルエンザなどの人獣共通感染症に対して、
発生時に迅速な対応ができるよう、通常時から国民や関係機関に
対して情報提供を行うとともに、都道府県、関係省庁間での情報共
有と連携に努めます。（環境省、農林水産省、厚生労働省）

566 ○ 渡り鳥の飛来経路の解明に努めます。（環境省）

施策
番号

−

−

−

−

当初値

−

動物愛護推進員数：
2,801人
（平成23年4月1日）

犬及びねこの所有明 犬：33％
示の実施率：平成15年 ねこ：18%
度から倍増（犬：66%、 （平成15年度）
ねこ：36%）(平成29年
度)

都道府県等における 約42万匹
犬・ねこ引取り数：平成 （平成16年度）
16年度から半減（21万
頭）（平成29年度）

−

−

−

−

達成目標

動物愛護推進員数：
3,522人
（平成31年3月31日）

犬：36％
ねこ：20％
（平成22年度）

９万頭
（平成30年度）

−

−

−

−

点検値

・飼養動物の安全・健康保持推進事業
・動物適正飼養推進・基盤強化事業

・動物適正飼養推進・基盤強化事業
・犬猫へのマイクロチップ情報登録システ
ム構築費

・調査連絡事務費
・動物収容譲渡対策施設整備補助

・動物適正飼養推進・基盤強化事業

・野生鳥獣感染症対策事業費

・野生鳥獣感染症対策事業費

・野生鳥獣感染症対策事業費

予算・税制等
事項名

44

43

数値
目標
番号

具体的施策

1

2

3

4

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当
施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

達成目標

当初値

点検値

予算・税制等
事項名

○

○ ○

○

576 ○ 法規制の対象となっていない外来種も含めて、特に侵略性が
高く、わが国の生態系等への被害を及ぼしている外来種や、今後
被害を及ぼすおそれのある外来種のリストとして、「外来種ブラック
リスト（仮称）」を作成し、掲載種について分布や定着経路、対策の
方向性などの情報を整備します。これによって普及啓発や計画的
な防除等の外来種対策を推進します。（環境省）

577 ○ 奄美大島において希少種への脅威となっているマングースに
ついて、低密度状態におけるより効果的な捕獲方法を確立して、根
絶に向けた捕獲を進めるとともに、根絶の目標年度を科学的に検
討します。さらに、より効率的・効果的な防除手法を検討し、早期の
根絶を目指します。希少種の生息地や国立公園、保護林などの保
護上重要な地域を中心に外来種の防除事業を進めるほか、アライ
グマ、オオクチバスなどさまざまな種の防除手法などの検討を行
い、地方公共団体などが実施する防除への活用を図ります。（環境
省、農林水産省）

578 ○ 生物多様性保全推進支援事業による地域の取組支援や国立
公園等民間活用特定自然環境保全活動（グリーンワーカー事業）
による国立公園内での取組などにより、地域住民などが主体と
なった効果的な外来種対策を推進します。（環境省）

−

奄美大島のマングース
捕獲数及び1000わな
日当たりの捕獲頭数：0
頭・0
（令和４年度）

−

−

奄美大島のマングース捕
獲数及び1000わな日当
たりの捕獲頭数：272頭・
0.13
（平成23年度）

−

・外来生物対策管理事業費（一部）

・外来生物対策管理事業費（一部）

・外来生物対策管理事業費（一部）
・外来生物飼養等データベースシステム
運用費
・外来生物対策管理事業地方事務費

−

・生物多様性保全推進支援事業

奄美大島のマングース捕 ・特定外来生物防除等推進事業（一部）
獲数及び1000わな日当 （環境省）
たりの捕獲頭数：0頭・0 ・森林整備・保全費（農林水産省）
（令和元年度）

−

−

外来種（外来生物）という 外来種：62.5％
言葉の意味を知っている 外来生物法：23.8％
人の割合：64.7%
(令和２年３月）
外来生物法の内容を
知っている人の割合
11.8%
（平成23年度）

a+ 既に ・「外来種被害防止行動計画」を平成27 ・引き続き、各主体の役割分担を整理 外来種被害防止行動 外来種被害防止行動計
達成済み 年に策定し、各主体における外来種対 し、各主体における外来種対策を促進 計画（仮称）の策定（平 画（仮称）の策定を検討
策を促進した。
するとともに、計画的な防除の実施等の 成25年度）
中
推進を図る。

a+ 既に ・外来生物法の施行により、特定外来生 ・実態把握や指導等も含めて引き続き 外来種：59.3％
達成済み 物に係る輸入や飼養等の規制を行って 法の適正な施行を行っていくとともに、 外来生物法：20.8％
いる。また、外来生物法ウェブサイトや 普及啓発を進める。「外来種被害防止行 (令和２年３月）
パンフレット・紙芝居等も通じて外来生 動計画」や「生態系被害防止外来種リス
物問題に係る普及啓発を進めた。平成 ト」を活用し、一層の普及啓発に努め
27年に策定した「外来種被害防止行動 る。
計画」では、外来種問題や対策の重要
性についての基本的な考え方を記述す
るとともに、教育機関や動植物園、報道
機関等普及啓発に重要な役割を持つ主
体も含めて、様々な主体に求める役割
を整理した。同じく平成27年策定の「生
態系被害防止外来種リスト」では、掲載
種の生態的特徴や定着経路、利用上の
留意事項等について示した。
・平成29年6月にヒアリが国内で初確認
されたことを受け、関係機関と連携した
全国の港湾における確認調査・防除や
関係事業者への注意喚起を行った。

a+ 既に ・「生態系被害防止外来種リスト」を平成 ・引き続き、リスト掲載種についての分
達成済み 27年に作成し、掲載種について分布や 布や定着経路、対策の方向性、やむを
定着経路の情報を公開するとともに、パ 得ず利用されている種についての利用
ンフレット等による普及啓発を行い、外 上の留意点などの情報を整備し、活用
来種対策を推進した。
に資する形での公表等を通じて普及啓
発を行い、外来種対策の推進を図る。ま
た、必要に応じてリスト掲載種の見直し
を行う。
B-4 a+ 既に ・奄美大島及び沖縄島やんばる地域に ・マングース防除事業については、根絶
達成済み おけるマングース防除事業については、 に向けて引き続き防除事業を実施し、根
科学的な検証を行って、令和4年度まで 絶を確認する手法の開発を行う。アライ
に奄美大島及び令和8年度までに沖縄 グマやオオクチバスのように全国的に定
島やんばる地域において根絶を目指す 着している種については、引き続き特徴
とした目標年度を設定し、低密度化にお 的な生態系を有する地域において防除
ける効率的な捕獲手法の開発も行っ
を進めるとともに、有効な防除技術の開
た。そのほか、知床国立公園においてシ 発を行う。非意図的な侵入や国内移動
マフクロウの脅威となるアライグマの防 による新たな侵入を防ぐことが課題。
除、伊豆沼・内沼、琵琶湖、藺牟田池な ・引き続き、国有林野においても希少種
どのラムサール登録湿地においてオオ への脅威となっている外来種の防除に
クチバス等防除モデル事業を実施した。 資する取組を推進する。
モデル事業の成果と課題について検証
を行い、その結果を広く公表した。
・国有林野の保護林等において、希少
種であるアマミノクロウサギ等の生息状
況や死傷個体の調査を行うなど、マン
グースの防除に資する情報収集等を実
施した。
なし b 進捗中 ・生物多様性保全推進支援事業により、 ・今後も、引き続き、地域主体の外来種
平成24年度から令和元年度までに、特 対策を支援し、全国各地での防除事業
定外来生物等の防除に係る50事業を支 の推進を図る。
援。

B-4

○

575 ○ 「外来種被害防止行動計画（仮称）」を策定することにより、防
除の優先度を踏まえた計画的な防除等を推進するとともに、各主
体の役割分担を整理し、各主体における外来種対策に関する行動
を促します。（環境省、農林水産省）
B-4

B-4

574 ○ 特定外来生物の輸入、飼養などの規制など、外来生物法の適 ○
切な施行を通じ、農林水産業や生態系などへの影響の防止を図る
とともに、多様な分野と連携しながら普及啓発を強化し、外来種問
題への認識と外来生物対策への理解を深めます。（環境省、文部
科学省、農林水産省）

第３節 外来種等の生態系を撹乱する要因への対応
（総括） 外来生物法の一部を改正したほか、「外来種被害防止行動計画」や「生態系被害防止外来種リスト」を策定しました。また、遺伝子組換え生物等については最新の動向・リスク評価等の情報収集等を行いました。化学物質などについても、フィールド調査や影響評価を進めました。
１ 外来種対策
573 ○ 外来生物法施行後５年が経過していることから、生物多様性条
○ B-4 a+ 既に ・平成24年に中央環境審議会野生生物 ・改正外来生物法の施行から5年が経過
−
−
−
・外来生物対策管理事業費（一部）
約第10回締約国会議の成果も踏まえ、同法の施行状況の検討を
達成済み 部会で外来生物法の施行状況の検討 したことから、施行状況の点検を行い、
行い、必要に応じて所要の措置を講じます。（環境省、農林水産
が行われ、同年12月に中央環境審議会 必要に応じて改正を行うことでより適正
省）
から環境大臣及び農林水産大臣に対 な法運用を進める。また、「外来種被害
し、「外来生物法の施行状況等を踏まえ 防止行動計画」及び「生態系被害防止
た今後講ずべき必要な措置」について 外来種リスト」を踏まえて関係機関と連
意見具申がなされた。この意見具申を 携した総合的な外来種対策を推進す
踏まえ、外来生物が交雑することにより る。
生じた生物を規制対象とすること、特定
外来生物が付着・混入している輸入品
等の消毒等の措置を命ずることができ
る等、外来生物法の一部を改正する法
律が平成25年６月に成立・公布された。
・平成26年６月の改正外来生物法の施
行を踏まえて、交雑種を含めて特定外
来生物の追加指定を進めた。さらに、平
成27年3月に「外来種被害防止行動計
画」及び「生態系被害防止外来種リスト」
を策定した。

施策
番号

26
27

46

45

数値
目標
番号

具体的施策

○

○

583 ○ 近年の外来種の河川内における急速な分布拡大は、一部の
河川で大きな問題となってきており、引き続き河川における外来種
対策を進めていくとともに、外来植生や外来魚などについて調査研
究を進め、効果的な対策を検討します。（国土交通省）

○

3

582 ○ 例えば外来の牧草などの外来緑化植物や外国産在来緑化植
物による生態系影響についてデータを収集分析するとともに、地域
産在来種による緑化を推進するため、在来緑化植物の遺伝的多
様性についての実態把握を推進します。（環境省）

○

2

4

○

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

a+ 既に ・奄美大島、沖縄島やんばる地域におけ ・マングース防除事業については、根絶
達成済み るマングースの防除、小笠原国立公園 に向けて引き続き防除事業を実施し、根
におけるグリーンアノールや西表石垣国 絶を確認する手法の開発を行う。アライ
立公園におけるオオヒキガエルの駆除 グマやオオクチバスのように全国的に定
作業等を実施。
着している種については、引き続き特徴
・国有林野においては、外来植物である 的な生態系を有する地域において防除
アカギ、モクマオウなどの駆除等を実施 を進めるとともに、有効な防除技術の開
した。
発を行う。外来種について非意図的な
なお、外来植物の効果的な駆除を推進 侵入や国内移動による新たな侵入を防
するため、国有林に隣接・介在する民有 ぐことが課題。
林における対策として公益的機能維持 ・引き続き、国有林における外来植物の
増進協定制度を活用した。
駆除等を実施する。この際、国有林に隣
接・介在する民有林における対策として
公益的機能維持増進協定制度を活用す
るなどして一体的な推進を検討する。

B-4 b 進捗中 ・平成25年12月に公表した「河川におけ ・引き続き関係機関と連携して取組を実
る外来植物対策の手引き」等に基づき、 施
市町村、地域住民等の関係機関と連携
して、取組を実施した。

B-4 a 既に達 ・自然公園内において、自然景観との調 ・地域性種苗に関する情報不足や供給
C-2 成済み 和に加え、生物多様性の保全に配慮し 体制が整っていない等の課題があるた
た法面緑化を行うため、平成27年10月 め、情報収集と地域性種苗の普及に関
に自然公園における法面緑化指針を策 する検討を実施する。
定した。
・ また、道路法面について、地域生態
系の保全に配慮したのり面緑化工の手
引きを平成25年1月にとりまとめ公表し
ており、継続した植生モニタリング調査
による植生遷移の把握を行い、周辺環
境に応じたのり面緑化工への活用を
図った。
B-4 a+ 既に ・平成20〜24年度の５カ年で「緑化植物 ・平成27年10月に策定した自然公園に
C-2 達成済み による生物多様性影響メカニズム及び おける法面緑化指針に基づき、自然景
影響リスク評価手法に関する研究」を実 観との調和に加え、生物多様性の保全
施し、国立公園における外来緑化植物 に配慮した法面緑化を推進していく。
等の生態系影響及び在来緑化植物の
遺伝的多様性の実態について概要を把
握し、緑化指針策定への基礎資料として
研究成果として取りまとめた。

B-4

B-4 b 進捗中 ・委託事業により効果的な駆除手法を開 引き続き内水面漁業に影響を及ぼす外
発中。
来魚について効率的な防除手法の技術
・駆除マニュアル（だれでもできる外来魚 開発を行う。
駆除１及び２）を作成、公表し、現場への
普及を図っている。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

○

1

581 ○ 国立公園、都市公園や道路法面などにおける外来緑化植物及
び外国産在来緑化植物の取扱いの基本的考え方などを整理し、
外来緑化植物及び外国産在来緑化植物の適切な管理のあり方な
どについて検討を進めます。（環境省、農林水産省、国土交通省）

580 ○ 小笠原諸島、南西諸島などの島嶼(とうしょ)など特有の生態系
を有する地域への外来種による影響の防止対策について検討・実
施します。この際、国有林に隣接・介在する民有林における対策も
公益的機能維持増進協定制度を活用するなどして一体的に推進し
ます。（環境省、農林水産省）

579 ○ 外来魚による食害防止に向けた効果的な駆除手法を開発しま
す。（農林水産省）

施策
番号

−

−

−

奄美大島のマングース
捕獲数及び1000わな
日当たりの捕獲頭数：0
頭・0
（期限：平成24年度中
に科学的知見に基づき
目標年度を設定予定）
→令和４年度までの達
成を目指す

−

達成目標

−

−

−

奄美大島のマングース捕
獲数及び1000わな日当
たりの捕獲頭数：272頭・
0.13
（平成23年度）

−

当初値
・内水面漁場・資源管理総合対策事業

予算・税制等
事項名

−

−

−

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・公害防止等試験研究費
・国立公園内生物多様性保全対策費

・国立公園内生物多様性保全対策費
・道路事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金

奄美大島のマングース捕 ・特定外来生物防除等推進事業（一部）
獲数及び1000わな日当 （環境省）
たりの捕獲頭数：0頭・0 ・森林整備・保全費（農林水産省）
（令和元年度）

−

点検値

26
27

数値
目標
番号

○

○

589 ○ カルタヘナ法やその施行状況、科学的知見などについてホー
ムページなどを通じ公表し、法や遺伝子組換え生物等に関する普
及啓発を図ります。（環境省、財務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省）

施策の取組状況と成果

a+ 既に ・遺伝子組換え生物等の第一種使用
達成済み （拡散防止措置を執らない使用）につい
て、個々の申請案件に対し学識経験者
から意見を聴取し、生物多様性影響が
生じる可能性の有無を検討。その意見
を基に、令和２年３月までに437件の遺
伝子組換え第一種使用規程を承認し
た。
・また、第二種使用については、生物多
様性影響を防止するため、主務省令で
定められた拡散防止措置を執った上で
使用する他、これが定められていない場
合は、主務大臣の確認を受けた上で当
該拡散防止措置を執ることとしている
（令和２年３月までの第二種使用確認件
数：研究開発分野3,327件、農林水産分
野236件、医薬品等分野349件、鉱工業
なし b 進捗中 ・遺伝子組換え生物等の最新の動向・リ
スク評価等に関する情報収集を行うとと
もに、我が国の一般の環境中における
遺伝子組換えナタネの分布状況を調査
すること等により、科学的知見の収集を
行った。
・経済産業省では、遺伝子組換え微細
藻類を第一種使用するに当たっての生
物多様性影響評価手法の検討を開始し
た。
なし b 進捗中 ・日本版バイオセーフティークリアリング
ハウス（J-BCH）にて、施行状況の点検
を含めたカルタヘナ法に関する情報、遺
伝子組換え生物等の承認状況、遺伝子
組換え生物等の調査研究に関する情報
等について随時情報を更新し、継続的
に提供している。また、各省ホームペー
ジにおいてもカルタヘナ法の制度の概要
等についての情報を提供している。

なし

・引き続き、改正外来生物法で規定され
た、特定外来生物等が付着・混入してい
るおそれがある輸入品等の消毒基準等
の設定を検討し、法律の効果的な運用
を行う。また、引き続き、非意図的な導
入リスクが高い輸入品や輸入経路等の
情報収集に努め、より効果的な検査・モ
ニタリング体制等を検討するとともに、必
要な制度設計についても検討する。特
にヒアリに関しては、関係機関と連携し
た全国の港湾における確認調査・防除
や関係事業者への注意喚起等を通して
定着防止対策に取り組む。

課題と今後の方針

・引き続き日本版バイオセーフティークリ
アリングハウス（J-BCH）や各省ホーム
ページ等を通じて情報提供を行い、カル
タヘナ法や遺伝子組換え生物等に関す
る普及啓発を図る。

・引き続き遺伝子組換え生物等の情報
収集・調査を行うことにより、カルタヘナ
法の適正な運用に資する科学的知見の
収集に努める。

・引き続きカルタヘナ法の適切な施行を
通じ、遺伝子組換え生物等の使用等に
よる生物多様性への影響を防止するな
ど生物多様性の確保を図る。

【施策番号396に同じ】

a+ 既に ・生物の移動による同種内の遺伝的かく ・外来種被害防止行動計画や生態系被
達成済み 乱の問題も含めて、「外来種被害防止行 害防止外来種リストを通じて、国内由来
動計画」において基本的な考え方を整 の外来種や生物の移動による同種内の
理するとともに、国内由来の外来種も含 遺伝的かく乱の問題について、理解が
め、「生態系被害防止外来種リスト」を策 進むよう努める。引き続き、国内由来の
定した。国立公園等にける国内由来の 外来種について、被害を及ぼす地域等
外来種の防除を実施した。また、飼養動 の情報を整備し、活用に資する形での
物の適正管理について、普及啓発を実 公表等を通じて普及啓発を行い、外来
施した。
種対策の推進を図る。

なし a 既に達 【施策番号396に同じ】
成済み

B-4

B-4 b 進捗中 ・平成26年施行の改正外来生物法にお
いて、特定外来生物等が付着・混入して
いるおそれがある輸入品等の検査や、
消毒・廃棄等の措置を命ずることができ
ることが新たに規定された。平成27年に
作成した「生態系被害防止外来種リス
ト」では定着経路に係る情報等について
も収集・整理した。また飼料等への外来
種の混入状況等の調査を実施し、効果
的な対策を検討する上での情報の整理
を行った。また、主要港湾等の周辺にお
いて、モニタリングを実施したほか、平成
29年6月にヒアリが国内で初確認された
ことを受け、関係機関と連携した全国の
港湾における確認調査・防除や関係事
業者への注意喚起を行った。

国別
達成評価
5 なし 目標

588 ○ 最新の知見に基づいた適切な生物多様性影響の評価手法の
検討など、カルタヘナ法の適正な運用に資する科学的知見などの
集積に努めます。（環境省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農
林水産省、経済産業省）

○

4

○

3

587 ○ カルタヘナ法の適切な施行を通じ、遺伝子組換え生物等の使
用等による生物多様性への影響を防止するなど生物多様性の確
保を図ります。（環境省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省）

586 ○船舶 バラスト水管理条約の発効に向けた国際海事機関（IMO）
の議論に、引き続き積極的に参加します。（国土交通省、外務省、
環境省）
２ 遺伝子組換え生物等

○

2

基本戦略への該当

585 ○ 国内の他地域から持ち込まれる外来種や遺伝的構造の異な
る在来種がもたらす問題については、「外来種被害防止行動計画
（仮称）」や「外来種ブラックリスト（仮称）」の作成等により、基本的
な考え方を整理し、多様な主体に対して注意を喚起するとともに、
自然公園法や自然環境保全法の適正な運用をはじめ、生物多様
性保全上重要な地域における防除対策、飼養動物の適正管理な
どを進めます。（環境省）

1

○

具体的施策

584 ○ 非意図的な導入を含めて、外来種の導入・定着を防ぐより効果
的な水際対策についての調査・検討を進めます。（環境省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

【施策番号396に同じ】

−

−

当初値

−

−

−

【施策番号396に同じ】

−

−

点検値

・遺伝子組換え生物対策事業

・遺伝子組換え生物対策事業

・遺伝子組換え生物対策事業

−

・外来生物対策管理事業費（一部）

・外来生物対策管理事業費（一部）

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

4

○

598 ○ 「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル
（案）」（平成17年3月）及び「内分泌かく乱化学物質調査の考え方
（案）」（平成24年5月）に基づき、河川・湖沼等においてダイオキシ
ン類及び内分泌かく乱化学物質のモニタリングを行います。
また、「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」（平成19年7
月）、「底質のダイオキシン類対策技術資料集（案）」（平成19年4
月）、「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル
（案）」（平成20年4月改訂）の活用により、汚染された河川・湖沼等
の底質対策を促進します。（国土交通省）

599 ○ 農薬取締法に基づき、水産動植物の被害防止に係る農薬登
録保留基準の設定を進めます。（環境省）

○

597 ○ 水生生物の保全に係る水質環境基準の設定に応じて、その維
持・達成のために排水規制などの必要な環境管理施策を適切に講
じるとともに、公共用水域における水質環境基準の達成状況につ
いて常時監視を行います。（環境省）

○

なし b 進捗中 【施策番号280に同じ】

○

当初値

・引き続き評価の方法を検討し、個別の
化学物質について、試験を実施し、内分
泌かく乱作用による影響についての評
価を進めていく。

・一般環境中の化学物質残留状況を的
確に把握するとともに、生態面への影響
の観点も含めて相対的に環境リスクの
高い化学物質をスクリーニングし、遅滞
なく化学物質対策関連施策に活用する
ために、引き続き、現在の取組を継続し
て進めていく。

・現在、化学物質排出把握管理促進法
の対象物質の２回目の見直しを行って
いる。今後は、見直し結果を踏まえた必
要な政令の改正を行い、円滑な運用に
努めるとともに、引き続き、現在の取組
を継続して進めていく。

−

−

化学物質排出把握管
理促進法の対象化学
物質の環境への排出
量や事業所外への移
動量について、毎年度
集計・公表などを実施
する

【施策番号281に同じ】

【施策番号280に同じ】

【施策番号279に同じ】

−

−

−

・化学物質の審査及び製造等に関する法
律施行経費

予算・税制等
事項名

化学物質環境実態調査 ・化学物質環境実態調査
により、昭和49年度から ・化学物質の環境リスク初期評価推進費
平成30年度までに1,452
物質の残留状況を把握。
また、令和２年３月現在
で381物質について生態
影響の観点からリスク初
期評価を実施。

化学物質排出把握管理 ・PRTR制度運用・データ活用事業
促進法に基づき、令和２
年３月に事業者から届出
のあった化学物質の平
成30年度の排出量・移動
量のデータの集計・公表
などを行った結果、届出
排出量と届出移動量の
合計は391千トン、また国
が推計した届出外排出
量は221千トンであった

優先評価化学物質数：
226物質
（令和２年４月1日時点）

点検値

−

−

−

37水域
（平成23年度末）

【施策番号182に同じ】

−

【施策番号281に同じ】

【施策番号280に同じ】

【施策番号279に同じ】

47水域
（令和元年度末）

【施策番号182に同じ】

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

【施策番号281に同じ】

【施策番号280に同じ】

【施策番号279に同じ】

・水域類型指定設定・見直し検討費

評価の方法を検討すると 平成30年度までに計180 ・環境汚染等健康影響基礎調査費
ともに、個別の化学物質 物質の信頼性評価を実 ・化学物質の内分泌かく乱作用に関する
に係る試験を通じ、内分 施。
評価等推進事業
泌かく乱作用による影響
についての評価を実施

化学物質環境実態調査
により、昭和49年度から
平成22年度までに1,222
物質の残留状況を把握
また、平成24年5月現在
で291物質について生態
影響の観点からリスク初
期評価を実施

化学物質排出把握管理
促進法に基づき、平成24
年3月に事業者から届出
のあった化学物質の平
成22年度の排出量・移動
量のデータの集計・公表
などを行った結果、届出
排出量と届出移動量の
合計は381千トン、また国
が推計した届出外排出
量は270千トンであった

B-3 b 進捗中 ・「ダイオキシン類対策特別措置法」で定 ・引き続きダイオキシン類のモニタリング
−
−
義されているダイオキシン類については を実施。
平成11年度から、内分泌かく乱化学物
質として疑いのある物質については平
成10年度から、全国一級水系で継続的
に調査を実施している。
・平成30年度は、ダイオキシン類につい
ては、水質212地点、底質224地点で調
査を実施しており、内分泌かく乱化学物
質については39地点で調査を実施して
いる。
・なお、国管理の一級河川で底質に関し
て、ダイオキシン類の環境基準を超えた
B-2 b 進捗中 【施策番号182に同じ】
【施策番号182に同じ】
【施策番号182に同じ】 【施策番号182に同じ】

なし b 進捗中 【施策番号281に同じ】

a+ 既に 【施策番号279に同じ】
達成済み

なし

○

達成目標

・引き続き、現在の取組を継続して進め 昭和48年の化審法制 優先評価化学物質を95
ていく。
定以前から市場に存在 物質指定
する化学物質を含むす （平成24年３月末）
べての化学物質につい
て、届出の内容や有害
性に係る既知見等を踏
まえ、優先的に安全性
評価を行う必要がある
化学物質を「優先評価
化学物質」に指定し、リ
スク評価を行う

課題と今後の方針

a+ 既に ・国が指定する類型指定が未了の水域 ・国が類型指定する水域のうち、類型指 40水域
達成済み については、平成24年に２水域（他１水 定する必要がある水域は全て類型指定 （平成24年度末）
域の見直し）、平成25年に１水域、平成 を行ったが、引き続き、適宜基準の見直
26年に３水域、平成29年３水域、平成30 しを行っていく。
年に１水域の類型指定を行った。

595 ○ 「都道府県が行う水域類型指定事務の処理基準」の通知（平
成18年６月）により、都道府県が指定する水域の類型指定に係る
普及を図ります。（環境省）
596 ○ 毒性値が高いとされる物質について必要な科学的知見のレ
ビューを行い、有害性評価を進めていきます。（環境省）

なし

○

なし b 進捗中 ・「化学物質の内分泌かく乱作用に関す
る今後の対応― EXTEND2010―」に基
づき、専門家によるフィールド調査、メカ
ニズム解明に関する基盤的研究、試験
法開発等を進めるとともに、内分泌かく
乱作用の評価手法の確立と評価の実施
を進めている。

なし b 進捗中 ・【化学物質環境実態調査】平成24年度
から平成30年度までにおいて、約400の
地方自治体協力の下、約1,800地点で調
査を実施した。
・【環境リスク初期評価】平成24年度から
令和元年度までにおいて、新たに90物
質について生態影響の観点からリスク
初期評価を実施した。

なし b 進捗中 ・事業者から届け出られた化学物質の
製造・輸入実績数量等をもとにスクリー
ニング評価を実施し、令和2年4月に新た
に6物質を優先評価化学物質に指定し
た。
・鳥類に対する長期毒性については、新
たな予備的評価手法の検討として、卵
内投与試験法等を検討した。
・生態毒性を予測するQSARに関して
は、環境省・国立環境研究所が開発した
ＫＡＴＥの試行結果が、新規化学物質の
審査における参考情報として取り扱われ
ているところであり、引き続き活用方策
の検討を進めている。また、リスク評価
における有害性情報の収集においても
生態毒性を予測する手法として、QSAR
やカテゴリーアプローチの活用方策につ
いての検討を進めている。
なし b 進捗中 ・化学物質の環境への排出量・移動量
は全体として横ばい。法施行後継続して
届出対象物質である276物質のうち平成
30年度分として届け出があった263物質
を対象として集計した届出排出量・ 移
動量は、352千トン（対前年度1.2％増
加）。また、平成20年の政令改正で追加
された届出対象物質の届出排出量・移
動量は40千トン（対前年度2.2%減少）。
届出排出量は初年度以降（平成13年度
以降）減少傾向にある。

施策の取組状況と成果

594 ○ 水生生物の保全に係る水質環境基準に関する類型指定水域
は、平成23年度末時点で37水域となりました。残りの海域について
も、審議に必要な資料がそろった水域から、順次検討を進めていき
ます。平成24年度末には40水域とすることを目標とします。（環境
省）

593 ○ 化学物質の内分泌かく乱作用問題に関する対応として、平成
22年にとりまとめた「化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の
対応― EXTEND2010―」に基づき、専門家によるフィールド調査、
メカニズム解明に関する基盤的研究、試験法開発等を進めるととも
に、内分泌かく乱作用の評価手法の確立と評価の実施を加速化し
て進めます。（環境省）

○

○

国別
達成評価
5 なし 目標

○

○

3

592 ○ 水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の多媒体に
ついて化学物質残留性を把握するための調査などを行うとともに、
生態面への影響の観点を含めて相対的に環境リスクの高い化学
物質をスクリーニングする、環境リスク初期評価を引き続き実施し
ます。（環境省、農林水産省）

○

2

基本戦略への該当

○

1

591 ○ 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境
の保全上の支障を未然に防止する観点から、人の健康や生態系
に有害なおそれがある化学物質の環境への排出量や事業所外へ
の移動量の集計・公表などを実施します。（環境省、経済産業省）

３ 化学物質など非生物的要因
590 ○ 平成21年５月に公布された改正化学物質審査規制法に基づ
き、すべての化学物質に対し、一定量以上の製造・輸入を行う事業
者に毎年度、前年度の実績数量の届出を義務づけるとともに、必
要に応じて有害性情報の提出を求めることなどにより、生態系など
への影響を考慮した安全性評価を着実に実施します。また、高次
捕食動物である鳥類に対する長期毒性の疑いの有無を判断する
ための予備試験方法の開発・試行、化学構造式や物理化学的性
状から生態毒性を予測する定量的構造活性相関（QSAR）の開発・
試行を行います。（環境省、経済産業省）

施策
番号

14

21

数値
目標
番号

具体的施策

1

2

なし b 進捗中 ・近年のＬＥＤ照明の普及に対応するた ・光害対策ガイドラインを改定し普及啓
め、令和2年度に光害対策ガイドライン 発に努めていく。
を改定する予定であり、平成29年度より
ガイドライン改定に向けた有識者等によ
る検討会や知見・事例収集等を行ってい
る。

a+ 既に ・光害対策ガイドライン及び光害対策啓 ・引き続き普及啓発を進めていく。
達成済み 発パンフレット、ポスター等を環境省
ホームページに公表し、継続して普及啓
発を図っているところ。

608 ○ 国内外におけるわが国の経験と知見を活用し、持続可能な農
林水産業に対する国際協力を推進し、砂漠化防止、水資源の持続
可能な利用、地球温暖化対策などの地球環境保全に積極的に貢
献します。（農林水産省）

607 ○ 遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進（２章６節に詳述）
農林水産業にとって有用な遺伝資源の保全と持続可能な利用の
推進と遺伝子組換え農作物などの規制によるわが国の生物多様
性の確保を図ります。（農林水産省）

○

○

成済み

・ジーンバンク事業においては、ＡＢＳ名
古屋議定書の採択や我が国のＩＴＰＧＲ
への加盟などの遺伝資源を取り巻く国
際的な状況の変化に適切に対応してい
くとともに、育種に関する利用者のニー
ズの変化等に応え得るよう、広範な遺伝
資源（動植物、微生物など）の収集・特
性評価・保存及び配布を、他の独立行
政法人等と連携して戦略的かつ効率的
に進める。
・また、遺伝子組換え農作物等の使用に
ついては、引き続き、カルタヘナ法に基
づき、生物多様性への影響の防止を図
る。

・開発した技術・手法をまとめたマニュア
所（IWMI）への拠出・専門家派遣を通じ ルが他国においても有効的に活用され
て、「土地・水資源の劣化防止」、「気候 るよう普及を推進する方針。
変動に適応した水資源の持続可能な利
用」、「農業と林業を結びつけた循環型
農業」、「再生可能エネルギーを導入し
た農業農村開発」といった地球環境保全
に貢献するための技術・手法をマニュア
ルとしてとりまとめ、関係機関へ説明す
るとともに提供。

B-2 b 進捗中 ・農業生物資源ジーンバンク事業では、
食料・農業上の開発及び利用等に貢献
する研究基盤整備のために、現在（令和
2年3月末）までに、国内外の植物遺伝
資源約23万点、微生物約4万点、動物約
2千点、ＤＮＡ約39万点を保存し、試験研
究（育種を含む）又は教育用に、国内の
国立・独法機関、都道府県、大学、民間
等、海外へも広く配布し、多様性解析、
遺伝子解析、新品種開発、ゲノム研究
等、幅広く活用されている。生物多様性
保全に新しい道を拓く遺伝資源の超低
温保存法の開発も推進している。
・また、遺伝子組換え農作物等の使用に
ついては、カルタヘナ法に基づき、生物
多様性影響評価を実施し、遺伝子組換
え農作物等による生物多様性への影響
の防止に適切に対応している。
なし a 既に達 ・海外での現地調査や国際水管理研究

604 ○ 生態系への影響について、定量的な評価に基づくリスク管理
○
B-2 a 既に達 【施策番号276に同じ】
【施策番号276に同じ】
ができるよう、種の感受性分布を活用した評価手法を開発します。
成済み
（環境省）
第４節 農林水産業
（総括） 農林水産省生物多様性戦略に基づき、生物多様性をより重視した農林水産業を積極的に推進しました。また、森林や漁場環境の生物多様性への影響評価等にも取り組みました。
１ 農林水産業と生物多様性
605 ○ 農林水産業・農山漁村と生物多様性を取り巻く状況に的確に ○ ○ ○ ○ ○
A-1 b 進捗中 ・農林水産業は、人間の生存に必要な ・「農林水産省生物多様性戦略」に基づ
対応するため、次に掲げる生物多様性を保全する施策を総合的に
B-2
食料や生活物資などを供給する必要不 き、関連施策の推進を図る。
推進します。（農林水産省）
可欠な活動であるとともに、多くの生きも ・また、新たな世界目標（ポスト2020生物
①田園地域・里地里山の保全（第１章第６節に詳述）
のにとって、貴重な生息・生育環境の提 多様性枠組）の決定に合わせて「農林水
②森林の保全（第１章第５節に詳述）
供、特有の生態系の形成・維持など生 産省生物多様性戦略」を見直す。
③里海・海洋の保全（第１章第９節に詳述）
物多様性に貢献することを踏まえ、生物
多様性保全をより重視した農林水産施
策を総合的に推進するため、平成24年２
月に「農林水産省生物多様性戦略」を決
定し、生物多様性保全をより重視した施
策を総合的に展開している。
606 ○ 田園地域・里地里山における生物多様性をより重視した農業
○
D-1 a+ 既に ・農林水産省生物多様性戦略に基づ
・引き続き、農林水産省生物多様性戦略
生産や漁業者等による広葉樹等の植林活動への支援、魚つき保
達成済み き、生物多様性をより重視した農林水産 に基づき、生物多様性をより重視した農
安林の指定とその保全、漁場保全のための森林整備など、森・川・
業を積極的に推進。
林水産業を積極的に推進するとともに、
海の生物多様性保全の取組を積極的に推進します。(農林水産
・魚つき保安林の指定を推進し、森林の 魚つき保安林の指定を推進。
省、国土交通省)
適切な保全・管理を行うことで、森林の
有する多面的機能の発揮に貢献。

○

603 ○ 光害対策ガイドラインの内容は、照明関連技術の向上などに
基づき見直されるべきものであることから、必要に応じて逐次ガイ
ドラインを見直し、その充実を図っていきます。（環境省）

なし

【施策番号184に同じ】

B-2 a 既に達 【施策番号184に同じ】
成済み

課題と今後の方針
【施策番号183に同じ】

施策の取組状況と成果

a+ 既に 【施策番号183に同じ】
達成済み

B-2

国別
達成評価
5 なし 目標

○

4

602 ○ 光害対策ガイドラインに沿った対策が取られるよう、ガイドライ
ンの普及啓発を図ります。（環境省）

3

基本戦略への該当

600 ○ 鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアルの策定、普及な
○ ○
ど、環境に配慮した農薬のリスク管理措置の推進を図ります。（環
境省）
601 ○ 農用地及びその周辺環境の生物多様性を保全・確保できるよ
○
う、農薬の生物多様性への影響評価手法を開発します。（環境省）

施策
番号
当初値

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

【施策番号183に同じ】 【施策番号183に同じ】

達成目標

−

−

−

−

【施策番号276に同じ】

−

−

【施策番号184に同じ】

【施策番号183に同じ】

点検値

・海外農業農村地球環境問題等調査事
業
・気候変動適応型灌漑排水施設保全等
対策事業
（※本事業は既に終了）

・国立研究開発法人農業・食品産業技術
総合研究機構農業技術研究業務勘定運
営費交付金

・保安林整備事業委託費等
・水産多面的機能発揮対策事業

−

【施策番号276に同じ】

−

−

【施策番号184に同じ】

【施策番号183に同じ】

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

4

○

E-2

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

617 ○ 既存の世界自然遺産地域及び候補地におけるエコツーリズム ○
の推進を図ります。（環境省）

なし b 進捗中 ・既存の世界自然遺産地域及び候補地
を含むエコツーリズムを推進する地域を
支援する取組として、エコツーリズム地
域活性化支援事業（交付金事業）、ガイ
ドやコーディネーター等の人材育成を目
的として研修やアドバイザー派遣等の支
援を行う人材育成支援業務を行ってい
る。

B-1 b 進捗中 【施策番号31に同じ】
B-5
C-2

616 ○ 利用者の集中など過剰利用による植生破壊や野生動物の生
息環境の攪乱を防止するため、利用誘導などによる利用の分散や
平準化のための管理手法を検討・実施するとともに、自然公園法
に基づく利用調整地区の指定や管理を行います。（環境省）

○

なし b 進捗中 【施策番号30に同じ】

615 ○ 環境教育・環境学習の推進、エコツーリズムの推進など、自然 ○
公園利用の質の向上に向けた検討、取組を推進します。（環境省）

・利用者の集中に伴う自然環境への負
担に対応するため、エコツーリズム推進
全体構想の策定に引き続き支援してい
く。

【施策番号31に同じ】

【施策番号30に同じ】

なし b 進捗中 ・エコツーリズムに関する優れた取り組 ・引き続きエコツーリズム大賞の表彰を
みを表彰するエコツーリズム大賞の表彰 行い、エコツーリズムの普及啓発のため
を実施し、パンフレットやホームページで に取り組む。
その取り組みの紹介を行っている。
・令和元年度には第15回となるエコツー
リズム大賞の表彰を行い、エコツーリズ
ムの普及啓発のために取り組んでい
る。

614 ○ エコツーリズムに関する特に優れた取組の表彰などを開催す 〇
るとともに、山岳地域、里山地域、島しょ地域、海域などのタイプ毎
に地域資源の活用方法や保全などに係るノウハウの蓄積とその情
報の共有化を図ります。（環境省）

a+ 既に エコツーリズム推進連絡会議を開催し、 ・引き続き関係省庁で必要に応じ連絡調
達成済み エコツーリズム推進に関する今後の方 整を行い、エコツーリズムの効果的な推
策について関係省庁で連絡調整を行っ 進を図る。
た。

なし

613 ○ エコツーリズム推進法に基づき、関係省庁で構成するエコツー 〇
リズム推進連絡会議において、エコツーリズムの総合的かつ効果
的な推進を図るための連絡調整を行います。（環境省、文部科学
省、農林水産省、国土交通省）

第５節 エコツーリズム
（総括） エコツーリズムを推進する地域の支援、優れた取組の表彰などを行い、生物多様性の保全と活力ある持続可能な地域社会の実現を進めました。
１ エコツーリズム
612 ○ 地域固有の魅力を見直し、活力ある持続的な地域づくりを進め 〇
なし b 進捗中 ・全体構想策定を目標としている地域に ・左記支援の他、引き続き地域主体のエ
るため、平成20年４月施行されたエコツーリズム推進法に基づく
ついて認定申請内容について関係省庁 コツーリズムの推進に関する活動を支
「全体構想」の策定を支援します。（環境省、文部科学省、農林水
とともに助言等の支援を行っている。
援していく。
産省、国土交通省）
・エコツーリズム推進法に基づく全体構
想の認定状況 17地域 （令和２年３月
現在）

・引き続き、農林水産業が生み出す生態
系サービスの価値について、広く国民に
理解を深め、持続可能な消費行動につ
なげるための方策について検討する。

【施策番号191に同じ】

a+ 既に ・全国を気候区分及び樹種ごとに分け、 ・引き続き希少な野生水生生物の科学
達成済み 代表的な林分を対象に、植生調査、昆 的知見及び評価手法をHP及びパンフ
虫調査等の現地調査を行い、データの レットを通じ公表することにより生物多様
収集整理・分析を実施し、森林の生物多 性の維持・向上の取組を推進する。
様性の状態を表す指標を特定するととも ・引き続き委託プロジェクト研究等により
に、指標の特性について検討した。
取組の推進を図る。
・平成20年から24年度まで漁場環境生
物多様性評価手法開発事業において、
漁場環境における生物の多様性につい
て評価手法の開発に取り組み、平成24
年度までに有効と見込まれる数種の指
標の調査分析法をまとめた。平成25年
度から29年度まで実施した漁場環境生
物多様性保全総合対策事業で得られた
科学的知見及び評価手法をHP及びパン
フレットにより公表した。
・平成25〜29年度までに委託プロジェク
ト研究「生物多様性を活用した安定的農
業生産技術の開発」により水田環境に
おける生物多様性の指標を開発した。こ
の指標等を活用し、農業が生物多様性
や生態系サービスに及ぼす影響の解明
に関する研究を実施しているところ。

国別
達成評価
5 なし 目標

A-1 b 進捗中 ・農林水産分野における生物多様性保
全活動を支援するため、農家等が行う
生物多様性保全に資する農業生産活動
等に対して、生物多様性の評価を活用
して、企業等による支援を促す仕組みに
ついて検討した。

○

3

611 ○ 農林水産物の経済的価値のみならず、農林水産業が育んでい ○
る生物多様性についても経済的評価を行い、その価値を明らかに
することによって、農林水産業の果たしている役割が多くの人々に
理解されるよう努めます。また、経済的評価にとどまらず、生物多
様性の保全や利用に向けた活動が促進されるよう、こうした評価の
活用のあり方を検討します。（農林水産省）

2

基本戦略への該当

A-1 b 進捗中 【施策番号191に同じ】

1

610 ○ 食料生産と生物多様性保全が両立する水稲作などの取組事 ○
例における生きものの生息・生育状況、周辺環境、営農履歴などを
紹介し、農業者に取組への理解と意欲を呼び起こすとともに、生物
多様性保全を重視して生産された農林水産物であることを表す「生
きものマーク」の活用などを通じて、こうした取組への国民の理解を
促進します。また、わが国の農林水産業の生物多様性保全への貢
献を国内外に発信します。（農林水産省）

609 ○ 農林水産業の生物多様性指標の開発（第２章第８節に詳述）
農林水産業が立脚する生物多様性保全は、国民に良質な農林水
産物を安定的に提供するためにも必要不可欠です。
この間、環境保全型農業をはじめとする農林水産関連施策の実施
にあたっては、生物多様性に配慮しつつ行い、例えば農業におい
ては、環境保全型農業等の取組効果を把握できる指標及び評価
手法の開発に取組み、ほ場レベルでの生物多様性評価手法のマ
ニュアルを作成しました。しかしながら、農山漁村環境全体で生物
多様性の評価が可能な科学的根拠に基づく指標は開発されておら
ず、これらの農林水産関連施策を効果的に推進するうえで、指標
の開発が必要であり、生物多様性指標の開発を検討し、農林水産
業が生物多様性に果たす役割を明らかにするとともに、国民的及
び国際的な理解を深めることを推進します。（農林水産省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

【施策番号31に同じ】

【施策番号30に同じ】

−

−

−

−

−

−

当初値

−

【施策番号31に同じ】

【施策番号30に同じ】

−

−

−

−

【施策番号191に同じ】

−

点検値

・日本の国立公園と世界遺産を活かし
た地域活性化推進費（エコツーリズム
を通じた地域の魅力向上事業）
・国立公園満喫プロジェクト推進事業

【施策番号31に同じ】

【施策番号30に同じ】

・エコツーリズム総合推進事業費

−

・エコツーリズム総合推進事業費

・農林水産分野における地球環境対策推
進手法開発事業のうち
生物多様性保全推進調査事業

【施策番号191に同じ】

・森林整備推進事業費
漁場環境生物多様性保全総合対策事
業費
・農研機構運営費交付金

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

1

3

4

施策の取組状況と成果

なし b 進捗中 ・エコツーリズムを推進する地域を支援
する取組として、エコツーリズム地域活
性化支援事業（交付金事業）、ガイドや
コーディネーター等の人材育成を目的と
して研修やアドバイザー派遣等の支援
を行う人材育成支援業務を行っている。
また、国立公園において地域と一体と
なったエコツーリズムの取組を展開する
ために必要な活動拠点施設等を３地域
において整備した。

国別
達成評価
5 なし 目標
・利用者の集中に伴う自然環境への負
担に対応するため、エコツーリズム推進
全体構想の策定に引き続き支援してい
く。

課題と今後の方針
−

達成目標

○

○

○

○

620 ○ 厚生労働省関係の独立行政法人医薬基盤研究所の薬用植物
資源研究センターでは、薬用植物などの積極的な収集、保存を
行っており、また、薬用植物の栽培、育種に必要な技術に関する研
究、薬用植物の有効成分の化学的、生物学的評価に関する研究、
外国産未利用植物資源の開発に関する研究、薬用植物の組織培
養などの研究などを行っています。（厚生労働省）

621 ○ 食料、環境、エネルギー問題の解決に関係する遺伝子の単
離、遺伝子地図上での位置の特定、遺伝子の機能の解明を進め
ます。（農林水産省）

622 ○ 遺伝子を染色体上の目的とする位置に導入する技術や導入し
た遺伝子の発現をコントロールする技術、遺伝子の特定の部位を
改変する技術、複合病害抵抗性などの形質転換作物の開発など、
単離した遺伝子を操作し、その機能を最大限に活用するための技
術を開発します。（農林水産省）

623 ○ 農業上重要と考えられる有用形質の機能を遺伝子レベルで解
明し、高収量性作物や不良環境耐性作物など、食料、環境、エネ
ルギー問題の解決に貢献するような機能を有する作物を開発する
とともに、動物や昆虫のゲノム情報を活用した有用物質生産技術
の確立などを行い、新産業の創出を目指します。（農林水産省）

・引き続き、委託プロジェクト研究等によ
る農畜産物の優良形質に関する遺伝子
の単離、単離した遺伝子の機能解明及
び育種での活用、新たな育種技術の開
発とそれらを活用した育種素材の開発
等を実施。

・引き続き、農産物の優良形質に関する
遺伝子の単離、単離した遺伝子の機能
解明及び育種での活用、新たな育種技
術の開発等を実施。

・引き続き、事業を実施する。

なし b 進捗中 ・絹糸を用いた人工血管・軟骨再生材料 ・引き続き委託プロジェクト研究等により
等、牛等の動物由来の原料を用いた医 取組の推進を図る。
療用新素材の開発を実施
・遺伝子組換えカイコに医薬品等の有用
物質を効率的に生産させるための基盤
技術やⅠCT技術等を活用した省力かつ
安定的にカイコを飼育するスマート養蚕
システムの開発を実施。

なし b 進捗中 ・農畜産物の優良形質に関する遺伝子
の単離、単離した遺伝子の機能解明及
び育種での活用、新たな育種技術の開
発等を実施。
・令和元年度より、委託プロジェクト「次
世代バイオ農業創造プロジェクト」にお
いて、新たな育種技術（ゲノム編集技
術）を活用した農作物品種・育種素材の
開発を実施。

なし b 進捗中 ・厚生労働省関係の国立研究開発法人
医薬基盤・健康・栄養研究所の薬用植
物資源研究センターでは、薬用植物な
どの積極的な収集、保存を行っており、
また、薬用植物の栽培、育種に必要な
技術に関する研究、薬用植物の有効成
分の化学的、生物学的評価に関する研
究、外国産未利用植物資源の開発に関
する研究、薬用植物の組織培養などの
研究などを行っている。
なし b 進捗中 ・農産物の優良形質に関する遺伝子の
単離、単離した遺伝子の機能解明及び
育種での活用、新たな育種技術の開発
等を実施。

−

−

−

−

第６節 生物資源の持続可能な利用
（総括） 遺伝資源の利用のための技術開発、微生物資源も含めた活用のための収集・保存を進めました。遺伝資源へのアクセスと利益配分（ＡＢＳ）については、平成29年に名古屋議定書を締結しました。
１ 遺伝資源の利用と保存
619 ○ 今後とも、遺伝子組換え生物等の環境中への拡散防止に努め
○ なし b 進捗中 ・医薬品の分野において、「遺伝子組換 ・引き続き、医薬品の分野においても
−
るとともに、遺伝子組換え技術を応用した医薬品の品質、有効性
え生物等の使用等の規制による生物の 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制
及び安全性を確保します。（厚生労働省）
多様性の確保に関する法律」の適正な による生物の多様性の確保に関する法
運用が行われている。
律」に基づき、生物多様性の確保を図っ
ていく。

2

基本戦略への該当

618 ○ 地域固有の魅力を見直し、活力ある持続的な地域づくりを進め ○
るため、エコツーリズムを意欲的に推進する地域に対し、地域の自
然資源や文化を解説し、その魅力を伝えるガイドやコーディネー
ター等の人材を育成するとともに、地域の特性を活かしたプログラ
ムづくり等を支援します。また、国立公園において地域と一体となっ
たエコツーリズムの取組を展開するために必要な活動拠点施設な
どを整備します。（環境省）

施策
番号

−

−

−

−

医薬品の分野において、
遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生
物の多様性の確保に関
する法律の適正な運用
が行われている

−

当初値

−

−

−

点検値

・委託プロジェクト（新農業展開ゲノムプロ
ジェクト、平成20年度から5年間で実施）
・委託プロジェクト（ゲノム情報を活用した
農畜産物の次世代生産基盤技術の開発
プロジェクト、平成25年度から5年間で実
施）
・委託プロジェクト（農林水産資源を活用
した新需要創出プロジェクト、平成22年度
から5年間で実施）
・委託プロジェクト（医薬品作物、医療用
素材等の開発プロジェクト、平成25〜26
年度）
・委託プロジェクト（蚕業革命による新産
業創出プロジェクト、平成29年度から5年
間の予定）

・委託プロジェクト（新農業展開ゲノムプロ
ジェクト、平成20年度から5年間で実施）
・委託プロジェクト（ゲノム情報を活用した
農畜産物の次世代生産基盤技術の開発
プロジェクト、平成25年度から5年間で実
施）
・委託プロジェクト（農林水産資源を活用
した新需要創出プロジェクト、平成22年度
から5年間で実施）
・委託プロジェクト（次世代バイオ農業創
造プロジェクト、令和元年度から5年間の
予定で実施）

・委託プロジェクト（新農業展開ゲノムプロ
ジェクト、平成20年度から5年間で実施）
・委託プロジェクト（ゲノム情報を活用した
農畜産物の次世代生産基盤技術の開発
プロジェクト、平成25年度から5年間で実
施）
・委託プロジェクト（農林水産資源を活用
した新需要創出プロジェクト、平成22年度
から5年間で実施）
・委託プロジェクト（作物育種プロジェクト、
平成30年度から5年間の予定で実施）

・国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄
養研究所運営費交付金

−

・日本の国立公園と世界遺産を活かした
地域活性化推進費（エコツーリズムを通じ
た地域の魅力向上事業）
・国立公園満喫プロジェクト推進事業

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

○

○

○

○

629 ○ 平成14年度より開始された、ライフサイエンス研究の発展のた
めに多様なバイオリソースの整備を行う「ナショナルバイオリソース
プロジェクト」において、ライフサイエンス分野における知的基盤とし
て重要かつ戦略的に整備することが必要なリソースの収集・保存・
提供・バックアップ体制の整備を引き続き行います。（文部科学省）

630 ○ 最新の知見に基づいた適切な生物多様性影響の評価手法の
検討など、カルタヘナ法の適正な運用に資する科学的知見などの
集積に努めます。（環境省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農
林水産省、経済産業省）

631 ○ カルタヘナ法やその施行状況、科学的知見などについてホー
ムページなどを通じ公表し、法や遺伝子組換え生物等に関する普
及啓発を図ります。（環境省、財務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省）

○

施策の取組状況と成果
・ジーンバンク事業においては、ＡＢＳ名
古屋議定書の採択や我が国のＩＴＰＧＲ
への加盟などの遺伝資源を取り巻く国
際的な状況の変化に適切に対応してい
くとともに、育種に関する利用者のニー
ズの変化等に応え得るよう、広範な遺伝
資源（動植物、微生物など）の収集・特
性評価・保存及び配布を、他の独立行
政法人等と連携して戦略的かつ効率的
に進める。特に、特性評価情報等の公
開情報の充実を図るとともに、イネ以外
の主要作物についてもコアコレクション
を開発する。また、長期保存の難しい栄
養繁殖作物遺伝資源に適した保存技術
を開発する。

課題と今後の方針

なし b 進捗中 【施策番号589に同じ】

なし b 進捗中 【施策番号588に同じ】

なし b 進捗中 ・従来、化学合成等により製造されてき
た高機能品は、植物や微生物等を用い
た新たな手法で生産できる可能性があ
り、将来的に大きな市場を形成すること
が予想されている。このため、ゲノム情
報等の大量なデータを駆使した遺伝子
組換え技術を開発することにより、高機
能品を効率的に生産する技術基盤の構
築に取り組んだ。さらに、構築したスマー
トセル構築プラットフォームの有効性を
検証した。また、環境浄化バイオ処理技
術については、微生物を利用して、汚染
した土壌の浄化を行うバイオレメディ
エーションの普及に向けて、利用する微
生物の安全性を評価する手法等の開発
も進めた。
なし a+ 既に ・ライフサイエンス分野における知的基
達成済み 盤として重要かつ戦略的に整備すること
が必要なリソースの収集・保存・提供・
バックアップ体制の整備を継続して行い
ました。

なし b 進捗中 ・密閉型遺伝子組換え植物工場におい
て、医薬品原料・機能性食品等の高付
加価値な有用物質を高効率に生産する
ための基盤技術開発及び実証研究を実
施。現在までにおいて、遺伝子組換え植
物に目的物質を効率良く生産させるた
めに必要な遺伝子組換え技術等の基盤
技術の構築、省エネルギー型栽培技術
の開発、等の成果が得られた。

【施策番号589に同じ】

【施策番号588に同じ】

・引き続き、ライフサイエンス分野におけ
る知的基盤として重要かつ戦略的に整
備することが必要なリソースの収集・保
存・提供・バックアップ体制の整備を行い
ます。

・これまでの研究により、目的物質を高
発現させる組換え植物の基盤技術や、
省エネルギー生産プロセスの要素技術
は蓄積されてきたものの、まだ、十分な
実証化には至っていない。今後は、植物
機能を活用した安全かつ生産効率の高
い物質生産技術を確立するとともに、そ
の生産した目的物質の評価を行い、医
薬品原料・機能性食品等の実用化を目
指す。
・バイオものづくりの社会実装には、現
在までに取り組んできた微生物等の育
種のみならず、構築したスマートセルの
スケールアップの課題解決が必要であ
る。そのため、スマートセルの設計段階
から産業化を見据えた研究開発を進め
る。

a+ 既に ・「食料及び農業のための植物遺伝資源 ・ジーンバンク事業においては、ＡＢＳ名
達成済み 国際条約（ＩＴＰＧＲ）」について、我が国 古屋議定書の採択やＩＴＰＧＲへの加盟
は平成25年7月30日に締結した。
などの遺伝資源を取り巻く国際的な状
・平成29年5月22日に名古屋議定書を締 況の変化に適切に対応していくととも
結した。
に、育種に関する利用者のニーズの変
化等に応え得るよう、広範な遺伝資源
（動植物、微生物など）の収集・特性評
価・保存及び配布を、他の独立行政法
人等と連携して戦略的かつ効率的に進
める。
なし b 進捗中 遺伝子組換え食品などの安全性確保の ・引き続き、事業を実施する。
ため、遺伝子組換え食品の検知に関す
る試験法の確立、現在海外で開発され
ている組換え体の安全性評価状況など
に関する調査研究や新しく開発される技
術に関する情報収集等を行っている。

なし

なし b 進捗中 ・農業生物資源ジーンバンク事業では、
平成24年度から令和元年度までにおい
て、植物遺伝資源約83千点を、公的研
究機関、都道府県、大学、民間企業に
配布するなど広く利用された。

国別
達成評価
5 なし 目標

628 ○ 微生物を活用した効率的な有用物質生産プロセス（モノづくり）
や生物反応のための基盤技術を開発するとともに、微生物を活用
した廃水・廃棄物などの環境バイオ処理技術を高度化させます。
（経済産業省）

○

4

○

3

627 ○ 植物による工業原料や、高付加価値タンパク質などの有用物
質生産（モノづくり）に必要な基盤技術を開発し、植物機能を活用し
たモノづくり技術の基盤を構築します。（経済産業省）

2

基本戦略への該当

○

1

626 ○ 遺伝子組換え食品などの安全性確保のため、当該食品の検
知に関する試験法の確立、現在海外で開発されている組換え体の
安全性評価状況などに関する調査研究や新しく開発される技術に
関する情報収集を今後とも行います。（厚生労働省）

625 ○ 「名古屋議定書」及び「食料及び農業のための植物遺伝資源
条約（ＩＴＰＧＲ）」を締結することにより、国際条約と整合した形で、
食料農業植物遺伝資源の利用及び保全を推進します。（農林水産
省）

624 ○ 農林水産業にとって有用な遺伝資源の利用については、産学
官連携の強化を図りつつ、研究及び技術開発などへの利用を推進
します。（農林水産省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

−

−

−

当初値

【施策番号589に同じ】

【施策番号588に同じ】

−

−

−

−

−

−

点検値

【施策番号589に同じ】

【施策番号588に同じ】

・ナショナルバイオリソースプロジェクト

・「革新的バイオマテリアル実現のための
高機能化ゲノムデザイン技術開発」事業
・「土壌汚染対策のための技術開発（VOC
の微生物等を利用した環境汚染物質浄
化技術）」事業
・「植物等の生物を用いた高機能品生産
技術の開発」事業

・「密閉型植物工場を活用した遺伝子組
換え植物ものづくり実証研究開発」事業
・「植物等の生物を用いた高機能品生産
技術の開発」事業

・厚生労働科学研究費補助金事業（食品
の安心・安全確保推進研究）
・食品等試験検査費（安全性未審査GM食
品監視対策事業等）

・国立研究開発法人農業・食品産業技術
総合研究機構農業技術研究業務勘定運
営費交付金

・国立研究開発法人農業・食品産業技術
総合研究機構農業技術研究業務勘定運
営費交付金

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

○

637 ○ 新しい品種の育成などや研究に提供するため、植物、動物、微
生物、ＤＮＡ、林木、水産生物の各部門の遺伝資源の収集・保存や
特性評価をジーンバンク事業において引き続き実施します。この
内、食料農業植物遺伝資源の収集、保全及び利活用に当たって
は、植物遺伝資源の持続的な利用を確保する観点から、それを保
全することに軸足を置きつつ対処し、超低温保存技術による保存
の効率化、研究材料の配布による研究支援の強化を図ります。
（農林水産省）

○ ○ ○

○

636 ○ 国立感染症研究所では、病原性微生物の収集、保管、国内外
の関係研究機関との研究交流、情報交換を引き続き行っていきま
す。（厚生労働省）

638 ○ 貴重な遺伝資源の滅失を防ぐとともに、林木の新品種の開発
や先端技術の開発に用いるため、林木及びきのこ類などの遺伝資
源の探索・収集、保存、配布、特性評価などを推進します。（農林
水産省）

○

施策の取組状況と成果

B-2 a+ 既に ・林木遺伝資源について令和元年度ま
C-2 達成済み で年間約1200点の収集の他、保存・配
布・特性評価を推進した。

なし b 進捗中 ・食料・農業上の開発及び利用等に貢
献する研究基盤整備のために、現在（令
和2年3月末）までに、国内外の植物遺
伝資源約23万点、微生物約4万点、動物
約2千点、ＤＮＡ約50万点を保存し、試験
研究（育種を含む）又は教育用に、国内
の国立・独法機関、都道府県、大学、民
間等、海外へも広く配布し、多様性解
析、遺伝子解析、新品種開発、ゲノム研
究等、幅広く活用されている。生物多様
性保全に新しい道を拓く遺伝資源の超
低温保存法の開発も推進している。

なし b 進捗中 ・国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄
養研究所の難病バンクでは、難病資源
を収集し、研究者に提供しており、同研
究所の実験用小動物バンクでは、新た
な疾患モデル動物も含めた実験動物の
積極的な収集、保存、系統維持、安定し
た供給と関連情報の発信を行っている。
また、同研究所の霊長類医科学研究セ
ンターでは、高品質な研究用カニクイザ
ルを繁殖、育成させ、研究者に供給して
いる。
・なお、細胞バンクにおいては、平成25
年度から独立行政法人医薬基盤研究所
で一元的に分譲を行っている。
なし b 進捗中 ・薬用植物に関しては、国立研究開発法
人医薬基盤・健康・栄養研究所の薬用
植物資源研究センターにおいて、薬用
植物の持続可能な利用の観点から、薬
用植物の種子の低温保存を行い、遺伝
資源の保存を図っている。また、薬用植
物の遺伝資源を収集・確保するため、世
界の植物園や研究機関に種子リストを
送付し、必要に応じ種子交換を行ってい
る。
なし a+ 既に ・病原体資源の収集を行い、検査診断、
達成済み 治療法、予防法等の研究を実施すると
共に、世界的あるいは国内で流行し公
衆衛生学的に問題となるインフルエンザ
等や現在世界的な課題となっている新
型コロナウイルス感染症に対応するた
めの交流を推進している。これらの取組
みは、感染症法の改正など行政施策に
反映された。

なし b 進捗中 ・第５回締約国会議において採択された
「名古屋・クアラルンプール補足議定書」
については、カルタヘナ法令を改正し、
平成30年３月に補足議定書の効力発生
と同時に施行した。
・カルタヘナ法に基づき、遺伝子組換え
生物等の第一種使用等に関しては、学
識経験者の意見を聴取し、生物多様性
への影響を評価し適切に承認を行った。
遺伝子組換え生物等の最新の動向・リ
スク評価等に関する科学的知見の収集
についても、我が国の一般の環境中に
おける遺伝子組換えナタネの分布状況
を調査している。また、日本版バイオ
セーフティークリアリングハウス(JBCH)
なし b 進捗中 ・国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄
養研究所の難病バンク、実験用小動物
バンク、薬用植物資源研究センター及び
霊長類医科学研究センターでは、生物
資源の収集と研究者への供給事業を
行っている。
・また、細胞バンクにおいては、平成25
年度から独立行政法人医薬基盤研究所
で一元的に分譲を行っている。

国別
達成評価
5 なし 目標

635 ○ 薬用植物に関しては、医薬基盤研究所の薬用植物資源研究セ
ンターにおいて、薬用植物の持続可能な利用の観点から、薬用植
物の種子の低温保存を行い、遺伝資源の保存を図っています。ま
た、薬用植物の遺伝資源を収集・確保するため、世界の植物園や
研究機関（平成23年度：世界62か国、397機関）に種子リストを送付
し、必要に応じ種子交換を引き続き行っていきます。（厚生労働省）

○

4

○

3

634 ○ 独立行政法人医薬基盤研究所の難病バンクでは、難病資源を
収集し、研究者に提供しており、同研究所の実験用小動物バンク
では、新たな疾患モデル動物も含めた実験動物の積極的な収集、
保存、系統維持、安定した供給と関連情報の発信を行っています。
また、同研究所の霊長類医科学研究センターでは、高品質な研究
用カニクイザルを繁殖、育成させ、研究者に供給しています。
なお、細胞バンクにおいては、平成25年度から独立行政法人医
薬基盤研究所で一元的に分譲を行うことを目指して体制作りを進
めるとともに、それまでの間、財団法人ヒューマンサイエンス振興
財団（HS財団）と協力して、研究者への生物資源の供給事業を引
き続き実施していきます。
引き続き、このような研究者への生物資源の供給を行っていきま
す。（厚生労働省）

2

基本戦略への該当

○

1

633 ○ 独立行政法人医薬基盤研究所には、難病バンク、実験用小動
物バンク、薬用植物資源研究センター及び霊長類医科学研究セン
ターがあり、生物資源の収集と研究者への供給事業を引き続き実
施していきます。
また、細胞バンクにおいては、平成25年度から独立行政法人医
薬基盤研究所で一元的に分譲を行うことを目指して体制作りを進
めるとともに、それまでの間、財団法人ヒューマンサイエンス振興
財団（HS財団）と協力して、研究者への生物資源の供給事業を引
き続き実施していきます。（厚生労働省）

632 ○ カルタヘナ議定書締約国会議などを通じ、議定書の効果的な
実施を推進するために必要な措置の検討に参画します。また、カ
ルタヘナ議定書第５回締約国会議（COP-MOP５）において採択さ
れ、平成24年３月にわが国が署名した名古屋・クアラルンプール補
足議定書については、他国の状況や締約国会合における今後の
議論等も踏まえ、締結に向けた必要な作業を進めていきます。（環
境省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省）

施策
番号
達成目標

当初値

−

−

−

−

−

−

−

・国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄
養研究所運営費交付金

・国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄
養研究所運営費交付金

・遺伝子組換え生物対策事業

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

・国立研究開発法人農業・食品産業技術
総合研究機構農業技術研究業務勘定運
営費交付金

・国立感染症研究所の試験研究に必要な
経費の一部

＊ 種子リストの送付：世 ＊ 種子リストの送付：世 ・国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄
界62か国、397機関
界62か国、396機関
養研究所運営費交付金
（平成23年度）
（平成30年度）

−

−

−

点検値

・林木及びきのこ類などの遺伝資源の 森林・林業に関する
林木及びきのこ類などの 林木及びきのこ類などの ・独立行政法人森林総合研究所研究・育
探索・収集、保存、配布、特性評価など ジーンバンク事業など 遺伝資源の探索・収集、 遺伝資源の探索・収集、 種勘定運営費交付金
を継続的に推進する。
を実施
保存、配布、特性評価な 保存、配布、特性評価な
どを引き続き推進
どの推進について進捗
中

・ジーンバンク事業においては、ＡＢＳ名
古屋議定書の採択や我が国のＩＴＰＧＲ
への加盟などの遺伝資源を取り巻く国
際的な状況の変化に適切に対応してい
くとともに、育種に関する利用者のニー
ズの変化等に応え得るよう、広範な遺伝
資源（動植物、微生物など）の収集・特
性評価・保存及び配布を、他の独立行
政法人等と連携して戦略的かつ効率的
に進める。特に、特性評価情報等の公
開情報の充実を図るとともに、イネ以外
の主要作物についてもコアコレクション
を開発する。また、長期保存の難しい栄
養繁殖作物遺伝資源に適した保存技術
を開発する。

・社会生活に脅威となる新しい感染症に
対応するための研究体制を引き続き構
築維持する。

・引き続き、事業を実施する。

・引き続き、事業を実施する。

・引き続き、事業を実施する。

・引き続きカルタヘナ議定書締約国会議 できるだけ早期に補足 補足議定書に署名し、締
などを通じ、議定書の効果的な実施を推 議定書を締結する
結に向けた検討を進めて
進するために必要な措置の検討に参画
いる
していく。
・引き続き遺伝子組換え生物等による生
物多様性への影響評価を適切に行い、
承認をっていく。また、情報収集・調査を
行うことにより、カルタヘナ法の適正な運
用に資する科学的知見の収集に努める
とともに、日本版バイオセーフティクリア
リングハウス(J−BCH)や各省ホーム
ページ等を通じて情報提供を行い、法や
遺伝子組換え生物等に関する普及啓発
を図る。

課題と今後の方針

数値
目標
番号

具体的施策

646 ○ 平成14年より、ライフサイエンス研究の発展のために多様なバ
イオリソースの整備を行う「ナショナルバイオリソースプロジェクト」
において、基礎・基盤研究に重要な微生物資源にも焦点をあて、中
核的拠点を整備し、収集、保存、提供、バックアップ事業を推進す
るとともに、利活用に向けたデータベースや付随情報の整備に引き
続き取り組みます。（文部科学省）

644 ○ 独立行政法人製品評価技術基盤機構による二国間の取組とし
て、インドネシア、ベトナム、ミャンマー、タイ、中国、モンゴルの６か
国の政府機関及び傘下の研究機関との間で、信頼関係を築きつ
つ、微生物資源の保全と利用に関する文書を作成し、海外の微生
物資源の保全と持続可能な利用のための取組を実施しています。
これにより、引き続き資源保有国に遺伝資源の保全や収集、利用
に関する技術を移転するとともに、海外資源へのアクセスルートの
確保及び資源国との合意に基づく資源移転とその利用により、わ
が国の企業に遺伝資源の利用の機会を引き続き提供していきま
す。（経済産業省）
645 ○ 独立行政法人製品評価技術基盤機構による多国間の取組とし
て、日本、韓国、中国、インドネシアなど12か国による微生物資源
の保全と利用を目的としたアジア・コンソーシアムを設立（平成16
年）し、各国の遺伝資源機関とのネットワークの構築により、保存
微生物、技術情報、遺伝資源移転ルールの共有化及び人材育成
などを引き続き実施するとともに、参加国・機関数を増やしアジア
諸国の遺伝資源機関のネットワークの拡大と強化を行います。（経
済産業省）

２ 微生物資源の利用と保存
643 ○ 独立行政法人製品評価技術基盤機構において、資源保有国と
の国際的取組の実施などにより、資源保有国への技術移転、わが
国企業への海外の微生物資源の利用機会の提供などを行い、微
生物資源の「持続可能な利用」の促進を図っていきます。（経済産
業省）

642 ○ 新宿御苑において、絶滅危惧植物の種子の保存を進めます。
また、歴史的な価値の高い植物を保存していくとともに、蓄積され
た知見や栽培技術が国内外で活用されるよう、情報の集約や提供
の仕組みを検討し活用を図ります。（環境省）

641 ○ 平成14年度より開始された、ライフサイエンス研究の発展のた
めに多様なバイオリソースの整備を行う「ナショナルバイオリソース
プロジェクト」において、ライフサイエンス分野における知的基盤とし
て重要かつ戦略的に整備することが必要なリソースの収集・保存・
提供・バックアップ体制の整備を引き続き行います。（文部科学省）

640 ○ 国有林野において、研究機関と連携を図りながら、林業樹種と
希少樹種の遺伝資源の保存等を目的とした「林木遺伝資源保存
林」をはじめとした保護林を設定し、適切な保全管理を推進します。
（農林水産省）

639 ○ ジーンバンク事業の一環として、貴重な遺伝資源が消失する
危険性が高い開発途上地域における遺伝資源の多様性の保全と
利用のための国際的な共同研究を行うほか、国際連合食糧農業
機関（FAO）への資金拠出などを通じ、生物多様性の保全に貢献し
ます。（農林水産省、外務省）

施策
番号

1

○

2

○

3

○

4

a+ 既に 【施策番号629に同じ】
達成済み

なし

・名古屋議定書の枠組みの中での生物
遺伝資源の保存と有効利用について議
論し、加盟機関との連携を深めていくこ
とが必要。

・今後も引き続きアクセスルートの確保
及び技術移転を行っていくとともに、生
物遺伝資源機関同士の関係を醸成して
いく。

・平成26年に名古屋議定書が発効し、世
界各国で国内法令等の整備が進められ
ていることを受けて、それらに沿った対
応が必要。

a+ 既に ・微生物資源を含むライフサイエンス分 ・引き続き、微生物資源を含むライフサ
達成済み 野における知的基盤として重要かつ戦 イエンス分野における知的基盤として重
略的に整備することが必要なリソースの 要かつ戦略的に整備することが必要な
収集・保存・提供・バックアップ体制の整 リソースの収集・保存・提供・バックアッ
備及び利活用に向けたデータベースや プ体制の整備及び利活用に向けたデー
付随情報の整備を継続して行いました。 タベースや付随情報の整備を行います。

なし b 進捗中 ・現在、１５か国・地域、２６機関が加盟し
ている。定期的に会合を開催し、左記取
組を実現するための個別のタスクフォー
スを設立し、活発に課題解決の活動を
行っている。

○

なし b 進捗中 【具体的な進捗状況については施策番
号644と645を参照】

なし b 進捗中 ・インドネシア、ベトナム、ミャンマー、タ
イ、中国、モンゴル、韓国、台湾の８か
国・地域と協力関係を構築、継続し、微
生物資源の保全と持続可能な利用のた
めの取組を実施している。

○

【施策番号629に同じ】

・引き続き、林業樹種と希少樹種の遺伝
資源の保存等を目的とした「保護林」に
おいて、モニタリング調査等を行い、適
切な保護・管理を推進する。

・平成25年度に終了したＦＡＯトラストファ
ンドプロジェクトによりアジア諸国におけ
るITPGRへの理解が進み、平成26年か
らはITPGRに基づく遺伝資源の保存と国
際的な共同利用を含むITPGR履行の
フェーズへと移行した。
・農業生物資源ジーンバンク事業におい
ては、引き続き、植物遺伝資源に関して
アジア諸国を中心に研究協力・共同調
査を進めるほか、アジア諸国における遺
伝資源の管理・研究における能力向上
に貢献する。
・途上国の生物多様性保全に資する支
援を、国際協力機構（JICA）を通じたＯＤ
Ａ事業などにより引き続き実施する。

課題と今後の方針

なし b 進捗中 ・新宿御苑は（公社）日本植物園協会の ・現在の取組を継承して進めます。
植物多様性保全拠点園として絶滅危惧
植物の種子保存等の役割を果たすとと
もに、その拠点園ネットワークを活かして
蓄積された知見や栽培技術が国内外で
活用されるよう連携して活動を行ってい
る。

なし

○

○

○

施策の取組状況と成果

なし b 進捗中 ・ＦＡＯトラストファンドプロジェクトとして、
アジア諸国（15ヶ国）に対し、ＩＴＰＧＲ制
度に係る能力開発をするためのワーク
ショップ等を実施。
・農業生物資源ジーンバンク事業におい
ては、毎年数名程度、遺伝資源を保有
する途上国から研修生を受け入れ。（農
水省）
・国際協力機構（JICA）を通じたODA事
業では、例えば、「インドネシア生命化学
研究及びバイオテクノロジー促進のため
の国際標準の微生物資源センターの構
築プロジェクト」及び「メキシコ遺伝資源
の多様性評価と持続的利用の基盤構
築」を通じ、遺伝資源の多様性の保全に
資する共同研究等の協力を実施し、生
物多様性の保全に貢献した。
なし a+ 既に ・国有林において、林業樹種と希少樹種
達成済み の遺伝資源の保存等を目的とした「林木
遺伝資源保存林」等をはじめ、林木遺伝
資源の保存等に資する各種「保護林」を
設定し、モニタリングの適切な実施等に
より適切な保護管理を推進した。なお保
護林制度については、平成27年９月に
改正を行い、「林木遺伝資源保存林」に
ついては「希少個体群保護林」等の一部
とした。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標
−

点検値
・ＦＡＯトラストファンド事業「植物遺伝資源
アクセス・品種保護制度総合推進事業」
・ＦＡＯトラストファンド事業「アジアにおけ
る植物遺伝資源の保全と持続的利用の
強化のための能力開発と地域協力」・国
立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構農業技術研究業務勘定運営
費交付金
・JICA運営費交付金の内数

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

【施策番号629に同じ】

・ナショナルバイオリソースプロジェクト

・独立行政法人製品評価技術基盤機構
運営費交付金

・独立行政法人製品評価技術基盤機構
運営費交付金

・独立行政法人製品評価技術基盤機構
運営費交付金

−

【施策番号629に同じ】

保護林面積：90万3千ha 保護林面積：97万8千ha ・森林整備・保全費
（平成23年4月）
（平成31年4月）

−

当初値

数値
目標
番号

・微生物資源の学術的分析及び産業界
からのニーズを踏まえた遺伝資源の収
集、配布をさらに進める。配布にあたっ
ては、利活用促進に向けたサービス強
化を行う。
また、生物遺伝資源の利用促進を図る
ため、安全性や産業有用な機能等に関
する情報について収集を行うとともに、
横断的データベースへの生物資源デー
タの情報整備並びに提供を行う。

課題と今後の方針

・名古屋議定書実施基金の支援を受け
たプロジェクトの着実な実施等を通じ、
名古屋議定書の効果的な実施されるこ
とが期待される。なお、同基金の運用期
間については令和2年12月までとなって
おり、基金への拠出金の運用期間内で
の計画的執行が求められている。

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

当初値

−

−

−

−

−

点検値

・地球環境ファシリティ拠出金
・名古屋議定書実施基金
・生物多様性条約拠出金（生物多様性日
本基金）

・中間評価をふまえた愛知目標達成方策
検討調査費（環境省）

・独立行政法人製品評価技術基盤機構
運営費交付金

・独立行政法人製品評価技術基盤機構
運営費交付金

・独立行政法人製品評価技術基盤機構
運営費交付金

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

653 ○ COPや生物多様性条約の科学技術補助機関（SBSTTA：
Subsidiary Bodies for Scientific, Technicai and Technological
Advice）などにおける議論の状況や主な決定、勧告の内容を紹介
するなど、生物多様性や生物多様性条約などについて、国民に周
知し、条約の実施への国民の協力を促します。（環境省）

○ ○

A-1 a+ 既に ・生物多様性条約締約国会議及び関連 ・今後開催予定のCOPやSBSTTA等に
E-2 達成済み 会合に出席し、積極的に議論に参加す おいても、現在の取組を継続して進めて
るとともに、その結果についてパンフレッ いく。
ト及びウェブページを作成して広報を
行った。

−

−

−

・愛知目標の実現に向けたCOP10主要課
題検討調査費
・中間評価をふまえた愛知目標達成方策
検討調査費
・ポスト2020目標検討等調査費

第７節 国際的取組の推進
（総括） 生物多様性条約事務局に設立した「生物多様性日本基金」を活用し、生物多様性国家戦略の改定支援を中心とした、愛知目標達成に向けた途上国の能力養成等の支援を進めました。また、生物多様性条約をはじめとする諸条約の会合に積極的に参加したほか、開発途上国に対してもODAやＪＩＣＡを通じた
取組など、国際協力を進めました。
１ COP10の成果を受けた国際貢献
652 ○ 生物多様性条約関連会合への参加を通じ、効果的な条約実施
○ ○
A-1 a+ 既に ・生物多様性条約関連の締約国会議や ・現在の取組を継続して進めていく。
−
−
−
・愛知目標の実現に向けたCOP10主要課
の推進、我が国の知見・取組の共有など、地球規模での生物多様
E-2 達成済み 補助機関会合、IPBES総会CBDトロンハ
題検討調査費
性の保全及び持続可能な利用の達成に貢献していきます。（環境
イム会合など、生物多様性条約関連会
・中間評価をふまえた愛知目標達成方策
省、内閣官房、外務省、財務省、農林水産省、経済産業省、関係
合に参加し、積極的に議論に参加した。
検討調査費
府省）
・愛知目標の着実な実施等のための国
・ポスト2020目標検討等調査費
際的議論に貢献するべく、生物多様性
・生物多様性条約拠出金
条約の締約国会議（COP）及び同条約
の議定書（カルタヘナ議定書、名古屋議
定書）の締約国会合（MOP)並びにこれら
の準備会合である科学技術助言補助機
関会合（SBSTTA)及び条約実施補助機
関会合（SBI)等の場で関係省庁とともに
日本政府代表団として交渉に参画し、
様々な決定に貢献するとともに、予算関
係文書の開示、webサイトの改善、財政
規則の改訂等を事務局長に要請し、条
約のガバナンス向上、財政の透明性向
上に大きく貢献した。

なし b 進捗中 ・名古屋議定書の早期発効及び効果的
な実施のため、地球環境ファシリティー
（GEF）、（名古屋議定書実施基金を含
む）、及び生物多様性日本基金等を通
じ、途上国におけるABS国内制度の発
展、民間セクターの参画や遺伝資源の
保全や持続可能な利用への投資促進、
遺伝資源に関連する伝統的知識への適
正なアクセスを確保するための先住民
社会の能力構築などの支援の促進を
図った。なお、令和2年6月現在、名古屋
議定書実施基金によるプロジェクトを12
件承認。

○

・微生物株及び微生物由来DNAクローン
の収集及び提供を更に進める。

a+ 既に ・関係する産業界や学術研究分野の意 ・引き続き説明会の実施や相談窓口、
達成済み 見を聴きながら、関係省庁が連携して国 ABS国内情報交換センターによる情報
内措置の検討を進め、平成29年に「ABS 提供等を通じた名古屋議定書及び国内
指針」（財務省、文部科学省、厚生労働 措置の実施を促進する。
省、農林水産省、経済産業省及び環境
省の共同告示」）を策定するとともに、名
古屋議定書を締結した。

D-3

a+ 既に ・微生物及び微生物由来ＤＮＡクローン
達成済み を保存し、研究開発や産業利用のため
の分譲を行っている。

a+ 既に ・オンラインカタログは、これまで（独）製 ・さらなる国内ＢＲＣ機関の連携に向け
達成済み 品評価技術基盤機構の協力の下に運 て整備を進める。
営されてきたが、日本微生物資源学会
管理の下にシステムを変更し、令和２年
1月16日からリニューアル公開された。
引き続きオンラインカタログから公開す
るデータを提供している。

a+ 既に ・微生物資源の安定的な保存に資する
達成済み ため、保存技術に関する研究開発を行
い活用するとともに、分類同定のための
学術的分析を進めた。
また、産業界等が利用可能な遺伝資源
の収集、配布を行うとともに、安全性や
産業有用な機能等に関する情報につい
て収集・整理・提供した。
さらに、公的機関等が保有する生物資
源データを集約した横断的データベース
を公開し、運用を開始した。

施策の取組状況と成果

○

なし

なし

なし

国別
達成評価
5 なし 目標

○

4

649 ○ 独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人農業生
物資源研究所、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水
産総合研究センターにおいて、日本国内外から収集した農林水産
業及び工業などに有用な微生物資源の保存及び研究開発や産業
利用のための提供を継続して行います。（経済産業省、農林水産
省）
３ 遺伝資源へのアクセスと利益配分（ABS)
650 ○ 関係する産業界や学術界の意見を聴きながら、関係省庁が連
携して国内措置の検討に取り組み,可能な限り早期に名古屋議定
書を締結します。議定書に基づき、提供国のABS（Access and
Benefit-Sharing）に関する国内制度の遵守の促進、国内における
遺伝資源の利用を監視するためのチェックポイントの設置、普及啓
発などを実施します。遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ
衡平な配分を実現させることで、生物多様性の保全と持続可能な
利用に貢献します。 （環境省、外務省、財務省、文部科学省、厚生
労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省）
651 ○ 名古屋議定書の早期発効及び効果的な実施のため、地球環
境ファシリティー（GEF）や名古屋議定書実施基金等を通じ、途上国
におけるABS国内制度の発展、民間セクターの参画や遺伝資源の
保全や持続可能な利用への投資促進、遺伝資源に関連する伝統
的知識への適正なアクセスを確保するための原住民社会の能力
構築などの支援の促進を図ります。（外務省、財務省、環境省）

3

○

2

基本戦略への該当

648 ○ 日本国内外の微生物を簡便に利用できる体制を構築するため
に、日本国内における主要な微生物遺伝資源機関が協力してオン
ラインカタログを作成し、ネットワーク上での連携を進めます。（経
済産業省、文部科学省、農林水産省）

1
○

具体的施策

647 ○ 農林水産業や工業などに利用できる微生物資源の効率的保
存法を開発し、分類同定のための学術的分析を進めます。また、
研究、産業に提供するための遺伝資源の収集・保存や特性評価の
強化、研究材料の配布及び情報の整備によって研究開発、産業利
用のための知的基盤を整備します。（経済産業省、農林水産省）

施策
番号

○

○

○

659 ○ COP10の決定を踏まえ、「SATOYAMAイニシアティブ国際パー
トナーシップ（IPSI）」を有効なツールとして、二次的自然環境におけ
る生物多様性の保全とその持続可能な利用を目指す
「SATOYAMAイニシアティブ」を世界規模で推進していきます。（環
境省）

660 ○ 「SATOYAMAイニシアティブ」をより一層推進するため、COP10
期間中に設立された「SATOYAMAイニシアティブ国際パートナー
シップ」への参加を広く呼びかけるとともに、参加団体間の情報共
有や協力活動を促進します。（環境省）

661 ○ 地球環境ファシリティー（GEF）やクリティカル・エコシステム・
パートナーシップ基金（CEPE）等を通じて、SATOYAMAイニシアティ
ブに関連した活動に対する支援の機会を促進します。（環境省、財
務省、外務省）

○

○

658 ○ 第５回国別報告書の提出等を通じて、愛知目標の達成評価に
積極的に貢献します。（環境省、外務省、関係府省）

662 ○ 野生生物の生息地として好適な水田の環境を創出・維持する
農法や管理手法などについて収集した事例を国際的な場や一般
向けに発信することにより、その普及・定着を図ります。（農林水産
省、環境省）

○

657 ○ 途上国がCOP10で採択された戦略計画2011-2020（愛知目標）
を達成するための国際協力を推進します。（環境省、外務省）

・定例会合の開催、優良事例収集や研
修の実施促進、持続可能な自然資源の
利用・管理についての情報発信などを
引き続き行っていくと共にパートナー数
や協力活動の増加に努める。

・定例会合の開催、優良事例収集や研
修の実施促進、持続可能な自然資源の
利用・管理についての情報発信などを
引き続き行っていくと共にパートナー数
や協力活動の増加に努める。

【施策番号190に同じ】

a+ 既に ・10か国において、10の現場型プロジェ ・引き続き同基金が行う途上国における
達成済み クト「GEF―SATOYAMAプロジェクト」を 生物多様性ホットスポットの保全の取組
実施した。
を支援していく。（外務省）
・CEPFはアジアをはじめとする途上国の
24の生物多様性ホットスポットにおける
生物多様性の保全に係る取り組みに対
して、支援を実施した。支援対象団体数
2,305団体（平成30年6月末時点）

なし b 進捗中 【施策番号190に同じ】

E-1

a+ 既に ・定例会合の開催、優良事例収集や研
達成済み 修の実施促進、持続可能な自然資源の
利用・管理についての情報発信などを
通じて、生物多様性条約の目的のうち、
特に「生物多様性の保全」及び「その持
続可能な利用」を推進した。令和２年３
月現在、SATOYAMAイニシアティブ国際
パートナーシップへの参加団体は258団
体と拡大し、パートナー間の協力活動は
47案件となった。
D-1 a+ 既に 生物多様性条約関連会合やそのサイド
達成済み イベント等の機会を捉えて、
「SATOYAMAイニシアティブ国際パート
ナーシップ」への参加を広く呼びかけた
結果、令和２年３月現在、参加団体は
258団体と拡大し、パートナー間の協力
活動は47案件となった。

D-1

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

・令和2年度に生物多様性国家戦略
第5回国別報告書を提
2012-2020の最終評価において、愛知 出（平成26年3月末ま
目標の最終的な達成状況も評価し公表 で）
する予定。

・ポスト2020生物多性枠組の実施におけ
る国際協力のあり方を検討する。

・引き続き、アジア保護地域パートナー
シップをはじめとする様々な機会を活用
しながら我が国の取組を積極的に発信
していく。

a+ 既に ・GEO BONの地域的取り組みであるア ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み ジア太平洋生物多様性観測ネットワーク
（AP-BON(Asia-Pacific Biodiversity
Observation Network)）の国際ワーク
ショップの開催等を通じて、アジア太平
洋地域における生物多様性モニタリング
のネットワークの構築を支援し各国の生
物多様性の現状について情報交換など
を行い、地域の連携を促進している。

b 進捗中 ・生物多様性条約事務局に設置した生
物多様性日本基金への拠出を通じて、
途上国の愛知目標達成に向けた能力育
成への協力を進めている。生物多様性
国家戦略の策定・改定を支援するため
の能力構築WSが世界各地で開催され、
160カ国以上から650人以上の参加が
あった。
E-2 a 既に達 ・わが国の愛知目標の達成評価につい
成済み て、平成26年に第５回国別報告書を、平
成30年に第６回国別報告書を生物多様
性条約事務局に提出した。

E-1

課題と今後の方針

a+ 既に ・生物多様性条約関連の締約国会議や ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 補助機関会合、専門家会合（AHTEG）、
IPBES総会等に国内の専門家を派遣し
た。

施策の取組状況と成果

C-1 a 既に達 ・平成25年11月に仙台市で開催された
成済み 第１回アジア国立公園会議及び当会議
の成果を踏まえて発足した「アジア保護
地域パートナーシップ」（令和２年６月時
点で17カ国21機関が参加）のワーク
ショップ等におけるアジア各国との事例
や課題の共有、や今後のあり方に関す
る議論等を通じて日本の国立公園にお
ける多様な主体との協働による保護地
域管理のあり方等について発信した。

E-1

E-1

国別
達成評価
5 なし 目標

○

○

4

656 ○ 日本の国立公園における地域の多様な主体と連携協力した保
護管理システムや持続可能な農林水産業などわが国の先進的な
取組を国内外に発信します。（環境省、農林水産省）

3

○

2

基本戦略への該当

655 ○ アジア太平洋地域における生物多様性の保全のための取組を
より効果的に推進するため、各国の生物多様性の現状について情
報交換などを行い、地域の連携を深めます。（環境省、外務省）

1

○ ○

具体的施策

654 ○ 生物多様性分野の国際的な議論に貢献するため、生物多様
性条約関連会合への派遣など、国内の生物多様性分野の専門家
の発掘・支援・育成を行います。（環境省、外務省、関係府省）

施策
番号

−

−

IPSIのメンバー：政府機
関、先住民・コミュニティ
団体、研究機関、企業、
国際機関など37カ国の
123団体
（平成24年9月）

（参考）IPSIのメンバー：
政府機関、先住民・コミュ
ニティ団体、研究機関、
企業、国際機関など37カ
国の123団体
（平成24年9月）

−

−

−

−

−

当初値

・アジア保護地域イニシアティブ構築推進
事業

事業費

・生物多様性条約締約国会議等開催庁
費
・愛知目標の実現に向けたCOP10主要課
題検討調査費
・中間評価をふまえた愛知目標達成方策
・地球規模生物多様性モニタリング推進

予算・税制等
事項名

【施策番号190に同じ】

−

【施策番号190に同じ】

・地球環境ファシリティ拠出金
・クリティカル・エコシステム・パートナー
シップ基金

IPSIのメンバー：政府機 ・国連大学拠出金（SATOYAMAイニシア
関、先住民・コミュニティ ティブ国際パートナーシップ実施事業）
団体、研究機関、企業、
国際機関など71カ国・地
域の258団体
（令和２年３月）

IPSIのメンバー：政府機 ・国連大学拠出金（SATOYAMAイニシア
関、先住民・コミュニティ ティブ国際パートナーシップ実施事業）
団体、研究機関、企業、
国際機関など71カ国・地
域の258団体
（令和２年３月）

・生物多様性日本基金
・生物多様性条約拠出金
・生物多様性及び生態系サービスに関す
る政府間科学政策プラットフォーム
（IPBES）拠出金
・地球規模生物多様性情報機構（GBIF）
拠出金
・国連大学拠出金
・第5回国別報告書を提 ・生物多様性国家戦略推進費
出（平成26年3月）
・第6回国別報告書を提
出（平成30年12月）

−

−

−

−

点検値

数値
目標
番号

具体的施策

669 ○ カルタヘナ議定書締約国会議などを通じ、議定書の効果的な
実施を推進するために必要な措置の検討に参画します。また、カ
ルタヘナ議定書第５回締約国会議（COP-MOP５）において採択さ
れ、平成24年３月にわが国が署名した名古屋・クアラルンプール補
足議定書については、他国の状況や締約国会合における今後の
議論等も踏まえ、締結に向けた必要な作業を進めていきます。（環
境省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省）

２ 生物多様性関連諸条約の実施
668 ○ カルタヘナ法の適切な施行を通じ、カルタヘナ議定書の的確か
つ円滑な実施を推進します。（環境省、財務省、文部科学省、厚生
労働省、農林水産省、経済産業省）

667 ○ 東・東南アジア各国において、生物多様性の保全と持続可能
な利用のための意思決定に貢献するよう関係各国、関係機関と連
携しながら、域内の生物多様性に関する情報を収集・整理し、分類
学に関する研修などを行う東・東南アジア生物多様性情報イニシア
ティブ（ESABII：East and Southeast Asia Biodiversity Information
Initiative）を推進します。（環境省）

666 ○ 国内では、主要な研究者によって平成21年５月に設立された
日本生物多様性観測ネットワーク（JBON：Japanese Biodiversity
Observation Network）と連携・協力することによって、日本の生物
多様性情報のネットワーク化を支援します。（環境省）

665 ○ GBIFやGEO BONなどの既存の国際プログラムとの連携協力
を図りながら、アジア太平洋地域における生物多様性モニタリング
のネットワークの活動を重点的に支援します。（環境省）

664 ○ 生物多様性に関する国際的な科学的情報基盤である地球規
模生物多様性情報機構（GBIF：Global Biodiversity Information
Facility）、生物多様性観測ネットワーク（GEO BON：Group on Earth
Observations Biodiversity Observation Network ）、国際長期生態
学研究ネットワーク（ILTER：International Long Term Ecological
Research）など既存の地球規模の生物多様性に関する情報基盤
の整備に対して協力します。（環境省）

663 ○ 愛知目標（保護地域の関連部分）の達成及び保護地域作業計
画（PoWPA)の実施に向けたアジア地域の協力の枠組として「アジ
ア保護地域パートナーシップ（仮称）」の構築を、アジア各国、生物
多様性条約事務局、国際自然保護連合（IUCN）等と協力して進め
ます。その中で、国と、地方公共団体や地域住民との協働による
日本型の国立公園の管理方策や、三陸復興国立公園の取組の
他、アジア各国の先進事例を取りまとめ、相互に情報共有・発信を
進め、各国の国立公園の保全管理の水準を向上させます。そのた
めの取組として、平成25年に東北地方の都市で、第一回アジア自
然公園会議を開催します。（環境省）

施策
番号

1

○

2

3

○

○

○

○

4

○

○

○

施策の取組状況と成果

・引き続き、地球規模の生物多様性に関
する情報基盤の整備に対して協力す
る。

・「アジア保護地域パートナーシップ」の
場を活用した保護地域関連の取組共有
及び国際会議等の場での成果の発信を
引き続き行う。

課題と今後の方針

【施策番号632に同じ】

・引き続きカルタヘナ法の適切な施行を
通じ、遺伝子組換え生物等の使用等に
よる生物多様性への影響を防止するな
ど生物多様性の確保を図る。

a+ 既に ・ESABIIを推進し、東・東南アジア各国に ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み おいて、生物多様性の保全と持続可能
な利用のための意思決定に貢献した。

a+ 既に ・AP-BON等を通じて、JBONに連携・協 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 力し、日本の生物多様性情報のネット
ワーク化を支援している。

a+ 既に ・既存の国際プログラムとの連携協力を ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 図りながら、AP-BON等を通じて、アジア
太平洋地域における生物多様性モニタ
リングのネットワークの活動に協力して
いる。

a+ 既に ・遺伝子組換え生物等の第一種使用
達成済み （拡散防止措置を執らない使用）につい
て、個々の申請案件に対し学識経験者
から意見を聴取し、生物多様性影響が
生じる可能性の有無を検討。その意見
を基に、令和２年３月までに437件の遺
伝子組換え第一種使用規程を承認し
た。
・また、第二種使用については、生物多
様性影響を防止するため、主務省令で
定められた拡散防止措置を執った上で
使用する他、これが定められていない場
合は、主務大臣の確認を受けた上で当
該拡散防止措置を執ることとしている
（令和２年３月までの第二種使用確認件
数：研究開発分野3,327件、農林水産分
野236件、医薬品等分野349件、鉱工業
なし b 進捗中 【施策番号632に同じ】

なし

D-3

E-2

E-1

出した。

C-1 a 既に達 ・平成25年11月に仙台市において国際
成済み 自然保護連合（IUCN）との共催により、
「第1回アジア国立公園会議」を開催し
た。会議では、 アジアにおける保護地域
の特質と方向性を示す「アジア保護地域
憲章」が策定されたほか、会議の成果を
踏まえ、平成26年に日本の主導により、
保護地域に関するアジア地域の協力の
枠組である「アジア保護地域パートナー
シップ」が発足。17カ国21機関が参加
し、国立公園をはじめとする保護地域に
おける管理方策について、参加国の相
互の情報共有、国際会議等の場での発
信を行っている。
E-2 b 進捗中 ・GBIF事務局に対し毎年、活動資金を拠

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

−

ESABIIのメンバー
14カ国、3機関、3ネット
ワーク
（平成24年3月末）

−

−

−

−

当初値

【施策番号632に同じ】 【施策番号632に同じ】

−

−

−

−

−

−

達成目標

【施策番号632に同じ】

−

ESABIIのメンバー
14カ国、3機関、1ネット
ワーク
（令和2年3月末）

−

−

−

−

点検値

【施策番号632に同じ】

・遺伝子組換え生物対策事業

・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

・生物多様性及び生態系サービスに関す
る政府間科学政策プラットフォーム
（IPBES）拠出金
・地球規模生物多様性情報機構（GBIF）
拠出金

・アジア保護地域イニシアティブ構築推進
事業

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

1

2

3

4

677 ○ 世界遺産の定期報告を通じて、わが国の世界遺産の保全に関
する経験をアジア太平洋地域を中心とした締約国と共有し、各国の
世界遺産地域の保全管理の質の向上に貢献します。（環境省、外
務省、文部科学省、農林水産省）

○

○

675 ○ 野生動植物の保護について、資源利用と生態系・環境の保全
を調和させる持続可能な利用の考え方に立つ措置がとられるよ
う、ワシントン条約関連会合に積極的に参画し、関係の締約国と必
要に応じた積極的な情報交換を行うとともに、条約を適切に実施し
ます（外務省、農林水産省、経済産業省、環境省）

○

○

674 ○ また、「希少野生生物の国内流通管理の点検結果」では、種の
保存法等の制度の幅広い周知を図ることや違法な国内流通に対
する罰則の強化の必要性が指摘されました。これらの指摘を含め
た点検の結果を踏まえ、流通に関する悪影響を最も効果的に抑制
できる対策の検討と実施を進めていきます。(環境省、関係府省）

676 ○ 奄美・琉球諸島（トカラ列島以南の南西諸島が検討対象）につ
いては、絶滅危惧種の生息地など、重要地域の保護担保措置の
拡充が課題であることから、世界自然遺産としての価値の分析評
価を行うとともに保護区の設定拡充などに地域と連携を図りながら
取り組みます。（環境省、文部科学省、農林水産省）

○

○ ○

673 ○ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条
約（ワシントン条約）」（昭和48年採択）は、絶滅のおそれのある野
生動植物の種の保護を図るための国際取引の規制を定めており、
我が国は昭和55年に締結しました。わが国では、本条約の附属書
に掲げられた種は「外国為替及び外国貿易法」等によって輸出入
が規制されており、特に条約附属書Ⅰに掲げられた種については
「種の保存法」に基づき、国内での譲渡し等も規制されています。
これらの法律等を適切に運用するとともに、引き続き関係省庁、
関連機関が連携・協力して、違法行為の防止、摘発に努めます。
あわせて、輸出入や国内流通の規制に必要な情報の収集を進め、
あらゆる違法取引の削減に向けてワシントン条約下での取組に協
力していきます。（環境省、警察庁、外務省、財務省、農林水産省、
経済産業省）

672 ○ 国際的には、特にわが国に渡来する水鳥類の渡りのルート上 ○
に位置するアジア太平洋地域において、湿地の現況調査や条約湿
地の候補地選定支援、普及啓発を進めるなどにより、アジア太平
洋地域におけるラムサール条約実施の促進や、渡り鳥及び湿地保
全への協力を行います。（環境省、外務省）

施策の取組状況と成果
【施策番号59に同じ】

課題と今後の方針

−

【施策番号59に同じ】

達成目標

−

【施策番号59に同じ】

当初値

−

【施策番号59に同じ】

点検値

・アジア太平洋地域生物多様性保全推進
費 ①アジア地域における生物多様性保
全推進費

【施策番号59に同じ】

予算・税制等
事項名

なし

a+ 既に ・平成24年6-7月の第36回世界遺産委 ・引き続き、これまでの世界遺産委員会
達成済み 員会において我が国が属するアジア太 や諮問機関からの勧告事項に適切に対
平洋地域の定期報告が審査された。
処すると共に、世界自然遺産としての価
値が将来にわたって維持されるよう、モ
ニタリングを進めつつ、最新の科学的知
見を反映した保全管理を行う。

【施策番号69に同じ】

・ワシントン条約等、国際的な枠組みを
通じ、また、他国とも協力しつつ、条約を
適切に実施し、野生動植物の保護と持
続可能な利用を実現する。

・改正法の適切な執行を実施する。

a+ 既に ・違法取引の防止、摘発に向けた情報 ・引き続き、取組や取締りを実施する。
達成済み の収集及び関係機関の連携。
・国際希少野生動植物種について種の
保存法に基づき引き続き国内での取引
規制を行った。ワシントン条約附属書に
掲げる種の違法取引に対する取締まり
を推進した。「種の保存法」及び「外国為
替及び外国貿易法」等を適用し、条約対
象種の違法取引を摘発した。また、関係
省庁との連携により、関係団体に対する
指導等を実施した。

なし a 既に達 ・平成25年6月及び平成29年6月に種の
成済み 保存法が改正された。平成25年改正に
より、罰則の強化や広告に関する規制
の強化、登録関係事務手続きの改善等
を図った。また平成29年改正により、国
際希少野生動植物種の一定の個体等
について、登録に有効期間を設け更新
なし b 進捗中 ・平成25年、平成28年、令和元年にそれ
ぞれワシントン条約第16回、17回、１8回
締約国会議が開催され、関係各省庁が
参加した。また、資源利用と生態系・環
境の保全を調和させる持続可能な利用
に向け、各国の代表団と情報交換を
行った。
なし b 進捗中 【施策番号69に同じ】

なし

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

【施策番号69に同じ】

−

−

−

−

【施策番号69に同じ】

−

−

・国際希少野生動植物流通管理対策費
・野生動植物取引規制条約信託基金拠
出金

B-1 a+ 既に ・ミャンマー、ネパール、カンボジア、ベト ・一定程度の成果をあげてきたため、現 平成27年までにアジア タイ及びミャンマーにおい ミャンマーで調査等を支 ・アジア太平洋地域生物多様性保全推進
B-5 達成済み ナム及びパプアニューギニアにおける能 地のニーズや状況の再確認を行い、方 太平洋地域におけるラ てプロジェクトを展開。地 援してきた４カ所の湿地 費 ①アジア地域における生物多様性保
C-1
力開発・普及啓発活動、調査等を推進し 向性を検討していく。
ムサール条約湿地を３ 域における普及啓発等を 及びカンボジアで支援し 全推進費
C-2
た。
カ所追加
進めている
てきた１カ所の湿地がラ
D-1
ムサール条約湿地として
E-2
登録された。

A-1 a+ 既に ・関係する地方自治体や地域住民、
・引き続き関係者と連携した取組を推進
B-1 達成済み NGO、専門家などと連携し、普及啓発に する。
B-2
係るシンポジウムの開催等を通じて保
B-3
全と賢明な利用を推進した。
C-1
・専門家などと連携しつつ、モニタリング
C-2
調査や情報整備の取組を進めた。
D-1
D-2
E-2

A-1 b 進捗中 【施策番号59に同じ】
B-1
B-2
B-3
C-1
C-2
D-1
E-2

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

670 ○ ラムサール条約（昭和46年採択）は、国際的に重要な湿地と、 ○ ○ ○ ○ ○
そこに生息・生育する動植物について、これらの保全と賢明な利用
（ワイズユース）を進めるための条約で、わが国は昭和55年に加入
しました。ラムサール条約では、国際的に重要な湿地をラムサール
条約湿地として最低1カ所登録することが義務づけられており、わ
が国は平成24年8月までに46か所の湿地を登録しました。また、ラ
ムサール条約湿地の国際的な基準を満たすわが国の湿地につい
て、潜在候補地を選定し、公表しました。同条約の流れとしては、
平成11年の第7回締約国会議において目標とした、「条約湿地数を
2,000カ所にまで増やす」ことを達成（平成24年5月現在2,006カ所）
し、登録湿地数の増加のみならず、登録湿地の質をより充実させ
ていく方向が重視されてきていることから、わが国においても既に
登録された湿地について、条約の理念に沿って保全と賢明な利用
の質的な向上を図ります。具体的には、平成32年までに、これまで
登録された全ての湿地についてラムサール情報票（RIS）の更新を
行うとともに、地域の理解と協力を前提として必要な登録区域の拡
張等を図ります。なお、国際的に重要な湿地の基準を満たすことが
明らかであって、登録によって地域による保全等が円滑に推進さ
れると考えられる湿地については、これまでの登録状況にもかん
がみ、平成32年までに新たに10カ所程度の登録を目指します。（環
境省、農林水産省）
671 ○ ラムサール条約湿地を抱える市町村が任意に加盟する「ラム ○ ○ ○ ○ ○
サール条約登録湿地関係市町村会議」をはじめ、関係する地方自
治体や地域住民、NGO、専門家などと連携しつつ、条約湿地に関
するモニタリング調査や情報整備、湿地の再生などの取組を進め
ます。
また、条約湿地の保全と賢明な利用（ワイズユース）のための計
画策定の支援や賢明な利用の事例紹介、普及啓発などを通じて、
各条約湿地の風土や文化を活かした保全と賢明な利用を推進して
いきます。（環境省、農林水産省、国土交通省）

施策
番号

47

数値
目標
番号
4

具体的施策

683 ○ 昭和31年に開始された我が国の南極地域観測事業では、南極
の海洋・陸上の生態系や生物相を対象に、南極観測船による海洋
調査、湖沼における潜水調査、氷河末端域における調査を実施す
るとともに、遺伝子解析を中心とした様々な手法による極限環境と
遺伝的特性の解明を行います。また、南極生物多様性データベー
スを介した成果の公開を行います。（文部科学省）

681 ○ 水鳥救護研修センターにおいて、油汚染事故が生じた場合な
ど一時的に多数の油汚染された水鳥などが発生した場合に対する
準備や被害が発生した地域で迅速な対応が可能となるよう地方公
自治体職員などを対象とした研修を引き続き実施します。（環境
省）
682 ○ 南極環境実態把握モニタリング事業等により、昭和基地におけ
るモニタリング手法等を検討し、わが国観測隊による定期的な環境
モニタリングを実施します。（環境省、文部科学省）

○

3

680 ○ 油及び有害液体物質流出事故にも対応した脆弱沿岸環境図
について、沿岸における土地利用の変化を踏まえた、生物対象群
（魚類・底生生物）や生態区分（干潟、藻場など）の情報の更新を行
います。（環境省）

○

2

○

○

4

○

a+ 既に ・OPRC条約及びOPRC-HNS議定書を
達成済み 担保した国家緊急時計画に基づき、大
規模流出事故に対応した脆弱沿岸海域
図（ESIマップ）及び有害物質流出事故に
対応した脆弱沿岸海域図（HNS-ESIマッ
プ）を作成した。

なし a+ 既に達 ・南極における我が国の基地運営等に
成済み よる環境影響の監視、把握及び予測の
ため、平成20年度に「南極環境保護モニ
タリング技術指針」を作成し、平成22年
度に作成した「南極環境実態把握モニタ
リングマニュアル」については、最近で
は、平成27年度、平成29年度、令和元
年度に改訂するなど、適宜見直しを行っ
ている。
・隔年で環境省職員を南極に派遣の上、
本マニュアルに沿い採取した試料を分
析し、基地周辺の環境の実態把握を
行っている。最近では、平成30年度に南
極地域で採取した水質試料、土壌試
料、生物試料の分析を令和元年度に行
い、専門家からの意見を聞きながらモニ
タリングを実施した（環境モニタリングは
平成24年度から令和元年度までに４回
E-2 b 進捗中 ・南大洋のインド洋セクターにおける生
態系を明らかにすることを目的とし、外
洋域及び海氷縁、氷海内において開閉
式ネット・漂流系等を用いた海洋観測を
実施した。動植物プランクトン及びハダ
カイワシ等の魚類の現存量・生物量に
関する希少なデータを得ることに成功、
生態系のプロセスの一端を明らかにし
た。
・昭和基地沿岸のペンギン営巣地に於
いて連続観測を実施した。ビデオ、GPS
などの小型計測機器をペンギンの体に
とりつけ、行動生態を詳細に記録。育雛
期に比べ、排卵期は営巣地から最大
300kmに及ぶ行動範囲を持っていること
を明らかにした。また、アザラシ・飛翔性
海鳥に長期間稼働する小型計測器を取
り付け、未知であった冬期の行動記録
獲得に成功した。
・昭和基地の沿岸域において、原核生
物分離解析のための土壌および湖沼底
泥、マイクロプランクトン解析のための湖
沼水、地衣類•
蘚類•
藻類•
シアノバクテリ
ア等、生物多様性の視点から見た南極
陸域生態系の発達•
遷移の解明につな

なし b 進捗中 【施策番号560に同じ】

なし

課題と今後の方針

・海洋生態系については、日本側の定
常観測点の60年に渡る長期的な基礎
データと併せた解析による、南極底層水
の生成過程の定量把握及び棚氷・氷山
群を含めた物質循環過程の解析、海氷
生成変動や海洋の流れ場の変動に伴う
海洋生態系内の種間ネットワークの応
答及び生物種の空間的輸送過程を明ら
かにする。
・陸上生態系については、ペンギン等の
動物調査により取得したデータの解析を
進め、年間を通した集団レベルでの採餌
行動・繁殖成績・行動生態と海氷状況と
の関係を明らかにする。また、コケ類、
地衣類、微小動物類、微生物類などこ
れまでに得られた試料を用い、乾燥耐
性と光合成活性の順応課程、陸上生態
系の富栄養化への寄与等について、多
様な手法による解析を進める。

・引き続き採取したサンプルの分析を進
めるとともに、現場の実情をふまえたモ
ニタリング・マニュアルの改訂を適宜
行っていく。

【施策番号560に同じ】

・脆弱沿岸海域図は個別の有害液体物
質毎に対応しているため、毎年、海上輸
送可能な有害液体物質が追加される毎
に、図を更新し、突発的な大規模流出事
故に対応可能なよう、整備を行っていく。

−

a+ 既に ・平成24年11月に京都において、同年を ・引き続き、わが国の知見を活かした条
達成済み 通じて行われた世界遺産条約40周年記 約運用への貢献等を継続する。
念行事を締めくくる最終会合を、ユネス
コとの協力のもとで開催し、条約の今後
のあり方について一定の方向性を示す
成果文書「京都ビジョン」を発表した。
・ボコバ・ユネスコ事務局長や歴代世界
遺産センター所長、条約締約国関係者、
内外の世界遺産の専門家等主要関係
者の出席を得た最終会合を主催したこと
により，国内における条約の意義に対す
る理解を推進するとともに、対外的に
は、ユネスコ及び世界遺産の分野にお
ける我が国のプレゼンスを高め、我が国
の世界遺産保護に対する積極的な国際
貢献及び世界遺産条約への積極的な取
組を印象づけた。

施策の取組状況と成果

C-1 a 既に達 ・平成24年８月に学識者からなる「新た
成済み な世界自然遺産候補地の考え方に関す
る懇談会」を設置して、国内の既存世界
自然遺産地域における成果と今後の保
全管理のあり方について検討を行い、平
成25年5月に議論の結果を取りまとめ
た。
・各自然遺産地域へ共有しこれを踏まえ
た保全管理の推進を図っている。

なし

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

○

1

679 ○ 世界遺産条約40周年を機にわが国の世界自然遺産地域にお
ける登録後の成果と課題、順応的な保全管理の取組、持続的な利
用、地域社会に果たす役割等について提言を取りまとめ、今後の
世界自然遺産地域の効果的な保全管理等に役立てます。（環境
省、農林水産省）

678 ○ 平成24年は、ユネスコ世界遺産条約の採択後40年を迎え、世
界遺産を改めて振り返り、世界遺産条約の将来を考える節目の年
であるとして、世界各地で世界遺産条約採択40周年記念行事が行
われています。わが国においては、平成24年11月に京都において
ユネスコ全体の40周年を締めくくる行事として最終会合を開催し、
積極的な国際貢献の推進や同条約の意義について国民の理解を
深めます。（外務省、文部科学省、農林水産省、環境省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

達成目標

南極生物多様性データ
ベース
公開データ数：65,535件
（平成22年度末）
アクセス件数：40,230件
（平成24年5月21日）

−

−

環境省ＨＰで公開中
http://www.env.go.jp/wat
er/esi/esi̲title.html

−

−

当初値

南極生物多様性データ
ベース
公開データ数：68,300件
（令和元年度末）
アクセス件数：3,500件
（令和元年度の年間実
績）

−

−

−

−

−

点検値

・南極地域観測事業費
・国立大学法人運営費交付金の内数

・森林・乾燥地・極地保全対策費

・水鳥救護研修センター維持費

・海洋基本計画推進経費の油等汚染対
応国内対応事業費

−

・世界遺産条約40周年記念会合開催費

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

なし b 進捗中 渡り性鳥類の調査及び専門家ワーク
・引き続き、関連条約を通じた取組の推
ショップ開催など、二国間渡り鳥条約・協 進と情報の収集を図る。
定等の関連条約を通じた取組を実施し
た。

なし a 既に達 ・食料及び農業のための植物遺伝資源 ・我が国による本条約の適切な実施。
成済み に関する国際条約については、平成25
年6月24日に加入につき国会承認を得
て、同年7月30日に加入書を寄託した。
これにより、本条約は、我が国につい
て、平成25年10月28日、効力が発生し
た。また、我が国は平成27年10月28日
に加盟した。

○

○

691 ○ 「移動性野生動植物種の保全に関する条約（ボン条約）」（昭和
54年採択）では、条約の附属書に掲載された絶滅のおそれのある
移動性野生動植物種の保全のため、捕獲の禁止や種毎の協定・
覚書の締結などが行われています。
わが国は、本条約で捕獲が禁止される動物について意見を異に
する部分があるため、本条約を批准していませんが、渡り性の鳥
類については近隣国と二国間条約・協定を結ぶほか、関連する
様々な条約等を通じた絶滅のおそれのある移動性野生動物種の
保全に努めています。
引き続き、既存の取組を着実に実施するとともに、ボン条約に関
しては、継続的な情報の収集に努め、必要な場合には、本条約又
は関連する協定・覚書への対応も検討します。（環境省、外務省）
692 ○ 食料及び農業のための植物遺伝資源条約（仮称）の締結に向
けた検討を行います。（外務省、文部科学省、農林水産省、経済産
業省、環境省）

【施策番号396に同じ】

【施策番号397に同じ】

なし b 進捗中 ・発効された条約に対応した承認のため ・条約の基準を満たすことができる日本
の手続きや事務等について規定した「有 国籍船舶用バラスト水管理システムの
害水バラスト処理設備の型式指定等業 承認を進める。
務要領」を制定した。また、条約の基準
を満たすことができる日本国籍船舶用
バラスト水管理システムの承認を進めて
いる。

なし b 進捗中 【施策番号396に同じ】

a+ 既に 【施策番号397に同じ】
達成済み

○

○

なし

・引き続き調査事業を実施し砂漠化問題
に取り組むとともに、科学技術委員会へ
科学者の派遣等を通じて砂漠化対処条
約へ貢献を行う。
・条約の効果的な実施及び国際枠組み
作りに貢献することが引き続き必要。引
き続き調査事業を実施するとともに、砂
漠化対処条約へ調査事業の情報を提供
するなどして貢献を行う。
E-2 a+ 既に ・アホウドリとズグロカモメの衛星追跡調 ・草原性陸鳥の保護について及びその
達成済み 査を行い、ズグロカモメについては衛星 他の共同調査については、関係各国と
追跡調査をもとに、日・中・韓ズグロカモ 協議をしつつ引き続き検討。
メ保全行動計画の実施における点検を
行った。また、シマアオジなどの草原性
陸鳥の保護について日中露韓専門家
ワークショップを開催し、保護のための
普及啓発活動を実施中。日米露におけ
る小型シギ・チドリ類の保護に関する専
門家ワークショップを開催した。
E-2 b 進捗中 ・韓国政府と調整を進めているところ。 ・今後も韓国政府と調整を進める

・砂漠化対策に資する支援を、ODA等に
より引き続き実施する。

課題と今後の方針

690 ○ 条約の発効に備え、条約の基準を満足するバラスト水管理シ
ステムの承認を進めます。（国土交通省）

689 ○ 条約の実施のためのガイドラインの策定など、引き続き国際海 ○
事機関（IMO）の議論に積極的に参加していきます。（国土交通省、
環境省、外務省）

○

○ ○

687 ○ 韓国との間では「環境の保護の分野における協力に関する日
本国政府と大韓民国政府との間の協定（日韓環境保護協力協定、
平成５年発効）」に基づき渡り鳥などの保護協力が行われていると
ころであり、二国間渡り鳥条約・協定の締結交渉に向けた準備を進
688 ○ 条約の締結に向け、バラスト水に起因する環境影響の情報な
どの収集、バラスト水処理技術などに関する基礎情報の収集・分
析などを行い、早期に条約を受け入れるための態勢の検討を進め
ます。（環境省、国土交通省）

施策の取組状況と成果

なし b 進捗中 ・有償資金協力（「灌漑開発事業」）や技
術協力（「土地劣化抑制・有効利用促進
のための能力向上」、「乾燥地生物資源
の機能解析と有効利用」、「半乾燥地小
規模灌漑開発管理」、「砂漠化対処に向
けた次世代型持続可能な土地管理
（SLM）フレームワークの開発」等）及び
サヘル・アフリカの角地域砂漠化対処を
通じた気候変動レジリエンス強化イニシ
アティブを実施。
なし b 進捗中 ・平成25年9月、平成27年10月、平成29
年９月及び令和元年９月に開催された
科学技術委員会（CST）に日本の科学者
を派遣し、科学技術委員会の活動支援
を行った。
・モンゴルにおける持続可能な土地利用
のための砂漠化対策に係る調査を実
施。

国別
達成評価
5 なし 目標

○ ○

4

686 ○ わが国はアメリカ合衆国、中国、オーストラリア、ロシアとの間
で渡り鳥の保全等に関する二国間条約・協定をを締結しています。
この枠組みに基づき、特に生態解明や保全の必要性の高い、アホ
ウドリ、ズグロカモメなどの希少種をはじめとする種について、二国
間で共同調査を実施するとともに、日ロ間で実施する共同調査に
ついても検討を行います。（環境省）

3

○

2

基本戦略への該当

685 ○ 乾燥地域等の自然資源を総合的に保全・管理するための手法
を検討し、研究・調査などを実施します。また、それにより得られた
科学的知見を条約締約国会議や補助機関会合などにおいて提供
しながら、世界の砂漠化問題に積極的に取り組みます。（環境省、
外務省、農林水産省）

1

○

具体的施策

684 ○ 砂漠化の被影響国の途上国に対して、ODAなどを通じ、砂漠
化対策の支援をします。（外務省、農林水産省、環境省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

点検値

・砂漠化対処条約拠出金
・砂漠化防止対策調査経費

・JICA運営費交付金の内数

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

−

−

−

【施策番号396に同じ】

【施策番号397に同じ】

二国間渡り鳥条約・協約 二国間渡り鳥条約・協約
の締結交渉にむけて準 の締結交渉にむけて準
備中
備中

・植物遺伝資源の保全及び取得のための
拠出金（うち食料・農業植物遺伝資源条
約（ITPGR)拠出金）

−

−

【施策番号396に同じ】

【施策番号397に同じ】

−

アホウドリとズグロカモメ アホウドリとズグロカモメ ・アジア太平洋地域生物多様性保全推進
の衛星追跡を継続中
の衛星追跡を.実施し、ズ 費 ②アジア地域渡り鳥等国際共同研究
グロカモメについては保 推進費
全行動計画の実施にお
ける点検を行った。

−

−

当初値

数値
目標
番号

具体的施策

1

2

○

3

○

4

700 ○ 「国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター（沖縄県石垣市）」な
どを通じ、わが国のサンゴ礁などに関する研究や保全などを情報
発信するとともに、ミクロネシア地域における拠点として設立を支援
した「パラオ国際サンゴ礁センター」の研究、教育機能などの推進
に協力します。（環境省、外務省）

699 ○ ICRI東アジア地域会合を開催し、平成22年に策定した東アジア
サンゴ礁保護区ネットワーク戦略2010に基づき、サンゴ礁保護区
ネットワークの強化及び充実を関係各国と連携して推進します。
（環境省）

○

○

○ ○ ○

697 ○ 中国、韓国との間で、黄海とわが国の間を渡り、特に保全の必
要性の高い、ズグロカモメなどの希少種をはじめとする種につい
て、三国間で情報共有などを進めます。（環境省）
698 ○ ICRI（International Coral Reef Initiative）や国際熱帯海洋生態
系管理シンポジウム（ITMEMS：International Tropical Marine
Ecosystems Management Symposium）への参加を通じ、引き続き
国際的なサンゴ礁生態系保全の推進に貢献します。（環境省）

○

○ ○ ○

696 ○ ネットワーク参加地の潜在候補地を抽出し、参加地拡充のベー
スとします。（環境省）

施策の取組状況と成果

B-5 b 進捗中 ・平成20年より毎年「ICRI東アジア地域 ・事業の持続可能性の確保と、地域の
C-1
会合」を開催し、この中で「ICRI東アジア 他のイニシアティブ等との連携が課題。
地域サンゴ礁保護区ネットワーク戦略
2010」を策定した。地域会合の開催を平
成26年まで継続し、上記地域戦略の取
組を推進した。東アジアにおける地球規
模サンゴ礁生態系モニタリングネット
ワーク（GCRMN）の取り組みに貢献し、
平成28年より毎年GCRMN東アジア会合
B-5 b 進捗中 を開催して、モニタリングの取りまとめを
・「国際サンゴ礁研究・モニタリングセン ・引き続き「国際サンゴ礁研究・モニタリ
ター」では、サンゴの白化状況等に関す ングセンター」などを通じた情報発信を
る情報や、石西礁湖における再生事業 行うと共に、「パラオ国際サンゴ礁セン
に関する情報を、ホームページ等を通じ ター」等との国際協力も推進する必要が
て発信した。
ある。
・モニタリングサイト1000（サンゴ礁）の成
果を地球規模サンゴ礁モニタリングネッ
トワークの報告書に反映。
パラオで実施されている科学技術振興
機構及びJICAの研究課題に助言。

a+ 既に ・日中韓の研究者が共同で調査研究を ・引き続き、三カ国間の情報共有を図
達成済み 実施した。
る。

・潜在候補地リストを活用した、効果的
なネットワーク参加地の拡充・推進を図
る。

・引き続き、ネットワーク参加地間の交
流の推進やモニタリング活動の推進を
行う。

・廃棄物の海洋投入処分について、許
可制度を適切に運用することにより、今
後も引き続き海洋投入処分量の削減に
努めて参りたい。
・CCS海底下貯留については、海洋環境
に悪影響を及ぼしていないことを合理的
に確認するための調査項目およびモニ
タリング手法について、技術的な検討を
行っていく。

・COP25で合意に至らなかったパリ協定
における市場メカニズム関する実施指
針の採択に向けて、引き続き国際交渉
においてリーダーシップを発揮していく。

課題と今後の方針
−

当初値

−

−

・海洋環境関連条約対応事業費

・気候変動枠組条約・京都議定書拠出金

予算・税制等
事項名

−

−

・アジア太平洋地域生物多様性保全推進
費 ①アジア地域における生物多様性保
全推進費

一般向けパンフレットを ・アジア太平洋地域生物多様性保全推進
作成した。交流会または 費 ①アジア地域における生物多様性保
研修会を計５回開催し
全推進費
た。

−

−

点検値

国際サンゴ礁研究・モ パラオ国際サンゴ礁セン
ニタリングセンターの活 ターJICAの技術協力が
用の推進
平成24年7月で終了後
は、JSTを通じた学術交
流を予定

−

−

平成26年から2年間
東アジア地域の取組を主 平成26年から2年間ICRI ・アジア太平洋地域生物多様性保全推進
ICRI事務局をホストす 導
事務局をホストした。 費
る
①アジア・オセアニア重要サンゴ礁ネッ
トワーク構築事業
・サンゴ礁生態系保全対策推進費

−

−

ネットワーク参加地間 一般向けパンフレットの
の交流会を４回開催
作成
し、また普及啓発ツー
ルを充実させる（令和２
年まで）

−

達成目標

・アジア太平洋地域生物多様性保全推進
費 ②アジア地域渡り鳥等国際共同研究
推進費
なし b 進捗中 ・ICRI総会に毎回参加し、日本のサンゴ ・引き続きICRI等への参加を通じ、国際 平成26年から2年間
東アジア地域の取組を主 平成26年から2年間ICRI ・アジア太平洋地域生物多様性保全推進
礁保全の取組状況や、日本が牽引して 的に連携する。
ICRI事務局をホストす 導
事務局をホストした。 費
いるICRI東アジア地域のサンゴ礁モニタ
る
①アジア・オセアニア重要サンゴ礁ネッ
リング解析の報告等を行っている。
トワーク構築事業
・サンゴ礁生態系保全対策推進費

E-2

A-1 a+ 既に ・国内の渡り性水鳥重要生息地ネット
B-1 達成済み ワーク参加地間の交流会や研修会を実
B-5
施するとともに、モニタリング活動を推進
C-1
した。
C-2
・本パートナーシップには、令和2年3月
D-1
現在、関係国政府18、国際機関6 国際
E-2
ＮＧＯ12、企業1の計37主体が参画して
いる。
B-1 a+ 既に ・潜在候補地を抽出し、このうち、東よか
B-5 達成済み 干潟（佐賀市）が平成28年５月に124番
C-1
目のネットワーク参加地となった。
E-2

なし b 進捗中 ・日本は、「『気候変動に関する更なる行
動』に関する非公式会合」の開催や、
「美しい星2.0への行動」による途上国支
援に係るコミットメントの表明等を通じ、
すべての国が参加する新しい枠組みの
構築に向けた交渉に積極的に貢献し、
平成27年に「パリ協定」に合意されるに
至った。また、パリ協定合意後は、その
実施指針の策定等、令和2年からの協
定の本格実施に向けた交渉にも積極的
に貢献した。
・特に国連気候変動枠組条約第25回締
約国会議（COP25）では、COP24で合意
に至らなかったパリ協定6条（市場メカニ
ズム）の実施指針の交渉を一つの焦点
として、日本は、首席交渉官・専門家レ
ベルの技術的な交渉に加え、小泉環境
大臣が精力的にバイ会談及び閣僚級の
交渉に参加して議論をリードし、市場メカ
ニズムの実施指針の交渉等に貢献し
た。
また政府代表ステートメント、サイドイベ
ントなどあらゆる場面において、我が国
の実績や取組を積極的に発信した。
なし a+ 既に ・廃棄物の海洋投入処分について、許
達成済み 可制度を導入、運用した結果、陸上で発
生した廃棄物の海洋投入処分量は０を
達成している。
・CCS海底下貯留については、平成28年
（2016年）３月31日付けで環境大臣許可
を発給（国内初事例）、経済産業省が北
海道苫小牧市にて実施している。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

３ 国際的プログラムの実施
695 ○ 「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ」 ○ ○ ○ ○ ○
（EAAFP)は日本を含む東アジア・オーストラリア地域の渡り鳥の飛
来経路（フライウェイ）において、国の政府機関、国際機関、NGO等
の様々な主体の連携・協力を促進し、渡り性水鳥とその重要な生
息地を保全するための枠組みです。我が国には29カ所のネット
ワーク参加地があり、これらの参加地において、普及啓発、調査研
究、研修、情報交換などの活動を推進します。（環境省）

694 ○ ロンドン条約1996年議定書に基づき、海洋環境を保護するた
め、廃棄物の海洋投入処分を原則禁止するとともに一部の廃棄物
については許可制度を導入しており、引き続き同制度を適切に運
用します。また、同議定書の改正により導入された二酸化炭素の
海底下への地下貯留（CCS海底下貯留）に関する許可制度につい
ても、海洋環境への影響を考慮した適正な事業実施を図るため、
同制度を適切に運用します。（環境省）

693 ○ 平成23年12月の国連気候変動枠組条約第17回締約国会議
(COP17)における成果を踏まえ、すべての国が参加する新しい将
来枠組みの構築に向け積極的に貢献するとともに、COP17に際し
て発表した「世界低炭素成長ビジョン」に基づき、東アジア低炭素
成長パートナーシップ構想、アフリカ・グリーン成長戦略等を通じ、
世界の低炭素成長の実現に向け主導的な役割を果たしていきま
す。（外務省、経済産業省、環境省）

施策
番号

48

数値
目標
番号

3

4

○

○

704 ○ わが国とインドネシアが提案し、持続可能な開発に関する世界
首脳会議において地域レベルの対話の場として発足した「アジア森
林パートナーシップ（AFP）」などを通じ、森林減少・森林劣化の抑
制、森林面積の増加、違法伐採対策に取り組み、アジア地域での
持続可能な森林経営を推進します。（農林水産省、外務省、環境
省）

705 ○ 国連森林フォーラム（UNFF）等の国際的な政策対話の場への
積極的な参画などを通じて、世界の森林資源がはぐくむ生物多様
性の保全及び地球温暖化防止のため、違法伐採対策を含めた持
続可能な森林経営の推進に向けて、国際社会の中で、関係国と協
力しつつ積極的な役割を果たしていきます。（農林水産省、外務
省、環境省）

703 ○ 平成18年に策定した「木材・木材製品の合法性、持続可能性 ○
の証明のためのガイドライン」に基づき、森林認証などにより証明さ
れた木材・木材製品を政府調達のみならず、地方公共団体、民間
企業、一般消費者まで普及していきます。（農林水産省、環境省）

○

2

課題と今後の方針

a+ 既に ・東アジア生物圏保存地域ネットワーク ・ユネスコにおいて、ユネスコエコパーク
達成済み （EABRN）会合、東南アジア生物圏保存 の地域ネットワーク強化は重点課題とさ
地域ネットワーク（SeaBRnet)会合、アジ れているため、引き続きアジア・太平洋
ア太平洋生物圏保存地域のネットワー 地域におけるネットワーク会合の開催等
ク（APBRN）会合といった地域別ネット
を通じて、ユネスコエコパーク相互の協
ワークの年次会合へのユネスコエコ
力やネットワーク機能の向上を図る。
パーク関係者及び日本ユネスコ国内委
員会自然科学小委員会MAB計画分科
会委員の参加を支援した。
・アジア太平洋地域のユネスコエコパー
クにおけるエコラベルの活用に関する優
良事例集を作成した。

施策の取組状況と成果

−

a+ 既に ・平成25年4月の第10回国連森林フォー ・現在の取組を継続して実施。（農水省）
達成済み ラムに参画し、我が国のUNFF各国貢献 ・今後とも、世界の森林資源がはぐくむ
イニシアティブ（平成23年にインドネシア 生物多様性の保全及び地球温暖化防
政府と共催で開催した国際セミナー「持 止のため、違法伐採対策を含めた持続
続可能な森林経営の挑戦」）について報 可能な森林経営の推進に向けて、国連
告。特に、モントリオール・プロセスにつ 森林フォーラムなどの国際対話に積極
いては、事務局として参加１２か国間の 的に参画して行く。（外務省）
連絡調整、総会や技術諮問会議の開催
支援等の実施に加え、他の国際的な基
準・指標プロセスとの連携・協調の促進
等についても関係会合を開催するなど
貢献。（農水省）

なし a 既に達 ・平成25年4月の第10回国連森林フォー
成済み ラムにおいて、AFPに関するサイドイベ
ントを、我が国、米国、インドネシア政府
との共催により開催。サイドイベントで
は、多様な利害関係者が対等なパート
ナーとして違法伐採問題等に関して議
論し、問題解決に向けた取組が進めら
れてきたことについて参加者から評価を
得るとともに、これまでの活動を総括し
て終了。

a+ 既に ・地元市町村を中心として関係行政機関 ・ユネスコエコパークの趣旨等について
達成済み や地元関係団体で構成する生物圏保存 広く普及啓発を行うととともに、新規申請
地域（ユネスコエコパーク）の運営協議 に関心を持つ自治体等に対し、国際的
会に関係省庁も参画するなどして、地域 な動向や必要な手続き等について情報
での取組みへの助言等を行った。
提供を行うなど、国内専門家の協力も得
・ESD（持続可能な開発のための教育） ながら支援を行っていく。
の実践の場としてユネスコエコパークの ・日本ユネスコエコパークネットワーク
活用を推進しており、「志賀高原」では、 （JBRN）との連携や実務担当者を対象と
エリア内に位置する小学校による、ユネ したワークショップの開催等を通じて、ユ
スコエコパークを活用した持続可能な地 ネスコエコパークについての理解促進を
域づくりを担う次世代の育成を目指した 図るとともに、ユネスコエコパークのより
教育が進められた。また、域内の地元大 良い管理・運営に資する知識・経験の共
学がユネスコエコパークの核心地域に 有を図るなど、ユネスコエコパークにお
隣接する研究施設と連携して、地元の ける持続可能な地域づくりの取組みを支
ユネスコスクールのESD（持続可能な開 援する。
発のための教育）活動を支援する取組
が行われており、平成28年度から文部
科学省が支援している。
なし a+ 既に ・令和2年3月末までに12,040の林業・木 ・合法証明の信頼性・透明性の向上や
達成済み 材事業体が国内で合法性証明に取り組 合法木材の消費者等への普及を促進。
む事業者として認定。
・平成29年5月に施行された合法伐採木
・認定事業者等の取組が、政府調達等 材等の流通及び利用の促進に関する法
において合法性の証明された木材等の 律（通称「クリーンウッド法」）に基づく木
普及に貢献。
材等の合法性の確認等の取組を促進。

D-1

D-1

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

702 ○ 世界的な潮流を踏まえ、生態系の保全と持続可能な利活用の ○
調和（自然と人間社会の共生）を目的とする生物圏保存地域（ユネ
スコエコパーク）の仕組みを活用する新たな施策の展開などの検
討を進めます。（文部科学省、農林水産省、環境省）

1

○

具体的施策

701 ○ わが国はUNESCOに対して、平成14年度より、ユネスコ持続可
能な開発のための科学振興事業日本信託基金（平成19年度より、
ユネスコ地球規模の課題解決のための科学事業日本信託基金）を
拠出し、アジア・太平洋地域における生物圏保存地域のネットワー
ク活動を積極的に支援しています。（文部科学省、外務省）

施策
番号

−

−

−

−

−

達成目標

世界における持続可能な
森林経営に向けた取組
を推進するため、ＵＮＦＦ
等の国際対話に参画・貢
献するほか、関係各国。
各国際機関等と連携を図
りつつ、国際的な取組を
推進した。とりわけモント
リオール・プロセスについ
ては、事務局として参加
１２か国間の連絡調整、
総会や技術諮問会議の
開催支援等を行うほか、
他の国際的な基準・指標
プロセスとの連携・協調
の促進等についても貢献
また、世界の持続可能な
森林経営の推進に向け
た課題の解決に引き続き
イニシアチブを発揮して
いく観点から、森林・林業
問題に関する幅広い関
係者の参画による国際
会議を毎年開催

アジア・太平洋地域にお
ける持続可能な森林経
営を推進するため、各国
政府、国際機関、NGO等
が参画するAFP会合に積
極的に参画

−

−

−

当初値

−

−

−

−

−

点検値

・UNFF任意拠出金（農林水産省）

−

・木材需要の創出・輸出力強化対策

・日本／ユネスコパートナーシップ事業
（令和元年度まで）
・ユネスコ未来共創プラットフォーム事業
（令和２年度〜）

・ユネスコ地球規模の課題の解決のため
の科学事業信託基金拠出金

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

○

D-3

E-2

712 ○ 政策決定プロセスにおける科学的知見の活用を促進し、科学
と政策のインターフェースを強化するため、IPBES
（Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services）に対して科学的根拠に基づく効果的、効率的
な枠組みとなるよう積極的に参加・貢献し、そのための国内体制を
整備します。（環境省、外務省、農林水産省）

713 ○ アジア・オセアニア地域における地域プロジェクトへの貢献など
を通じ、分類学研究の振興を図っていくとともに、分類学データベー
スの開発、生物種標本の管理状況の改善などを通じた、分類学に
関する各種の情報へのアクセス改善に取り組み、地球規模での生
息生物種の実態解明に貢献していきます。また、特に研究活動を
通じて、同地域の発展途上国における分類学研究のための組織
的な能力向上を行っていきます。（環境省、文部科学省）

なし

a+ 既に ・行政官、研究者等に向けて分類学能 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 力構築及びCITES掲載種分類能力構築
研修を行うなど、発展途上国における組
織的な能力向上を行った。

a+ 既に ・我が国の生物多様性及び生態系サー ・生物多様性国家戦略に基づく取り組み
達成済み ビスの総合評価を行い、平成28年３月に の成果を評価するとともに、次期生物多
「生物多様性及び生態系サービスの総 様性国家戦略に検討に資する情報を整
合評価報告書（JBO2）」を公表した。
理するため、「生物多様性及び生態系
・拠出金を通じて、IPBES体制整備、
サービスの総合評価2020」を令和２年度
IPBES活動内容の協議・調整、GBIFデー に取りまとめる。
タ集積を支援している。
・IPBES作業計画2030を支援し、生物多
様性に関する科学的知見を政策立案・
実施に効果的に活かす。

a+ 既に ・平成30年6月末までに、24か所の生物 ・引き続きクリティカル・エコシステム・
達成済み 多様性ホットスポットの保全戦略が実施 パートナーシップ基金（CEPE）が行う途
され、支援対象団体数は2,305団体に上 上国における生物多様性ホットスポット
る。
の保全の取組を支援していく。

a+ 既に ・REDD+パートナーシップ、UN-REDD、 ・持続可能な森林経営や地球温暖化防
達成済み FCPF等の会合に参画し、REDD+の取組 止対策の推進のため、引き続き、これら
にかかる国際的な連携・協力の推進に の取組を実施する。（農水省）
貢献した。
また、気候変動交渉において、REDD+の
実施のための方法論等について議論し
た。
途上国の劣化した森林や開発放棄地等
の森林再生に貢献する技術に関する調
査や、途上国の森林資源の付加価値向
上に関する調査等を支援した。
衛星画像等による森林のモニタリング手
法等の開発や、森林技術の普及など国
際的な森林減少・劣化対策に対応した
国内体制の整備等を支援した。

711 ○ 平成22年末までに、19ケ所の生物多様性ホットスポットの保全 ○ ○ ○ ○
戦略が実施され、支援対象団体数は1,588に上ったところ、引き続
き同基金が行う途上国における生物多様性ホットスポットの保全の
取組を支援していくことを検討します。（財務省、環境省）

○

課題と今後の方針

a+ 既に ・本プロセスの事務局として、他の国際 ・現在の取組を継続して実施。
達成済み 的なプロセス（FAO、ITTO、フォレスト・ ・モントリオールの事務局については、
ヨーロッパ等）と連携し、森林資源共同 令和2年に中国へ移管。
調査票（CFRQ）の作成を推進。平成24
年12月、我が国でモントリオール・プロセ
ス技術諮問委員会をホストするととも
に、CFRQパートナーシップ会合及び国
際報告に関する国際セミナーを開催。
・定期的に作業部会、技術諮問委員会
を開催しており、温帯林・亜寒帯林地域
における持続可能な森林経営に関する
科学的・客観的な基準・指標の議論に貢
献。
・2019年10月には我が国が第28回作業
部会をホスト。

施策の取組状況と成果

a+ 既に 国等においてはほとんどの品目で高い ・今後も継続した推進が必要である。
達成済み 調達率を達成しており、持続可能な政府
調達が推進されている。
なし b 進捗中 ・国際熱帯木材機関（ITTO）を通じ、平 ・今後も引き続き、ＩＴＴＯを通じた多国間
成24年度以降、生物多様性を目的とし の支援を推進する。
たプロジェクト11件を支援。

なし

国別
達成評価
5 なし 目標

なし

○

○

4

○

3

710 ○ 開発途上国における持続可能な森林経営や、「途上国におけ
る森林減少・劣化に由来する排出の削減等（REDD＋：Reducing
Emissions from Deforestation and Forest Degradation in
developing countries, and the role of conservation, sustainable
management of forest and enhancement of forest corbon stocks in
developing countries）」をはじめとする地球温暖化防止対策の推進
を図るため、基礎調査や技術開発、人材育成などに取り組みま
す。（農林水産省、外務省、環境省）

2

基本戦略への該当

なし b 進捗中 ・森林炭素パートナーシップ基金では、 ・引き続き同基金が行う途上国における
令和2年1月までにレディネスファンド参 活動を支援していく。
加の受益国47か国中46か国のFCPF支
援計画（R-PP)が参加者会合による審査
を経て承認され、活動を実施または準備
中である。
・中央における森林政策支援、及び地方
における持続的な森林管理について、
計画立案とその実行を中央と地方政府
の連携を強化しながら側面支援した。
・他ドナーとも連携しつつREDD＋の実施
に不可欠な関連政策・制度構築、技術
支援、国際文書作成支援等を推進した。
REDD+については、準備段階から実施
段階、成果支払いの獲得へと進む国も
出てきている。

1

709 ○ 世界銀行が森林保全活動を通じて森林減少の抑制に取り組む ○ ○ ○ ○
途上国を支援するために設置した森林炭素パートナーシップ基金
（FCPF）に対し、わが国は14百万ドル（平成20年度に1千万ドル、平
成23年度に4百万ドル）の拠出を行っており、REDD国家戦略を実
施するための能力向上支援、途上国の森林減少を抑制するため
のモニタリング技術開発に積極的に貢献していきます。（財務省、
外務省、農林水産省、環境省）

708 ○ 平成20年にITTOが策定した「熱帯生産林における生物多様性
ガイドライン」の普及と適用を推進するとともに、CBDの森林の生物
多様性作業計画実施をITTOのプロジェクトを通じ支援します。（外
務省、農林水産省）

707 ○ 引き続き、グリーン購入法に係る基本方針に基づく持続可能な
政府調達を推進します。（環境省）

706 ○ モントリオール・プロセスについては、平成19年から、わが国が
事務局をホストし世界の持続可能な森林経営の確立に向けてリー
ダーシップを発揮しつつ、森林経営の持続可能性を把握・分析・評
価するための「基準・指標」の策定・適用に向けたプロセス内及び
他の国際プロセス（国際熱帯木材機関（ITTO：International
Tropical Timber Organizations）、フォレストヨーロッパ）等と連携し
た取組を推進します。（農林水産省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

−

−

本プロセスの事務局とし
て、本プロセスの指標の
改訂作業（〜平成20
年）、参加各国の第2回
国別報告の作成（平成21
年）、本プロセス総会開
催（５回、平成19〜23年）
等の活動を企画調整。ま
た、国連森林フォーラム
（UNFF）、他の国際的な
プロセス（ITTO、フォレス
ト・ヨーロッパ）、国際機関
等と連携した国際セミ
ナーを企画し、わが国で
実施（平成23年）

当初値

−

−

−

−

−

−

−

−

点検値

・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

・生物多様性及び生態系サービスに関す
る政府間科学政策プラットフォーム
（IPBES）拠出金
・地球規模生物多様性情報機構（GBIF)拠
出金
・生物多様性及び生態系サービスに関す
る科学政策プラットフォーム推進費

−

・途上国森林再生技術普及事業
・途上国持続可能な森林経営推進事業
・REDD+推進民間活動支援事業

JICA運営費交付金の内数

・ITTO･CBD共同プロジェクト拠出金(外務
省)
・熱帯林違法伐採対策新体制推進事業
（平成26年度終了）

・国等におけるグリーン購入推進経費

−

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

○

717 ○ 国連環境計画（UNEP）、国連食糧農業機関（FAO）、国連教育
科学文化機関（UNESCO）、経済協力開発機構（OECD）をはじめと
する国際機関などが開催する各種国際会議において、今後とも積
極的に情報の交換を行うとともに、多国間条約や二国間科学技術
協力などに基づく調査・研究情報の交換を進めます。（環境省、外
務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省）

○

○

719 ○ 北太平洋地域における海洋及び沿岸の環境保全・管理・開発
のための行動計画（NOWPAP：Northwest Pacific Action Plan）の活
動への積極的な参加や支援を通じて、北西太平洋海域における、
海洋環境に係るデータの集積及び海洋汚染の原因等の科学的解
明への貢献、国際協力体制の構築等の推進を図り、海洋環境汚
染防止の観点から生物多様性の保全の向上を図ります。また、海
洋保護区については、適正な保護区の設定の推進や管理の向上
のため、特殊モニタリング・沿岸環境評価地域活動センター
（CEARAC：Special Monitoring & Coastal Environmental
Assessment Regional Activity Centre）への支援を通じて各国の海
洋保護区の設定の考え方や管理の在り方等について整理します。
（環境省）

720 ○ NOWPAPにおける漂着ごみに関する地域行動計画（RAPMALI）を通じて、発生源の究明のための相互の情報交換や政策対
話等の協力を推進し、外国由来の漂流・漂着ごみ問題への対応を
強化します。（環境省）

718 ○ 東アジア地域の13か国が参加する東アジア酸性雨モニタリン
グネットワーク（ＥＡＮＥＴ）では、平成21年時点で19地域の土壌、18
地域の森林植生、17の湖沼・河川について、酸性雨による生態系
への早期把握・実態解明のためのモニタリングを実施しています。
今後も、東アジアにおける酸性雨による影響を未然に防止するた
め、同ネットワークの活動を推進していきます。（環境省）

○

4

716 ○ クリアリングハウスメカニズム戦略計画に基づき、国内におけ
る調査研究の促進により情報の蓄積に努めるとともに、開発途上
国支援の観点からも各国との情報の交換を積極的に進めます。ま
た、生物多様性情報システムの存在を研究者などに周知し、利用
を促進するとともにデータ提供者も増やします。さらにいろいろな情
報システムを相互に連携させ、利用者が利用できる情報量を増や
します。（環境省）

3

○

2

○

課題と今後の方針

a+ 既に ・生物多様性情報システムやインター
・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み ネット自然研究所ウェブサイトにおいて、
ユーザーインターフェースを高めるととも
に、一部英語サイトを開設し、自然環境
情報の発信を強化している。

a+ 既に ・生物多様性クリアリングハウスメカニズ ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み ム（CHM）の普及啓発を関係機関や
JICA研修で行った結果、メタデータの登
録件数が、平成24年3月と比較して約6
割増加した。

施策の取組状況と成果

a+ 既に ・既存の枠組みを通じた連携を進めると ・IPBESなど既存の国際的な枠組みへの
達成済み ともに、IPBESを含めた各種国際会議等 関与等を通し、引き続き調査・研究情報
において、調査・研究に関する情報交換 の交換を促進していく。
を行っている。

a+ 既に ・EANETのモニタリングサイトは、酸性雨 現在の酸性雨に係る取組を継続しつ
達成済み モニタリングサイトと生態影響モニタリン つ、今後PM2.5やオゾンを含む大気汚染
グサイトがあり、2000年時点にそれぞれ 全般に係る取組を重点的に実施する。
67サイト、15サイトであったが、2018年に
は109サイト、47サイトとなっている。
・2018年における生態影響モニタリング
サイトは、土壌・植生について20地域27
なし b 進捗中 ・CEARACの活動を積極的に支援、特 ・COP10で合意された愛知目標において
に、NOWPAPのプロジェクトである富栄 も、海洋の生物多様性の保全について
養化状況の判定手法について、手法の その重要性が認識されているものの、海
案と手順書を策定するとともに、これを 洋の生物多様性に関する知見は不足し
用いた判定の試行的実施及び改善の検 ていることから、引き続き情報の収集・
討を行っている。
整理に努めるとともに、生物多様性を指
・また、生物多様性を指標とした海洋環 標とした海洋環境評価手法に確立に向
境評価手法について、各国共通の手法 けた検討を進め、日本海における海洋
開発に向けた課題の抽出・整理を行っ 生物多様性の保全を引き続き促進す
た。
る。
・NOWPAP政府間会合においては、我が
国から海洋生物多様性に関する地域行
動計画（RAP-BIO）の策定に向けた検討
状況等を報告する等、各国の生物多様
性に関する情報を共有した。
・地域で連携したモニタリングを実施し、
得られたデータ等を活用しつつ、海洋環
境評価手法の確立に向けた検討を行い
海洋汚染の防止を図ることで、沿岸・海
洋域における生物多様性の保全に寄与
した。
なし b 進捗中 ・海洋ごみ地域行動計画(RAP-MALI)に ・海洋ごみ地域行動計画(RAP―MALI)
基づき、各国において種々の施策が実 に基づき、各国において更なる取り組み
施され、NOWPAP国際海岸クリーンアッ を実施するとともに、各国間の連携を
プや海洋ごみ管理ワークショップの実施 図っていく必要がある。
等により、各国における海洋ごみ問題に ・また、ケーススタディにより得た知見を
関する施策推進に寄与した。
踏まえ、海洋環境の改善のための河川
・また、陸上からの汚染物質の流入と隣 と沿岸域の統合管理に関する取り組み
接する沿岸地域における環境変化との を推進する必要がある。
関係を解明するため、NOWPAPの代表
的地域においてケーススタディを実施す
ることで、河川に含まれる化学物質等が
沿岸海洋地域の環境に与える影響に関
する知見が蓄積され、海洋生物多様性
の保全の向上に貢献した。海洋ごみ地
域行動計画(RAP―MALI)を推進し、
NOWPAP国際海岸クリーンアップや海洋
ごみ管理ワークショップを実施し、また、
陸上からの汚染物質の流入と隣接する
沿岸地域における環境変化との関係に
関する知見を得ることで、沿岸・海洋域
における生物多様性の保全に寄与し
た。

なし

なし

D-3 a+ 既に ・JICA研修において、クリアリングハウス ・現在の取組を継続して進めていく。
E-1 達成済み メカニズムの仕組みや重要性について
講義を行い、利活用の促進に努めてい
る。また、生物多様性情報システムやイ
ンターネット自然研究所ウェブサイトにお
いて、適宜調査成果を公表し、提供する
情報量の増大に努めている。

E-1

E-1

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

715 ○ すべての利用者に使いやすいものとなるよう、目的情報への
到達をより容易にできるようにするとともに、提供する情報の国外
向け対応を進めるなど、国内外への自然環境情報の発信を強化し
ます。（環境省）

1

○

具体的施策

714 ○ 生物多様性クリアリングハウスメカニズム（CHM）については、
環境省が日本のフォーカルポイントとしての役割を十分に発揮でき
るよう、国内外との情報交換・連携を推進します。（環境省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

−

メタデータ登録数
3,140件
（平成24年3月末）

当初値

−

−

−

−

−

−

メタデータ登録数
5,002件
（令和２年3月末）

点検値

・北西太平洋地域海行動計画推進費

・北西太平洋地域海行動計画推進費

・東アジア地域における越境汚染対策の
ための国際協調推進費

・生物多様性及び生態系サービスに関す
る政府間科学政策プラットフォーム
（IPBES）拠出金
・地球規模生物多様性情報機構（GBIF)拠
出金
・生物多様性及び生態系サービスに関す
る科学政策プラットフォーム推進費
・愛知目標の実現に向けたCOP10主要課
題検討調査費
・中間評価をふまえた愛知目標達成方策
検討調査費
・EANET拠出金

・地球規模生物多様性情報システム整備
推進費

・地球規模生物多様性情報システム整備
推進費

・地球規模生物多様性情報システム整備
推進費

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

4

○

○

○

726 ○ 国内外におけるわが国の経験と知見を活用し、持続可能な農
林水産業に対する国際協力を推進し、砂漠化防止、水資源の持続
可能な利用、地球温暖化対策などの地球環境保全に積極的に貢
献します。（農林水産省）

727 ○ 二国間協力としては、国際協力機構（JICA）を通じた技術協力
を実施し、開発途上国における持続可能な森林経営を推進しま
す。（外務省、農林水産省）

728 ○ 多国間協力としては、国連食糧農業機関（FAO）や国際熱帯木
材機関（ITTO）などを通じ、途上国において違法伐採対策などの持
続可能な森林経営の推進を目的としたプロジェクトを推進します。
（外務省、農林水産省）

729 ○ 水産業における多国間協力としては国連食糧農業機関（FAO）
や東南アジア漁業開発センター（SEAFDEC）などへの資金の拠出
などを通じて、持続的な漁業のための国際資源管理及び漁村開発
の推進を目的としたプロジェクトを推進します。（農林水産省）

○

○

725 ○ 開発途上国などのニーズを基に、生物多様性に関係する研究 ○
を含む環境分野や生物資源分野などにおける地球規模課題を対
象とし、その解決及び科学技術水準の向上に資する新たな知見を
獲得すること、及び開発途上国の人材育成とその課題対処能力の
向上を目的として、社会実装の構想を有する国際共同研究をＯＤＡ
と組み合わせて実施する、「地球規模課題対応国際科学技術協力
プログラム（ＳＡＴＲＥＰＳ：Science and Technology Research
Partnership for Sustainable Developmet）」を推進します。（文部科
学省、外務省）

４ 開発途上国への支援及び協力
724 ○ 開発途上国のニーズ、生物多様性を取り巻く国際社会の動
向、気候変動などの地球規模の課題などを踏まえ、より効果的か
つ効率的に生物多様性分野を含めた環境分野における国際協力
を推進します。（外務省）

○

○

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

【施策番号608に同じ】

a+ 既に ・持続可能な森林経営を推進するため、 ・今後も引き続き、国際協力機構（JICA）
達成済み ＪＩＣＡを通じた技術協力プロジェクト、開 を通じた技術協力を実施し、開発途上国
発調査、研修を実施。たとえば、ベトナ における持続可能な森林経営を推進す
ムにおける持続的自然資源管理プロ
る。途上国政府からの要請に応じ森林
ジェクトフェーズ１及び２（技術協力プロ 保全・造成に係る協力を検討する。
ジェクト）、コンゴ民主共和国においては ・現在の取組を継続して実施
「持続可能な森林経営促進のための国
家森林モニタリングシステム強化とＲＥＤ
Ｄ＋パイロットプロジェクト」を実施し、森
林減少・劣化対策の促進を支援してい
る。また、インドでは、最近では５州５案
件に対する円借款を供与し、持続的森
林管理、生計向上活動、組織体制強化
に資する支援を行っている。
・持続可能な森林経営を推進するため、
技術協力プロジェクトに職員を派遣。
なし b 進捗中 ・国連食糧農業機関（FAO）に対して、信 ・我が国はＩＴＴＯホスト国として引き続き
託基金によるプロジェクトへの任意拠
違法伐採対策など熱帯林の持続可能な
出、職員の派遣等の貢献を行った。国 経営の促進に資するプロジェクトの実施
際熱帯木材機関（ITTO)に対して、違法 を支援していく。
伐採対策などのプロジェクト(例：パナマ
国ダリエン地区における熱帯雨林ガバ
ナンス)を実施するための資金拠出を
行った。
なし b 進捗中 ・国連食糧農業機関（FAO）や東南アジ ・現在の取組を継続して進めていく。
ア漁業開発センター（SEAFDEC）などへ
の資金拠出などを通じて、持続的漁業
や増養事業の発展に貢献した。

なし

なし a 既に達 【施策番号608に同じ】
成済み

・今後も、開発途上国のニーズ、生物多
様性を取り巻く国際社会の動向、気候変
動等の地球規模の課題などを踏まえ、
効果的かつ効率的に生物多様性分野を
含めた環境分野における国際協力を継
続する。
なし b 進捗中 ・文部科学省および科学技術振興機構 現在の取組を継続して進めていく。（文
（JST）と、外務省および国際協力機構 科省）
（JICA）は、開発途上国のニーズに基づ
き、地球規模課題の解決につながる新
たな知見の獲得と科学技術水準の向上
を目的とする地球規模課題対応国際科
学技術協力プログラム（SATREPS）を実
施している。この事業では環境・エネル
ギー、生物資源、防災、感染症を協力分
野として設定しており、H.24.9〜R.2.3まで
に実施した生物多様性関係プロジェクト
は、33件である。

なし b 進捗中 ・ODA大綱及びODA中期政策等に基づ
き、生物多様性分野を含む環境分野に
おける国際協力を効果的かつ効率的に
推進した。

a+ 既に ・生物多様性、気候変動、災害などの地 ・生物多様性等の地球規摸課題への対
達成済み 球規摸課題への対応に向けた政策決定 応に向けた政策決定等に貢献する情報
等に貢献する情報の創出を目指し、｢全 の創出を目指し、全球地球観測システ
球地球観測システム（GEOSS）10年実施 ム（GEOSS）の構築に向けて引き続き地
計画｣及びその後継である「地球観測に 球観測を実施するとともに、国際協力を
関する政府間会合（GEO）戦略計画
推進する。
2016-2025」に基づいて各国の衛星・海
洋・地上観測のネットワークの強化、取
得した地球観測データ等の共有基盤の
整備等を国際協力により推進し、全球地
球観測システム（GEOSS）の構築に貢献
している。
E-1 a+ 既に ・AP-BONの事務局として、GEOとも連携 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み しつつ、年2回程度の会合を開催し、東・
東南アジアの研究者の情報共有や能力
構築の機会を提供している。

E-2

なし b 進捗中 ・ＧISPに関する情報収集に努め、ＧISP ・引き続き整理・検討を進める。
への協力のあり方について検討中。

国別
達成評価
5 なし 目標

○

3

723 ○ 生物多様性観測ネットワーク（GEO BON：Group on Earth
Observations Biodiversity Observation Network）との連携協力を
図りながら、アジア太平洋地域における生物多様性モニタリングの
ネットワークの活動を重点的に支援します。（環境省）

2

基本戦略への該当

○ ○

1

722 ○ 地球観測に関する国際的枠組みの将来を展望して、今後とも
GEO（Group on Earth Observation）を積極的に支援し、全地球観
測システム（GEOSS：Global Earth Observation System of Sytem）
の構築に貢献するため、地球観測を推進していきます。（文部科学
省）

721 ○ GISP（Global Invasive Species Programme）への協力を進めるこ
とを検討します。（環境省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

点検値

・JICA運営費交付金の内数

・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

・地球観測に関する政府間会合（GEO）拠
出金

・外来生物対策管理事業費（一部）

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

−

−

−

【施策番号608に同じ】

・東南アジア地域持続的水産業推進事業

・ITTO･CBD共同プロジェクト拠出金（外務
省）
・国際連合食料農業機関拠出金(外務省・
農林水産省）
・ITTO拠出金（外務省・農林水産省）

・JICA運営費交付金の内数

【施策番号608に同じ】

生物多様性関連プロジェ 生物多様性関連プロジェ ・JST及びJICA運営費交付金の内数
クトの実施数：12件
クトの実施数：33件
（平成24年5月24日）
（平成24年9月から令和2
年3月まで）

−

−

−

−

当初値

-

数値
目標
番号

具体的施策

1

2

3

4

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当
施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

達成目標

当初値

○

○

○

736 ○ 「モニタリングサイト1000」事業において、温暖化影響がより顕
著に現れる高山帯をはじめ、わが国を代表するさまざまな生態系
の変化の状況をより的確に把握するために、継続的に調査を実施
します。（環境省）

737 ○ 日本各地における生態系モニタリングを実施し、各省などの
データの共有、相互利用の推進などの連携強化や速報性の向上
を図り、わが国の自然環境の総合的な監視体制の構築を進めま
す。（環境省）

738 ○ モニタリングの実施にあたっては、専門家・NGO・ボランティア・
地方自治体をはじめ、多様な主体の参画・協力を得て、効果的か
つ継続的な調査の実施を行うとともに、調査結果の公表と自然環
境情報の整備・提供を随時行い、生物多様性の保全施策への利
活用を進めます。（環境省）

○

○

735 ○ ニホンジカやクマ類をはじめ、わが国の生態系や農林水産業
に大きな影響を及ぼす鳥類･哺乳類のきめ細かな保護管理施策を
進めるため、これら特定の野生動物に係る重点的な生息情報の収
集を実施します。（環境省）

739 ○ 国内のみならず海外関係諸国・関係機関との連携協力・情報
共有を図り、生物多様性観測ネットワーク（GEO BON）など地球規
模の生物多様性に関する情報基盤の整備に貢献します。（環境
省）

○

734 ○ 生物多様性に関する一般市民の関心と認識を深めるため、さ
まざまな関係機関・専門家などと連携しながら、身近な自然事象の
変化や野生生物の分布などに関する情報を広範に収集する市民
参加型調査を実施し、その結果を広く情報発信します。（環境省）

E-1

E-2

E-2

E-2

E-2

【施策番号519に同じ】

【施策番号550に同じ】

【施策番号426に同じ】

a+ 既に ・AP-BON等を通じて、GEO BONに連
・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 携・協力し、アジア地域の生物多様性観
測のネットワーク化を支援している。
・AP-BONの取組の一環として、年に2
回、会合を開催している。直近では、令
和元年6月にクアラルンプールでAPBONワークショップを開催し、同年11月
にキャンベラで開催されたAOGEOシン
ポジウムでAP-BON分科会を開催した。

a+ 既に ・モニタリングサイト1000において、専門 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 家・NGO・ボランティア・地方自治体等の ・また、市民参加型調査の生物情報収
多様な主体の参画・協力を得て調査を 集・提供システムである、「いきものロ
実施し、結果を公表した。また、市民参 グ」を引き続き運用し、全国的な生息情
加型調査である「いきものみっけ」を実 報の収集整備に努める。
施し結果を公表している。

a+ 既に ・モニタリングサイト1000において、日本 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み を代表する生態系の全国的なモニタリン
グ調査を実施し生態系毎に速報等を公
開している。

a+ 既に 【施策番号519に同じ】
達成済み

b 進捗中 【施策番号550に同じ】

A-1 a+ 既に 【施策番号426に同じ】
E-2 達成済み

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

第８節 情報整備・技術開発の推進
（総括） 自然環境基礎調査、モニタリングサイト1000、保護林、緑の回廊におけるモニタリング調査をはじめ各種の調査を行ったほか、河川水辺の国勢調査を含めたそれらの調査結果を整理・公開するとともに施策への活用を図りました。
１ 生物多様性の総合評価
730 ○ わが国の生物多様性の現状や動向を的確に把握し、国民の
○
E-2 b 進捗中 ・我が国の生物多様性及び生態系サー ・生物多様性国家戦略に基づく取組を踏 生物多様性の現状及
−
生物多様性に関する理解を進めるため、生物多様性の変化の状
ビスの総合評価を行い、平成28年３月に まえ、我が国の生物多様性及び生態系 び各種施策の効果を
況や各種施策の効果を把握する適切な指標を設定し、わが国の生
「生物多様性及び生態系サービスの総 サービスの状態を評価するとともに、次 把握するための指標を
物多様性に関する現状を総合的に評価します。また、評価結果等
合評価報告書（JBO2）」を公表した。
期生物多様性国家戦略に検討に資する 設定し、わが国の生物
は地図で表現するなど、分かりやすく取りまとめるとともに、定期的
情報を整理するため、「生物多様性及び 多様性の現状について
に更新していきます。（環境省、関係府省）
生態系サービスの総合評価2020」を令 総合的な評価を行う
和２年度に取りまとめる。
（平成27年まで）
731 ○ 農地、森林、藻場・干潟等にどのような生きものが生育・生息し
○ ○
なし a+ 既に ・全国を気候区分及び樹種ごとに分け、 ・引き続き希少な野生水生生物の科学
−
−
ているのかを調査するとともに、農林水産業により形成された生態
達成済み 代表的な林分を対象に、植生調査、昆 的知見及び評価手法をHP及びパンフ
系に特徴的な生物相の特性や調査方法等過去に得られた基礎的
虫調査等の現地調査を行い、データの レットを通じ公表することにより、生物多
なデータを活用するなど、農林水産業の生物多様性への正負の影
収集整理・分析を実施し、森林の生物多 様性の維持・向上の取組を推進する。
響を把握し、関連施策を効果的に推進するための科学的根拠に基
様性の状態を表す指標を特定するととも ・引き続き委託プロジェクト研究等により
づく生物多様性指標の開発を推進し、農林水産業が生物多様性に
に、指標の特性について検討した。
取組の推進を図る。
果たす役割を明らかにするとともに、国民的及び国際的な理解を
・平成20年から24年度まで漁場環境生
深めることを推進します。（農林水産省）
物多様性評価手法開発事業において、
漁場環境における生物の多様性につい
て評価手法の開発に取り組み、平成24
年度までに有効と見込まれる数種の指
標の調査分析法をまとめた。平成25年
度から29年度まで実施した漁場環境生
物多様性保全総合対策事業で得られた
科学的知見及び評価手法をHP及びパン
フレットにより公表した。
・平成25〜29年度までに委託プロジェク
ト研究「生物多様性を活用した安定的農
業生産技術の開発」により水田環境に
おける生物多様性の指標を開発した。こ
の指標等を活用し、農業が生物多様性
や生態系サービスに及ぼす影響の解明
に関する研究を実施しているところ。
２ 調査・情報整備の推進
732 ○ 昭和48年度から実施している自然環境保全基礎調査を引き続
○
E-2 b 進捗中 ・自然環境保全基礎調査の一環として ・現在の取組を継続して進めていく。
−
縮尺2万5千分の１植生
き実施し、速報性の向上に努めつつ、国土の生物多様性の現況把
植生図整備を引き続き推進している。縮
図整備
握や変化状況の監視を進めます。国土の自然環境の基本情報図
尺２万５千分の１植生図については、令
国土の約60％
である縮尺２万５千分の１植生図については、国土の約60%(平成
和元年度までに全国の約89％に当たる
（平成24年3月末）
24年現在）を整備している状況ですが、平成32年までに国土の可
地域の植生図の作成を完了した。
能な限り広い面積を整備するなど早期の全国整備を進めます。
（環境省）
733 ○ わが国の陸域に生息・生育する動植物種の分布に関する継続
○
E-2 a+ 既に ・新たな生物情報収集・提供システムで ・生物情報収集・提供システムである「い
−
−
的な情報収集を行います。わが国の海域における自然環境データ
達成済み ある「いきものログ」を運用している。令 きものログ」を引き続き運用し、全国的な
の収集整備などについては関係省庁が連携して実施します。（環
和2年1月時点で480万件の全国の生物 生息情報の収集整備に努める。
境省、関係府省）
多様性データが収集され、地方公共団
体をはじめとする様々な主体で活用され
ている。

施策
番号

−

−

−

【施策番号519に同じ】

【施策番号550に同じ】

・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

【施策番号519に同じ】

【施策番号550に同じ】

【施策番号426に同じ】

・自然環境保全基礎調査費

−

【施策番号426に同じ】

・自然環境保全基礎調査費

・森林整備推進事業費
漁場環境生物多様性保全総合対策事
業費
・農研機構運営費交付金

−

縮尺2万5千分の１植生
図整備
国土の約89％
（令和2年3月末）

・生物多様性国家戦略推進費

予算・税制等
事項名

−

点検値

数値
目標
番号

具体的施策

1

E-1

E-2

E-2

750 ○ 森林空間データ、森林生態系多様性基礎調査の結果及びデジ
タル空中写真などを森林GIS上で統合的に扱うなど、森林資源情
報の効果的な活用を図ります。（農林水産省）

○

○

○

B-2

なし

B-2

748 ○ 全国約15,700点の定点プロットにつき、地況、植生、枯損木、
鳥獣の生息痕跡、病虫獣害などに係る調査を継続的に実施しま
す。また、成長予測や天然更新等の樹木の生態的特性に係る知
見の収集・分析といった地域森林計画の適切かつ円滑な作成を行
うことを目的とした、モニタリング調査を実施します。（農林水産省）

749 ○ 森林生態系多様性基礎調査（森林資源モニタリング調査含む）
の三巡目までの結果などに基づき、ＦＡＯの「基準・指標」に対応し
た「2015年世界森林資源評価国別レポート」を作成し、わが国及び
世界における持続可能な森林経営の推進を図ります。（農林水産
省）

A-1

747 ○ 生物多様性センターの図書資料データベース登録数は平成24 ○
年3月現在、約24,000件となっていますが、引き続き登録件数及び
登録データ内容の充実化を図っていきます。（環境省）

○

A-1

746 ○ 関係府省をはじめ、地方自治体、大学、民間団体、その他調査 ○
研究機関、博物館など多様な主体が取得した生物多様性情報の
電子化、相互利用及び公開の推進にむけた取組を強化します。特
に、平成16年に設置された自然環境情報に関する省庁情報連携
ワーキンググループや、自然系調査研究機関連絡会議などをはじ
めとする各種の連絡組織などを通じ、自然環境情報に関する情報
交換、連携・交流、ネットワークの強化を進めます。（環境省、文部
科学省、農林水産省、国土交通省）

・現在の取組を継続して進めていく。

課題と今後の方針

・現在の取組を継続して進めていく。
・また、市民参加型調査の生物情報収
集・提供システムである、「いきものロ
グ」を引き続き運用し、全国的な生息情
報の収集整備に努める。

【施策番号715に同じ】

【施策番号714に同じ】

a+ 既に 【施策番号173に同じ】
達成済み

a+ 既に 【施策番号171に同じ】
達成済み

a+ 既に 【施策番号170に同じ】
達成済み

・調査結果の解析や得られたデータの
有効な活用について、引き続き取り組
む。

【施策番号171に同じ】

【施策番号170に同じ】

a+ 既に ・生物多様性に関する図書資料を収集 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み し、生物多様性センターの図書資料デー
タベース登録数は28,153件となった。
・愛知目標の達成に向け、生物多様性
の理解や普及啓発、環境学習にも資す
るものとして、国連生物多様性の10年日
本委員会（UNDB-J）の子供向け推薦図
書の配架など、内容の充実に努めた。

a+ 既に ・自然系調査研究機関連絡会議の開催 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 等を通じ、相互の情報交換、情報共有を
促進し、ネットワークの強化を進めてい
る。

a+ 既に 【施策番号715に同じ】
達成済み

a+ 既に 【施策番号714に同じ】
達成済み

a+ 既に ・過去の調査成果について順次電子化 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み を進めるとともに、自然環境情報GIS提
供システムにおいて、各種調査成果を
GISデータとして提供している。

a+ 既に ・生物多様性センターでは約65,000点の ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 生物標本及び約95,000点の資料を所蔵
し、収集及び維持管理体制の強化を進
めている。

a+ 既に ・GTIや、GBIFなど国際的プロジェクトと
達成済み の協力を図りながら、野生動植物種の
目録などの整備・公開を進めている。

施策の取組状況と成果

A-1 a+ 既に ・自然環境保全基礎調査に加え、モニタ
E-1 達成済み リングサイト1000において、日本を代表
E-2
する生態系の全国的なモニタリング調査
を実施し調査結果を公開した。また、市
民参加型調査である「いきものログ」を
運用している。
・また、地球規模の生物多様性保全推
進のための国際的プロジェクトに貢献す
るとともに、海外関係諸国・関係機関と
の連携協力・情報共有を図っている。

○ ○

○

E-1

国別
達成評価
5 なし 目標

745 ○ わが国の生物多様性に関する、「調査」、「情報」、「普及啓発」、 ○
「標本資料収集」の取組を推進するため、中核的拠点としての生物
多様性センターの組織や機能の充実強化を図ります。特に、地球
温暖化などによって影響を受けるわが国の生物多様性及び生態
系を質的・量的に評価し適切な対策を講じるため、自然環境保全
基礎調査に加えモニタリングサイト1000を推進します。また、関係
省庁、地方公共団体、研究機関、博物館、NGO、専門家、市民な
ど、それぞれが保有する生物多様性情報をこれら主体が施策や活
動に利用できるようにするため、生物多様性センターが核となり、
ネットワークの構築を推進し、情報の相互利用・共有化を図りま
す。地球規模の生物多様性保全推進のための国際的プロジェクト
に貢献するとともに、海外関係諸国・関係機関との連携協力・情報
共有を図ることとし、これら取組に必要な体制の拡充強化を進めま
す。（環境省）

○

○

4

A-1

○

3

744 ○ すべての利用者に使いやすいものとなるよう、目的情報への ○
到達をより容易にできるようにするとともに、提供する情報の国外
向け対応を進めるなど、国内外への自然環境情報の発信を強化し
ます。（環境省）

2

基本戦略への該当

742 ○ 各種調査の実施により得られた自然環境情報について一層の ○
電子化を進め、生物多様性情報システム（J-IBIS）を通じた情報提
供を充実強化しアクセス数の増加を図るなど、インターネットを通じ
広く国内外への情報公開を推進します。特に、さまざまな主体によ
り整備される各種自然環境情報の重ね合わせや解析をウェブ上で
可能とするWebGISを活用したデータの整備・提供、他の統計など
データを含めた多様な解析を可能とする機能の充実を進めます。
（環境省、関係府省）
743 ○ 生物多様性クリアリングハウスメカニズム（CHM）については、
環境省が日本のフォーカルポイントとしての役割を十分に発揮でき
るよう、国内外との情報交換・連携を推進します。（環境省）

741 ○ 生物多様性センターなどにおける生物標本・資料の収集及び
維持管理体制の強化を進めます。（環境省）

740 ○ 官・学の連携を強化しつつ、生物多様性条約の履行のため設
立された世界分類学イニシアティブ（GTI）や、Species 2000、地球
規模生物多様性情報機構（GBIF）など国際的プロジェクトとの協力
を図りながら、野生動植物種の目録などの整備・公開を進めます。
また、目録の基礎となる野生動植物の標本や資料の体系的収集・
情報の共有を図ります。（環境省、文部科学省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

【施策番号170に同じ】

図書資料データベース登
録数
約24,000件
（平成24年3月末）

−

−

−

−

−

−

−

当初値

−

・生物多様性センター維持運営費
・自然環境保全基礎調査費
・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

【施策番号715に同じ】

【施策番号714に同じ】

・地球規模生物多様性情報システム整備
推進費

・生物多様性センター維持運営費

・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費

予算・税制等
事項名

【施策番号173に同じ】

【施策番号171に同じ】

【施策番号170に同じ】

【施策番号173に同じ】

【施策番号171に同じ】

【施策番号170に同じ】

図書資料データベース登 ・生物多様性センター維持運営費
録数
28,153件
（令和２年3月末）

−

−

【施策番号715に同じ】

【施策番号714に同じ】

−

−

−

点検値

数値
目標
番号

3

○

756 ○ 河川環境GISの整備及び公開を引き続き進めます。また、自然
環境保全基礎調査など他の全国的な調査データとの相互利用を
進めます。（国土交通省、環境省）

○

○

○

758 ○ 日本海洋データセンターへの海洋環境に関する基礎データの
集積を推進し、海洋調査機関との連携を一層強化します。（国土交
通省）

759 ○ 海洋環境・生態系の保全等を効果的に進めるために各種海洋
情報を適切に提供することが重要であるため、政府等が保有する
海洋に関する情報を一元的に管理し利用しやすい形で提供する海
洋台帳を整備します。（国土交通省）

760 ○ 大規模な油流出事故等が発生した場合に、的確に対応するた
めに必要となる沿岸域の情報を関係機関等の協力を得て収集、そ
の情報をデータベースとして管理し、インターネットにより提供する
CeisNet（シーズネット）を運用するとともに、CeisNetから情報項目
を調整し、印刷できるようにしたESI（環境脆弱性指標）マップをPDF
により提供します。（国土交通省）

761 ○ 国立公園の管理運営に必要な科学的情報については、関係
行政機関、研究者、地域の専門家などの協力を得て収集し、これ
らの情報を踏まえた国立公園の適切な運営管理を進めていきま
す。（環境省）

○

○

757 ○ 海域環境データベースへのデータの蓄積と内容の充実化を図
ります。（国土交通省）

○

○

755 ○ 魚類、底生動物調査については原則５年、それ以外について
は原則10年でこれらの調査を一巡できるよう河川水辺の国勢調査
を実施し、全国的な河川環境に関する情報を収集するとともに、そ
の全国的な傾向や地域的な生物の生息・生育状況の特徴などを
把握します。（国土交通省）

○

○

○

754 ○ 河川水辺の国勢調査結果から得られた情報から、全体的な環
境の特性、特徴的な場所や生物の重要な生息・生育環境などを容
易に把握することができるよう、河川環境情報図の作成の推進を
図るとともに、河川の整備、管理に活用します。（国土交通省）

課題と今後の方針

・調査結果については、引き続き、河川
管理の様々な場面に活用していく。

・調査結果については、引き続き、河川
管理の様々な場面に活用していく。

【施策番号174に同じ】

・引き続き観測データの蓄積及び内容の
充実化を実施する。

・現在の取組を継続して進めていく。

・引き続き沿岸海域環境保全情報の収
集・整備を行う。

・引き続き海洋状況表示システムの情報
の充実・機能の拡充を推進する。

b 進捗中 ・日本海洋データセンターへ海洋環境に ・引き続き日本海洋データセンターへの
関する情報を集積し、インターネットによ 海洋環境に関する基礎データの集積を
り公開している。
推進する。

b 進捗中 ・瀬戸内海総合水質調査ホームページ
等によりインターネット上に公開してお
り、逐次データを蓄積。またデータベー
スの内容の充実化について実施中。

a+ 既に ・河川水辺の国勢調査で得られたGIS
・引き続き、相互利用を含めた取り組み
達成済み データを「河川環境データベース」にて公 の推進を図る。
開している。
（http://www.nilim.go.jp/lab/fbg/ksnkank
yo/）

b 進捗中 【施策番号304に同じ】

a+ 既に 【施策番号302に同じ】
達成済み

a+ 既に 【施策番号174に同じ】
達成済み

a+ 既に ・「緑の回廊」においては、森林の状態と ・引き続き、「緑の回廊」の適切な保全管
達成済み 野生生物の生息・生育状態の関係を把 理を行うための適切なモニタリング調査
握して保全管理に反映するためのモニ を継続的に実施し、適切な保全・管理を
タリング調査を行うとともに、人工林内の 推進する。
広葉樹を積極的に保残するなど、野生
生物の生息・生育環境に配慮した施業
を実施した。

a+ 既に ・「保護林」の状況を把握するため、森林 ・引き続き、「保護林」の適切な保護管理
達成済み や動物等の状況変化などについてモニ を行うための適切なモニタリング調査を
タリング調査を実施した。
継続的に実施し、適切な保護・管理を推
・また、モニタリング調査等を踏まえ、保 進する。
護林の適切な保護管理の一環として、
植生等回復措置やシカ等による食害を
防ぐための保護柵の設置等を実施し
た。

施策の取組状況と成果

b 進捗中 ・各種海洋情報を収集・管理し、平成31
年3月に運用を開始した、海洋台帳を基
盤とし、より広域性・リアルタイム性に優
れた「海洋状況表示システム」によりイン
ターネット上で公開している。また、ス
マートフォン向けの提供も実施してい
る。
E-2 b 進捗中 ・沿岸海域環境保全情報を整備し、平成
31年3月に運用を開始した「海洋状況表
示システム」の一コンテンツとしてイン
ターネットにより公開している。また、より
速やかに事故現場での措置が講じられ
るよう、スマートフォン向けの提供も実施
している。
なし b 進捗中 ・国立公園の管理運営に必要な科学的
情報については、関係行政機関、研究
者、地域の専門家などの協力を得て収
集し、これらの情報を踏まえた国立公園
の適切な運営管理を進めている。

E-2

E-2

E-2

E-2

E-2

E-2

E-2

C-1

C-1

国別
達成評価
5 なし 目標

○

4

753 ○ 自然環境保全基礎調査やモニタリングサイト1000などを実施
し、全国の森林を含めた自然環境をモニタリングします。（環境省）

○

2

基本戦略への該当

752 ○ 国有林野における緑の回廊について、森林の状態や野生動植
物の生息・生育実態を把握するため、林分構造調査や野生生物の
生息実態などモニタリング調査を進め、状況に応じて植生回復など
の適切な対策を行います。（農林水産省）

1

○

具体的施策

751 ○ 国有林野における保護林について、設定後の状況を把握し、
現状に応じた保全・管理を推進するため、森林や植生の現況、野
生動物の生息状況、入山者の利用状況などについて保護林の区
分に応じたモニタリング調査を進め、状況に応じて植生回復などの
適切な対策を行います。（農林水産省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

点検値

予算・税制等
事項名

−

−

−

−

−

−

−

−

−

緑の回廊：58万6千ha
（平成23年4月）

−

−

−

−

−

−

【施策番号304に同じ】

【施策番号302に同じ】

【施策番号174に同じ】

・自然環境資源の持続的活用推進事業
活用推進事業

・我が国領海及び排他的経済水域におけ
る海洋調査の推進

・我が国領海及び排他的経済水域におけ
る海洋調査の推進

・海洋情報の収集・管理・提供業務の推
進

・港湾整備事業費

・治水事業等関係費

【施策番号304に同じ】

【施策番号302に同じ】

【施策番号174に同じ】

緑の回廊面積：58万4千 ・森林整備・保全費
ha（平成31年4月）

保護林面積：90万3千ha 保護林面積：97万8千ha ・森林整備・保全費
（平成23年4月）
（平成31年4月）

当初値

数値
目標
番号

具体的施策

4

○

765 ○ 独立行政法人森林総合研究所を中心として、森林の恵みを生
かした循環型社会の形成に努め、病虫獣害による森林被害を防
ぎ、生物多様性保全に配慮した持続可能な森林管理を行うため、
生物害に対する被害軽減・共存技術の開発及び生物多様性を保
全するための森林管理・利用技術の開発を行います。（農林水産
省）

○ ○

○

b 進捗中 ・「大学発グリーンイノベーション創出事
業「グリーン・ネットワーク・オブ・エクセレ
ンス」（GRENE）事業環境情報分野」（平
成27年度終了）において、分散している
生物多様性・生態系情報の収集・整備・
標準化、生物多様性・生態系観測の高
度化、モデル地域における生物多様性、
生態系、物質循環、機能やサービスの
評価を実施した。その結果、有効なデー
タソースの確認、有効な評価方法の確
立、また、新規解析・評価方法の開発を
実施できたため、既存の生物多様性・生
態情報を集約し、かつ「地球環境情報プ
ラットフォーム構築推進プログラム」によ
り高度化・拡張と利用促進を行っている
データ統合・解析システム（DIAS）に蓄
積された環境情報を活用することの有
効性を確認できた。
・「地球環境情報プラットフォーム構築推
進プログラム」では、DIASにおいて｢市民
参加による生き物モニタリング調査｣の
ためのアプリケーション等を開発運用
し、生物多様性の現状把握に貢献して
いる。
・地球温暖化への適応に関する取組とし
て、「気候変動リスク情報創生プログラ
ム」（平成28年度終了）及びその後継事
業である「統合的気候モデル高度化研
究プログラム」において、地球温暖化に
よる生物多様性への影響の評価にも貢
B-1 a+ 既に 献する研究開発を実施している。
・生物多様性保全機能、花粉媒介機能、
D-1 達成済み 炭素貯留機能、水源涵養機能、表土保
全機能、水質浄化機能、表土崩壊防止
機能、木材生産機能、レクリエーション
機能、山菜供給機能の10種について指
標を開発して、空間評価モデルを作成し
た。本モデルを茨城県北部で地図化し、
森林生態系を定量的に評価した結果、
炭素貯留や木材生産機能は高齢人工
林で高くなるが、生物多様性保全や花
粉媒介機能は天然林や幼齢林で高いと
いったトレードオフが明らかになった。ま
た当地域では戦後人工林が増加し天然
林とともに加齢したが、これに伴う森林
の機能の増減のパターンは多様である
ことが明らかになった。

E-2

b 進捗中 ・「自然共生」領域において、平成24年
度〜令和元年度の間に計81件の研究
開発を実施した。
・事後評価においては、平成24年度〜
令和元年度の間に終了した課題（計64
件）のうち、「A」評価が47件、「B」評価が
16件であり、樹木の新種比率評価と森
林政策評価にもとづく東南アジア熱帯林
保全対策の策定、遺伝情報解読ブレー
クスルーを活用した「種の保存法」指定
種の最適保全管理等の成果を挙げた。

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

・森林の多面的機能の持続的利用に資
するため、気候変動等や土地利用変化
などによる様々な将来変化に対応可能
なモデルへの高度化を進めるとともに、
他の地域への適用を推進する。

・生物多様性保全への更なる貢献を目
指し、データ統合・解析システム（DIAS）
において、｢市民参加による生き物モニ
タリング調査｣のためのアプリケーション
による情報の充実を図る。
・「統合的気候モデル高度化研究プログ
ラム」において、生物多様性をはじめと
する各分野からのニーズを踏まえ、気候
モデルを高度化し、適応策に必要な気
候予測情報の創出に取り組む。

・環境研究・環境技術開発の推進戦略
（令和元年５月環境大臣決定）で取り組
むべき「研究・技術開発例」として示され
た以下の研究・技術開発等を含め、生
物多様性の保全や生態系サービスの利
用に関する研究・技術開発をより一層推
進していく。
○リモートセンシング、環境ＤＮＡ解析、
遺伝子分析など、様々なレベルの新技
術を活用した生物多様性及び生態系
サービスに関する情報の集積、集積さ
れたビッグデータを解析するためのＩＣＴ
を活用した評価手法、利活用法の開発
○各種の外的要因を考慮した気候変動
による生物多様性や生態系サービスへ
の影響の評価・変化予測手法及びそれ
ら影響への適応策に関する研究開発
○生態系サービスの評価・解明と、これ
を維持する社会システム等の構築に資
する
研究・技術開発
なし a 既に達 ・奄美大島等のマングース対策の経済 ・今後はコンジョイント分析や最新のトラ
成済み 評価を実施し、外来種対策の経済効果 ベルコスト分析手法など適用して最新の
を計測するための手法の開発について 分析法を適用し、より精度の高い適正な
研究を実施した。また、国立公園指定・ 評価が可能となるように評価方法の高
世界遺産登録における、生物多様性保 度化に向けた研究について検討する。
全と観光利用の価値についての評価手
法の開発について研究を実施した。

E-2

国別
達成評価
5 なし 目標

○ ○ ○

3

764 ○ 生物多様性観測ネットワークに大量に蓄積されている生物多
様性情報を統合化することで、生物多様性変動の予測・評価法を
開発するとともに、他の環境情報も用いて生物多様性の保全、地
球温暖化への適応を目指すための研究開発及び人材育成を行い
ます。（文部科学省）

2

基本戦略への該当

○

1

763 ○ 第Ⅱ期環境経済の政策研究（平成24-26年度）では、国内の生
物多様性保全の経済的価値を適正かつ効率的に評価する手法の
開発や、評価結果の効果的な普及方策などの研究を実施します。
（環境省）

３ 研究・技術開発の推進
762 ○ 環境研究総合推進費では、環境研究・環境技術開発の推進戦
略における重点課題等にもとづき、東日本大震災による生態系へ
の影響の解明、アジア規模での生物多様性観測・評価・予測に関
する総合的研究、気候変動対策と生物多様性保全の連携を目指し
た生態系サービス評価手法の開発などの研究を実施します。（環
境省）

施策
番号

−

−

達成目標

生物多様性の質的・機能
的・量的評価手法、固有
の生態系に対する外来
生物に起因する影響の
緩和技術、広域的病虫
獣害の管理技術などの
開発を引き続き推進

−

当初値

−

−

−

−

点検値

・国立研究開発法人森林研究・整備機構

・気候変動適応戦略イニシアチブ（「地球
環境情報プラットフォーム構築推進プログ
ラム」及び「統合的気候モデル高度化研
究プログラム」）
・大学発グリーンイノベーション創出事業
・気候変動リスク情報創生プログラム

・グリーン経済の実現に向けた政策研究
と環境ビジネス情報整備・発信事業

・環境研究総合推進費

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

○

769 ○ 千曲川、多摩川、五ヶ瀬川などをフィールドとして、河川生態学
術研究を進めるとともに、これまでの研究成果を分析し、得られた
学術成果の整理・評価を進めます。（国土交通省）

○ ○ ○

○

775 ○ 地球温暖化に伴う気象・海象の変化や長期的な海水面の上昇
が懸念されており、海岸にとっても海岸侵食の進行やゼロメートル
地帯の増加、高潮被害の激化、生物の生息域の変化など深刻な
影響が生ずるおそれがあることから、潮位、波浪などについて監視
を行うとともに、それらの変化に対応するため所要の検討を進めま
す。（農林水産省、国土交通省）

776 ○ 地球温暖化等による海洋環境の変化や食糧資源としての海洋
生物資源の安定的供給に関する国民意識の高まりを踏まえ、海洋
生物の生理機能を解明し革新的な生産につなげる研究開発や、海
洋生物の正確な資源量予測を行うための生態系を総合的に解明
する研究開発を推進します。（文部科学省、農林水産省）

○

○

D-2

○

774 ○ 海岸保全施設が生態系や環境などの自然環境へ与える影響
や効果を把握するとともに、自然共生型海岸づくりを踏まえた生態
系に配慮した海岸整備について調査検討などを行います。（国土
交通省、農林水産省）

E-2

○

772 ○ これらを基礎データとして、沿岸域の生態系モデルの開発を行
いながら沿岸域の豊かな生物多様性を維持するための研究を推
進します。（国土交通省）
773 ○ 沿岸域における海洋生物における炭素固定（ブルーカーボン）
について調査研究を推進します。（国土交通省）

E-2

・鳥の食性に関する実験など、引き続き
干潟水槽を用いた調査・研究を推進。

・これらの調査結果を今後、河川におけ
る良好な生物の生息空間の保全・復元
に資する復元工法等に広く反映させるこ
とが必要。

【施策番号306に同じ】

b 進捗中 ・平成23年度より、海洋生物資源の安定
的・持続的利用を可能とするために、
「海洋生物資源確保技術高度化」事業を
開始し、海洋生物の生理機能を解明し、
生殖幹細胞移植技術を用いて大型魚の
種苗生産を簡略化させる「借り腹技術」
の開発や海洋生態系を総合的に解明
し、環境の変化や漁業活動による生態
系の影響評価を可能とするモデルの技
術開発を実施している。

・令和２年度までに「借り腹技術」を確立
することや海洋生態系モデルを高度化
することを目標として、研究開発を着実
に推進する。

【施策番号388に同じ】

a+ 既に ・干潟・藻場における生態系の機能と構 ・干潟・浅場造成の実務に役立つよう
達成済み 造を調べ、多様性のある生態系を保全 な、設計やモニタリングを含む一連の順
する手法を提案。
応的管理手法の提案を行う。
a+ 既に ・調査で得られた生物パラメータをうまく ・豊かな生態系の回復に必要な行政施
達成済み 活用し、生物多様性の予測を念頭に置 策（負荷削減や干潟・浅場造成など）の
いた数値シミュレーションを開発。
効果を比較・評価する。
b 進捗中 ・複数の海草藻場におけるCO2の吸収 ・引き続き海洋生物における炭素固定に
速度を測定し定量化した。
ついての調査・研究を推進。
・データの解析等により、CO2吸収量に ・引き続きブルーカーボン生態系を活用
影響を及ぼす要因を解析した。
するための検討を推進。
・ブルーカーボン生態系によるCO2吸収
量の計測・推計に向けた検討を行った。
b 進捗中 ・生態系に配慮した海岸整備についての ・海岸保全施設が生態系や環境などの
調査検討を推進した。
自然環境に与える影響や効果を把握す
るとともに、生態系に配慮した海岸整備
についての調査検討へ引き続き推進。

b 進捗中 ・菊池川、斐伊川、十勝川、岩木川、多
摩川、五ヶ瀬川の6河川をフィールドと
し、現地調査をベースとした研究を進め
た。
・現在では、石狩川、十勝川、千曲川、
木曽川、木津川でも研究が進められて
b 進捗中 いる。
・干潟における物質循環の解明に寄与。

B-1 b 進捗中 【施策番号388に同じ】
C-1

B-1
C-1

E-2

○

771 ○ 現存する自然干潟や造成した干潟・藻場においても、バクテリ
アから鳥類までの広範な生物調査を推進します。（国土交通省）

E-2

○

E-2

・「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」の普及
啓発に努め、生物多様性の確保に配慮
した緑の基本計画の策定を促進する。

課題と今後の方針

b 進捗中 ・河川地形改変に伴う氾濫原環境の再 ・引き続き研究の推進と研究の活用を図
生手法に関する研究や、自然環境に配 る。
慮した護岸工法に関する研究等を実
施。

A-1 b 進捗中 【施策番号306に同じ】

E-2

770 ○ 世界最大規模の干潟水槽（メソコスム）を用いて、水槽内に自
然に定着し生息している生物や酸素、窒素、リンなどの物質循環
の調査研究を推進します。（国土交通省）

○

○

○

施策の取組状況と成果

A-1 b 進捗中 ・都市の生物多様性の確保に配慮した
地方公共団体の「緑の基本計画」策定
支援の観点から、平成23年10月に「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」を策定し、加
えて、平成28年11月に「都市の生物多
様性指標（簡易版）」を、平成30年5月に
「生物多様性に配慮した緑の基本計画
策定の手引き」を策定し、都市の生物多
様性の確保の取組みを推進した。

国別
達成評価
5 なし 目標

768 ○ 現在までに、魚類の生息場所に関する調査・研究を数多く行
○
い、得られた成果は多自然川づくりを実施する際の河道計画、河
岸の設計手法に反映されています。流量や土砂供給量に関する調
査・研究では、付着藻類や底生動物の生息状況を中心に基礎的な
検討を行い、得られた成果は正常流量の設定、土砂還元などの具
体的施策を考える際の基礎資料として活用されています。また、研
究成果を分かりやすく発信する試みも行っており、河川技術者の育
成、環境教育の実践にも力を入れています。（国土交通省）

4

○

3

○

2

基本戦略への該当

767 ○ 自然共生研究センターでの研究等、学識経験者や各種機関と
連携して様々な調査・研究の推進と活用を図ります。（国土交通
省）

1

○

具体的施策

766 ○ 地方自治体等による都市の生物多様性の確保の取組みに資
する科学的知見を提供するため、都市における緑地の量や質、規
模、連続性等と生物多様性の関係に関する調査研究に取り組みま
す。（国土交通省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

点検値

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

【施策番号388に同じ】

−

−

−

−

−

−

【施策番号306に同じ】

−

緑の基本計画
緑の基本計画
策定市町村：662市町村 策定市町村：686市町村
（平成23年3月）
（平成31年3月）

当初値

・研究開発推進費

【施策番号388に同じ】

・海岸事業費
・社会資本整備総合交付金
・防災・安全交付金
・沖縄振興公共投資交付金
・農山漁村地域整備交付金

・港湾整備事業費

・港湾整備事業費

・港湾整備事業費

・港湾整備事業費

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

【施策番号306に同じ】

−

−

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

b 進捗中 ・科学技術振興機構による戦略的創造
研究推進事業において、国が定める戦
略目標のもと、研究領域「海洋生物多様
性および生態系の保全・再生に資する
基盤技術の創出」を設定し、平成30年度
まで海洋生物種の定量把握や種の同定
を高効率化・高精度化するための技術
の開発や、海洋生物資源量や海洋生物
多様性の変動を把握するための技術開
発を実施した。
・平成30年度より、「海洋情報把握技術
開発」事業を開始し、生物多様性に関わ
る情報取得のための技術開発課題の中
で、海洋生物遺伝子情報の自動取得に
向けた基盤技術の開発を実施している。
b 進捗中 ・海洋研究開発機構では、海洋生物に
関する多様性と分布などの情報を持つ
データベース（BISMaL:Biological
Information System for Marine Life）へ
の国内外データの取り込み、公開を進
めている。
また、深海生物の生存戦略とその機能
を理解するとともに、得られた知見、
データやサンプル等を民間企業や外部
機関に広く提供することで、我が国の海
洋産業発展を促進している。
さらに、地球環境変動と人間活動が生
物多様性に与える影響評価のため、特
に情報が少ない深海生態系について、
その充実のために環境 DNA 分析や現
場観測等の調査を実施するとともに、海
洋プラスチックを対象とした新たな計測
技術の開発やデータの拡充を進めてい
る。
b 進捗中 ・平成23年度より、「東北マリンサイエン
ス拠点形成事業」を開始し、東日本大震
災の地震・津波により甚大な被害を受け
た東北沿岸の海域において、海洋の物
理・化学的環境と生物動態に関する幅
広い調査を実施している。

施策の取組状況と成果

・令和２年度までに、海洋生態系の回復
過程や産業復興による海洋生態系への
影響調査を通じて、被災海域の海洋生
態系変動メカニズムを総合的に解明す
る。

・生物機能の有効利用を促進させるため
に深海生態系の機能解明を進めるとと
もに、影響評価への貢献のため計測技
術等の機能向上を進める。

・令和4年度までに、海洋の生物多様性
および生態系の研究に寄与するため、
環境を含む海洋生物遺伝子データの自
動取得技術の実用化を目標として、研
究開発を着実に推進する。

課題と今後の方針

−

−

−

達成目標

−

−

−

当初値

−

−

−

点検値

・教育・科学技術等復興政策費

・国立研究開発法人海洋研究開発機構
運営費

・戦略的創造研究推進事業
・研究開発推進費

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

782 ○ 都市緑化等による温室効果ガス吸収源対策として、都市公園
の整備や、建築物の屋上等の新たな緑化空間の創出等を推進し
ます。（国土交通省）

○

D-2 b 進捗中 ・平成30年度までに、新たに都市公園等 ・引き続き取組みを推進。
整備面積：9,156ha、屋上緑化施工面積：
213ｈａ、壁面緑化施工面積：57ｈａが増
加し、民有地も含めた緑化を推進した。

−

（参考）
都市公園の整備面積
118,165ha、箇所数99,874
箇所（平成23年3月）
屋上緑化施工面積：
304ha
壁面緑化施工面積：
39ha(平成23年3月）

都市公園等整備面積： ・社会資本整備総合交付金
127，321ha 、110,279箇
所（平成31年3月）
屋上緑化施工面積：
517ha
壁面緑化施工面積：96ha
(平成30年3月）

第９節 生物多様性の観点からの地球温暖化の緩和と影響への適応の推進
（総括） 二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス吸収源対策として、森林の適切な管理・保全、緑化の推進、木質バイオマスなどの活用を進めました。また、温暖化の観測・予測・影響評価に関する既存の科学的知見を取りまとめたことを受け、気候変動が日本に与える影響及びリスク評価の検討を開始しています。
１ 生物多様性の観点からの地球温暖化の緩和と影響への適応の推進
780 ○ 森林吸収源対策、バイオマスの利活用、施設園芸・農業機械・
○ ○
B-2 a+ 既に ・森林による二酸化炭素の吸収作用の ・森林吸収量3.5％の確保に向けて、引
−
−
−
・森林整備事業
漁船の省エネルギー対策、環境保全型農業の推進による施肥量
D-1 達成済み 保全及び強化に向けて、平成25年5月に き続き森林吸収源対策を着実に推進す
・森林・林業再生基盤づくり交付金 等
の低減など、農林水産分野における地球温暖化防止策を推進しま
D-2
「森林の間伐等の実施の促進に関する る。
す。（農林水産省）
特別措置法」を改正延長。同法に基づ ・IPCC温室効果ガス収支目録にブルー
き、森林吸収量3.5％の確保に向けて、 カーボンを登録することを目指して、藻
年間52万ha（平成25〜32年平均）の間 場の炭素吸収機能の詳細の科学的解
伐や保安林等の適切な管理・保全、再 明に取り組む。
造林等による森林の吸収能力の維持向
上、国民参加の森林づくり、木材及び木
質バイオマス利用拡大等の森林吸収源
対策を推進。
・「パリ協定に基づく成長戦略としての長
期戦略」に基づき、有用水生植物を用い
た藻場の保全・回復等のCO２の吸収源
としての可能性を追求するため、ブルー
カーボンの算出方法や評価基準等につ
いて情報整理、議論を推進。
781 ○ わが国が引き続き地球温暖化対策に最大限の努力を行うとの
○ ○
B-2 a+ 既に 【施策番号117に同じ】
【施策番号117に同じ】
【施策番号117に同じ】 【施策番号117に同じ】
【施策番号117に同じ】 【施策番号117に同じ】
8
観点から、気候変動枠組条約のCOP17等国際的に合意された森
D-1 達成済み
林経営による森林吸収量の算入上限値である基準年排出量比
D-2
3.5％の確保に向けて必要な財源の確保に向けた取組を進めると
ともに、「森林・林業の再生」に向けた取組を加速しつつ、健全な森
林の育成や森林吸収量の算入対象となる森林の拡大整備、保安
林などの適切な管理・保全、再造林等による森林の吸収能力の維
持向上、木材製品の利用促進による炭素貯蔵機能の発揮、国民
参加の森林づくり、木材及び木質バイオマス利用の推進などの総
合的な取組を、政府、地方自治体、林業・木材産業関係者、国民な
ど各主体の協力のもと、一層の推進を図ります。（農林水産省）

E-2

E-2

E-2

国別
達成評価
5 なし 目標

○

4

779 ○ 東北沖において、漁場の回復に資する科学的知見を提供する
ため、モデル海域を中心に、先端的な観測・解析技術を用いた調
査研究を実施し、海洋生態系の変動メカニズムを解明する調査研
究に取り組みます。（文部科学省、農林水産省、環境省）

3

○

2

基本戦略への該当

778 ○ 海洋を中心とする生物圏について、生物の調査および生態・機
能等の研究を行うとともに、資源としての多様な生物における潜在
的有用性を掘り起こし、社会と経済の発展に資する知見、情報を提
供します。また、これらの生物圏の大気・海洋や固体地球との相互
関係を理解することで、将来発生し得る地球環境変動の影響評価
に貢献します。（文部科学省）

1

○

具体的施策

777 ○ 海洋の生物多様性および生態系を把握するための先進的な
計測技術と将来予測に資するモデルの研究開発を行い、これらを
保全・再生するために必要な基盤技術を創出することを目指しま
す。（文部科学省）

施策
番号

具体的施策

○

4

792 ○ 風力発電施設にオジロワシなどの希少な鳥類が衝突する事故
（バードストライク）が発生しており、野生生物保護及び風力発電の
推進の障害のひとつとなっていることから、風力発電施設へのバー
ドストライクのリスクを軽減するための技術の開発に努め、野生生
物の保護と風力発電の推進の両立を目指します。（環境省）

○

○

○

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

【施策番号249に同じ】

【施策番号709に同じ】

なし b 進捗中 【施策番号709に同じ】

a+ 既に ・バードストライク防止策について検討を ・風力発電設備に対する鳥類への影響
達成済み 進めている。風力発電施設に対する
について情報を集めるとともに、センシ
バードストライク等の鳥類の影響を示し ティビティマップの見直しを検討してい
たセンシティビティマップについて陸域版 く。
を平成29年度に、海域版を令和元年度
に作成し、公表した。

【施策番号705に同じ】

a+ 既に 【施策番号705に同じ】
達成済み

E-2

【施策番号118に同じ】

a+ 既に ・REDD+パートナーシップ、UN-REDD、 ・持続可能な森林経営や地球温暖化防
達成済み FCPF等の会合に参画し、REDD+の取組 止対策の推進のため、引き続き、これら
にかかる国際的な連携・協力の推進に の取組を実施する。
貢献した。
また、気候変動交渉において、REDD+の
実施のための方法論等について議論し
た。
途上国の劣化した森林や開発放棄地等
の森林再生に貢献する技術に関する調
査や、途上国の森林資源の付加価値向
上に関する調査等を支援した。
衛星画像等による森林のモニタリング手
法等の開発や、森林技術の普及など国
際的な森林減少・劣化対策に対応した
国内体制の整備等を支援した。

【施策番号608に同じ】

a+ 既に 【施策番号118に同じ】
達成済み

D-2

なし

なし a 既に達 【施策番号608に同じ】
成済み

なし b 進捗中 ・緑化や塗装等の対策技術の効果や導 ・引き続き、関係府省と連携しつつ、広
入に対してその効果や留意事項等につ 範な促進施策を行う予定。
いて整理した「ヒートアイランド対策ガイ
ドライン改訂版」及び「ヒートアイランド対
策マニュアル」等を作成し、普及・啓発を
図っているところ。

D-2 b 進捗中 【施策番号249に同じ】

a+ 既に ・木質チップの製造施設など関連施設の ・未利用間伐材等が年間2,000万㎥程度
達成済み 整備や木質バイオマスを地域内で持続 発生している状況。このため、従来であ
的にエネルギーとして活用する「地域内 れば林内に放置されていた国産材を活
エコシステム」の構築等の取組に対し支 用する、地域に根差した木質バイオマス
援。
のエネルギー利用を推進.
・バイオマス事業化戦略（H24.9策定）に
事業化を推進するバイオマスの一つとし
て木質バイオマスを選択した。
なし a+ 既に ・エネルギー供給事業者による非化石エ ・引き続き、現在の取組を継続していく。
達成済み ネルギー源の利用の促進に関する基本
方針を策定。さらに、非化石エネルギー
源の利用の目標及び当該目標を達成す
るために計画的に取り組むべき措置に
関し、エネルギー基本計画（平成22年6
月18日閣議決定）の内容も踏まえつつ、
事業者の事業ごとに判断の基準を策定
し公表。

なし

国別
達成評価
5 なし 目標

789 ○ 国際的な気候変動対策を進めるための技術的ベースとなる
○ ○
IPCCガイドライン（森林分野）の改訂作業へ積極的に参画します。
（農林水産省、環境省）
790 ○ 国連森林フォーラム（UNFF）等の国際的な政策対話の場への
○
積極的な参画などを通じて、世界の森林資源がはぐくむ生物多様
性の保全及び地球温暖化防止のため、違法伐採対策を含めた持
続可能な森林経営の推進に向けて、国際社会の中で、関係国と協
力しつつ積極的な役割を果たしていきます。（農林水産省、外務
省、環境省）
791 ○
世界銀行が森林保全活動を通じて森林減少の抑制に取り組む ○ ○ ○ ○
途上国を支援するために設置した森林炭素パートナーシップ基金
（FCPF）に対し、わが国は14百万ドルの拠出を行っており、途上国
における森林減少の抑制や、そのモニタリングなどのための能力
向上支援に積極的に貢献していきます。（財務省、外務省、農林水
産省、環境省）

○

○

3

788 ○ 開発途上国における持続可能な森林経営や、途上国における
森林減少・劣化に由来する排出の削減等（REDD＋）をはじめとす
る地球温暖化防止対策の推進を図るため、基礎調査や技術開発、
人材育成などに取り組みます。（農林水産省、外務省、環境省）

2

基本戦略への該当

○

1

787 ○ 国内外におけるわが国の経験と知見を活用し、持続可能な農
林水産業に対する国際協力を推進し、砂漠化防止、水資源の持続
可能な利用、地球温暖化対策などの地球環境保全に積極的に貢
献します。（農林水産省）

786 ○ ヒートアイランド現象の緩和のために、屋上緑化、壁面緑化及
び高反射性塗装などの対策技術を推進します。（環境省）

785 ○ 屋上緑化や壁面緑化については、都市のヒートアイランド現象
の緩和効果の測定を通じた地球温暖化問題への貢献度や、生物
の生息・生育環境としての効果について、より実証的なデータの収
集を進め、その効果の把握に努めます。（国土交通省）

784 ○ 平成21年７月に成立したエネルギー供給構造高度化法に基づ
き、バイオマスを含む非化石エネルギー源の利用の拡大を図るた
め、エネルギー供給事業者の計画的な取り組みを促進。具体的に
は、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用の促
進に関する基本方針を策定。さらに、非化石エネルギー源の利用
の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措
置に関し、エネルギー基本計画（平成22年6月18日閣議決定）の内
容も踏まえつつ、事業者の事業ごとに判断の基準を策定し公表し
ています。（経済産業省）

783 ○ 燃焼しても、光合成により大気中から吸収した二酸化炭素を放
出するのみであるため、大気中の二酸化炭素を増加させない特性
を有するバイオマスは、化石資源由来のエネルギーや製品の代替
として利活用することにより温暖化の防止に資するものであり、そ
の利活用を推進します。（農林水産省、文部科学省、経済産業省、
国土交通省、環境省）

施策
番号

アフリカ等難民キャンプ
周辺地域における森林
等の保全・普及活動の実
施
乾燥地域の水収支バラ
ンスに配慮した森林造
成・管理手法の開発等の
支援を実施
衛星画像等により森林の
経年変化の実態を把握
する技術の開発・移転や
途上国での人材育成
森林技術の研修・普及な
ど国際的な森林減少・劣
化対策に対応した国内体
制の整備等の支援を実
施

−

−

【施策番号249に同じ】

−

木質バイオマス利用量
（間伐材等由来）：55万
m3
（平成22年）

当初値

−

−

−

−

−

【施策番号705に同じ】

【施策番号118に同じ】 【施策番号118に同じ】

−

−

−

−

−

木質バイオマス利用量
（間伐材等由来）：600
万m3
（令和2年）

達成目標

予算・税制等
事項名

−

【施策番号709に同じ】

【施策番号705に同じ】

【施策番号118に同じ】

−

【施策番号608に同じ】

−

【施策番号249に同じ】

−

・自然環境に配慮した再生可能エネル
ギー推進事業

【施策番号709に同じ】

【施策番号705に同じ】

【施策番号118に同じ】

・途上国森林再生技術普及事業
・途上国持続可能な森林経営推進事業
・REDD+推進民間活動支援事業

【施策番号608に同じ】

−

【施策番号249に同じ】

−

木質バイオマス利用量 ・木材需要の創出・輸出力強化対策
（間伐材等由来）：693万 ・林業・木材産業成長産業化促進対策
m3（令和元年）
・地域バイオマス産業化推進事業

点検値

数値
目標
番号
49

4

801 ○ 今後避けることができない地球温暖化の農林水産業への影響
や集中豪雨等に起因する山地等災害や洪水、渇水といった国民の
安全・安心を脅かす恐れがある影響に対応するため、暑さに強い
品種の開発や野生鳥獣害・病虫害への対応、山地災害等の防止
対策などの適応策の開発・普及に取り組みます。（農林水産省）

○ ○ ○

800 ○ 地球温暖化に伴う気象・海象の変化や長期的な海水面の上昇
が懸念されており、海岸にとっても海岸侵食の進行やゼロメートル
地帯の増加、高潮被害の激化、生物の生息域の変化など深刻な
影響が生ずるおそれがあることから、潮位、波浪などについて監視
を行うとともに、それらの変化に対応するため所要の検討を進めま
す。（農林水産省、国土交通省）

○

○

○

○ ○

施策の取組状況と成果

a+ 既に 【施策番号519に同じ】
達成済み

a+ 既に ・国有林野において、必要に応じて、隣
達成済み 接する民有林と連携・協力しながら、「保
護林」を中心にネットワークを形成する
「緑の回廊」を設定し、野生生物の生息・
生育地を結ぶ移動経路を確保すること
により、温暖化にも対応できる健全な森
林生態系の確保を推進した。

【施策番号388に同じ】

【施策番号333に同じ】

・必要に応じて、隣接する民有林と連携・
協力しながら、引き続き、「緑の回廊」の
モニタリング調査等を行い、適切な保
全・管理を推進する。

【施策番号426に同じ】

・引き続き、海洋等を含めた世界自然遺
産地域全体のモニタリング体制及びプロ
グラムの構築するとともに、モニタリング
を実施していく必要がある。
・引き続き、科学委員会等からの助言を
得つつ、遺産地域におけるエゾシカの個
体数調整などの取組を進める。

【施策番号63に同じ】

【施策番号519に同じ】

・APNのUNFCCC等の国際会合を通じた
情報発信・知見共有及びIPCC、IPBES
等の専門家グループと連携してアジア
太平洋地域の科学的能力向上に貢献し
ていく。

課題と今後の方針

a+ 既に ・「気候変動に対応した循環型食料生産 ・事前防災・減災に向けた取組の一層の
達成済み 等の確立のためのプロジェクト」におい 強化を図る。
て、コメの高温耐性品種の開発等を実 ・引き続き委託プロジェクト研究等により
施
取組の推進を図る。
・治山施設の整備や森林の整備を組み
合わせた対策の実施や流木捕捉式治
山ダムの設置等を通じて、事前防災・減
災に向けた山地災害対策の強化を図っ
ているところ。
・被害先端地域における松くい虫被害の
拡大防止の取組等を推進。
・気候変動等を背景として増加傾向にあ
る野生鳥獣害・病虫害や侵略的外来種
による農業被害に対応する技術の開発
を推進。
・「農林水産分野における地域気候変動
適応推進委託事業」において、科学的
知見の情報提供と、農林漁業関係者と

B-1 b 進捗中 【施策番号388に同じ】
C-1

B-5 b 進捗中 【施策番号333に同じ】

D-2

A-1 a+ 既に 【施策番号426に同じ】
E-2 達成済み

C-1 b 進捗中 ・世界自然遺産地域における気候変動
の影響のモニタリングプログラムを作成
し、モニタリングを実施。
・エゾシカについては、平成29年４月に
策定した第３期知床半島エゾシカ保護管
理計画に基づき、捕獲等によるエゾシカ
の個体数調整を進めた結果、一定の成
果が見られ、植生にも若干の回復傾向
が確認されている。

C-1 b 進捗中 【施策番号63に同じ】

E-2

D-2 b 進捗中 ・平成25年に生物多様性及び生態系
サービスに関する政府間科学政策プ
ラットフォーム（IPBES）が設立されたこと
に伴い、アジア太平洋地域での活動の
あり方を検討するためのワークショップ
を開催してきた。
・生物多様性関連の共同研究や能力開
発のプログラムを実施してきた。

国別
達成評価
5 なし 目標

799 ○ 国際サンゴ礁イニシアティブ（ICRI）のサンゴ礁と気候変動に関
する決議を踏まえ、気候変動に対する適応策を検討するため、サ
ンゴ礁の回復力を改善させるための研究や活動実施の支援などを
行うほか、海洋酸性化に係る研究に取り組みます。（環境省）

798 ○ 温暖化などの環境変化に際して、生物が移動・分散する経路
を確保するため、生態系ネットワークの形成を推進します。（環境
省、農林水産省、国土交通省）

797 ○ 生物多様性に関する一般市民の関心と認識を深めるため、さ ○
まざまな関係機関・専門家などと連携しながら、身近な自然事象の
変化や野生生物の分布などに関する情報を広範に収集する市民
参加型調査を実施し、その結果を広く情報発信します。（環境省）

796 ○ 知床世界自然遺産地域について、海洋環境や高山植生など
の変化など、気候変動が遺産地域の生態系や生物多様性に与え
る影響を把握するためのモニタリングを実施するとともに、エゾシカ
の食害をはじめとした環境影響の軽減など、気候変動の適応策を
検討・実施します。（環境省、農林水産省）

○ ○

3

○

2

基本戦略への該当

794 ○ 「モニタリングサイト1000」事業において、温暖化の影響がより
顕著に現れる高山帯をはじめ、わが国を代表するさまざまな生態
系の変化の状況をより的確に把握するために継続的に調査を実施
します。また、温暖化の影響を含むモニタリング結果を基に、気候
変動などの環境の変化への適応力が高い生態系ネットワークのあ
り方や健全な生態系を保全・再生するうえでの留意点など、生物多
様性の保全施策の立場からの適応方策について検討を進めま
す。（環境省）
795 ○ 世界遺産委員会での議論を踏まえ、地球温暖化が世界遺産に
及ぼす影響を把握するためのモニタリング体制及びプログラムを
構築します。（環境省、農林水産省）

1

○

具体的施策

793 ○ アジア太平洋地域地球変動研究ネットワーク（APN)を通じて、
地域研究者との共同研究を通じ、地域各国の政策担当者との関係
強化を促進します。（環境省）

施策
番号

−

−

−

−

−

−

−

−

平成22-27年のAPN第
３期戦略計画では生態
系、生物多様性は重点
分野の一つであり、戦
略的に取り組む
なお、平成27-32年の
第４期戦略計画でも生
物多様性を重点分野
の一つと位置づける見
込み

達成目標

−

−

−

−

−

−

−

−

共同研究や能力開発の
実施。国際連合枠組条
約（UNFCCC）へのイン
プット、SATOYAMAイニ
シアティブ関連イベントも
継続して実施中

当初値

予算・税制等
事項名

−

【施策番号388に同じ】

【施策番号333に同じ】

−

【施策番号426に同じ】

−

【施策番号63に同じ】

【施策番号519に同じ】

・治山事業等
・委託プロジェクト研究「野生鳥獣及び病
害虫等被害対応技術の開発」
・農林水産業・気候変動生物多様性等対
策費

【施策番号388に同じ】

【施策番号333に同じ】

・森林整備・保全費

【施策番号426に同じ】

・森林整備推進事業費
・森林整備・保全費
・日本の国立公園と世界遺産を活かした
地域活性化推進費
・特定地域自然林保全整備費
・国立公園等シカ管理対策事業費
・自然公園等事業費

【施策番号63に同じ】

【施策番号519に同じ】

平 成 27- 令 和 2 年の 第４ ・地球環境に関するアジア太平洋地域協
期 戦 略計 画で も生 物多 同研究・観測事業拠出金
様性を重点分野の一つと
位置付けて活動を行っ
た。平成24年度-令和２
年度内には、生物多様性
に か か る 研 究 を 39 件採
択し実施した。

点検値

数値
目標
番号

具体的施策

○

805 ○ 国有林野のうち緑の回廊においては、針葉樹や広葉樹に偏ら
ない樹種構成、林齢や樹冠層の多様化を図ることとし、優れた林
分の維持を図りつつ人工林の中に自然に生えた広葉樹を積極的
に保残するなど、野生動植物の生息・生育環境に配慮した施業を
行うとともに、森林の状態と野生動植物の生息・生育実態の関係を
把握して保全・管理に反映するためのモニタリング調査を実施しま
す。さらに、国有林野だけでは緑の回廊としての森林の広がりを確
保できない場合などは、必要に応じて隣接する民有林へも協力を
依頼し設定するよう努めます。また、渓流等水辺の森林等につい
て、その連続性を確保することにより、よりきめ細かな森林生態系
ネットワークの形成に努めます。（農林水産省）

806 ○ 里地里山の保全に伴い生じる草木質バイオマスのエネルギー
源としての利活用をはじめとする、早期に実用化が必要かつ可能
なエネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制する技術の開発及び
実証研究に取り組みます。（環境省）

○

3

804 ○ 国有林野においては、野生動植物の生息・生育地を結ぶ移動
経路を確保することにより、個体群の交流を促進し種や遺伝的な
多様性を確保するため、保護林を中心にネットワークを形成する
「緑の回廊」（平成12 年制度創設）を設定するなど、より広範囲で
効果的な森林生態系の保護に努めます。（農林水産省）

○

2

○

4

施策の取組状況と成果

a+ 既に 【施策番号153に同じ】
達成済み

【施策番号153に同じ】

・引き続き、「緑の回廊」のモニタリング
調査等を行い、適切な保全・管理を推進
する。
・必要に応じて、隣接する民有林との連
携・協力を推進する。

・平成27年の「気候変動影響評価報告
書」から5年が経過する令和2年中に、最
新の知見を踏まえ、気候変動適応法に
基づくものとしては最初の、「気候変動
影響評価報告書」をとりまとめ、公開す
る。
・また、この報告書を踏まえ、令和3年度
には気候変動適応計画の見直しを行う
予定。
・各主体の適応を推進するための科学
的知見の創出・情報発信を強化する。ま
た、同年度から気候変動適応における
広域アクションプラン策定事業を開始
し、地域の関係者の連携による適応取
組を支援する。

・条約の効果的な実施及び国際枠組に
おける議論に貢献することが引き続き必
要。
・引き続き調査事業を実施し砂漠化問題
に取り組むとともに、砂漠化対処条約の
科学技術委員会への科学者の派遣等を
通じて砂漠化対処条約へ貢献を行う。

課題と今後の方針

D-1 b 進捗中 ・バイオマスの利活用を含めたエネル
・セルロース・ナノ・ファイバー（CNF）等
ギー起源二酸化炭素の排出を抑制する の早期社会実装・普及展開に向けて、ガ
技術の開発及び実証研究を実施してい イドライン策定等を進めていく。
る。
・バイオマスの利活用にも資するセル
ロース・ナノ・ファイバー（CNF）といった
革新的新素材の性能評価やリサイクル
技術実証等を行っているところ。

D-2

なし b 進捗中 ・平成25年４月、ドイツ・ボンにて条約実
施レビュー委員会（CRIC）第11回会合及
び科学技術委員会（CST）第3回特別会
合が開催され、10か年戦略計画の進捗
状況の報告をもとに、条約実施の効率
化やベストプラクティスの活用について
の議論等に参画した。同年９月、ナミビ
ア・ウィントフックにて第11回締約国会議
が開催され、グローバル・メカニズムの
扱いに関する議論を決着させたほか、
条約事務局の平成26−27年予算につき
成立させた。締約国会議ほか、関連会
合の開催により、条約事務局の取組の
効率化し、砂漠化対処のステークホル
ダーの意識や取り組みが向上した。
・平成25年9月、平成27年10月、平成29
年９月及び令和元年９月に開催された
科学技術委員会（CST）に日本の科学者
を派遣し、科学技術委員会の活動支援
を行った。
・モンゴルにおける持続可能な土地利用
のための砂漠化対策に係る調査を実
施。
D-2 b 進捗中 ・平成27年に、自然生態系分野をはじ
め、食料、水環境・水資源、水災害・沿
岸、健康、国民生活・都市生活などの各
分野における温暖化影響の評価に関す
る情報を「日本における気候変動による
影響に関する評価報告書」（気候変動影
響評価報告書）をとりまとめ、政府全体
として、全体で整合のとれた取組を総合
的かつ計画的に推進するため、「気候変
動の影響への適応計画」を閣議決定し
た。
・平成30年に、自然生態系を含む温暖
化の観測・予測・影響評価に関する既存
の科学的知見の取りまとめとして、「気
候変動の観測・予測及び影響評価統合
レポート2018」を作成・公表した。
・平成30年に「気候変動適応法」が成
立・施行し、同法に基づく計画として、新
たに「気候変動適応計画」を閣議決定し
た。また、同法・計画に基づき、同年、国
立環境研究所内に「気候変動適応セン
ター」を設立し、気候変動影響情報プ
ラットフォームを立ち上げ、気候変動適
応に関する情報の収集、整理、分析及
び提供を開始した。
・また、地方自治体における地域気候変
動適応計画の策定を推進するため、「地
域気候変動適応計画策定マニュアル」を
作成、公表するとともに（平成30年）、地
域気候変動適応コンソーシアム事業を
D-2 a+ 既に 実施し（平成29-令和1年度）、その中で
・「保護林」を中心に生態系ネットワーク
達成済み を形成する「緑の回廊」を設定し、より広
範で効果的な森林生態系の保護を実施
した。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

○

1

803 ○ 自然生態系分野をはじめ、食料、水環境・水資源、水災害・沿
岸、健康、国民生活・都市生活などの各分野における温暖化影響
に関する最新の知見を取りまとめ、日本の温暖化とその影響につ
いて統一的な影響の予測・評価を実施し、その情報をもとに、わが
国における適応の基本的な考え方、適応策の立案・実施にあたっ
ての分野横断的な留意事項、重点分野、各主体の役割などを取り
まとめた適応指針を策定し、関係省庁、地方自治体などにおける
適応策の推進を支援します。（環境省）

802 ○ 乾燥地域等の自然資源を総合的に保全・管理するための手法
を検討し、研究・調査などを実施します。また、それにより得られた
科学的知見を条約締約国会議や補助機関会合などにおいて提供
しながら、世界の砂漠化問題に積極的に取り組みます。（外務省、
環境省、農林水産省）

施策
番号

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

保護林面積：90万3千ha
（平成23年4月）
緑の回廊面積：58万6千
ha（平成23年4月）

−

−

当初値

・気候変動影響評価・適応推進事業

・砂漠化対処条約拠出金
・砂漠化防止対策調査経費

予算・税制等
事項名

−

【施策番号153に同じ】

・CO2排出削減対策強化誘導型技術開
発・実証事業
・地球温暖化対策技術開発等事業
・木質バイオマスエネルギーを活用したモ
デル地域づくり推進事業（農林水産業連
携事業）

【施策番号153に同じ】

保護林面積：97万8千ha ・森林整備・保全費
（平成31年4月）
緑の回廊面積：58万4千
ha（平成31年4月）

−

−

点検値

数値
目標
番号

具体的施策

1

2

3

4

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当
施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

達成目標

当初値

点検値

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

○

812 ○ 屋上緑化や壁面緑化については、都市のヒートアイランド現象
の緩和効果の測定を通じた地球温暖化問題への貢献度や、生物
の生息・生育環境としての効果について、より実証的なデータの収
集を進め、その効果の把握に努めます。（国土交通省）

○

○

811 ○ 都市公園や建築物の敷地等において緑化による地表面被覆
の改善等のヒートアイランド対策を進めることにより、冷暖房需要を
低減する等、間接的な二酸化炭素排出量の削減につながる取組
を推進します。（国土交通省）

815 ○ 下水道は希少な有用資源が含まれる都市鉱山の一種であり、
循環型社会の構築に向けて、需要先と連携して回収、資源化の取
組を推進します。（国土交通省）

814 ○ 資源採取に伴う自然破壊の防止に向け、適正かつ効果的なレ
アメタルのリサイクルシステムの構築を目指し、「使用済小型電子
機器等の再資源化の促進に関する法律」が平成24年8月に公布さ
れました。平成25年度から法律が施行される予定となっており、使
用済小型電気電子機器等の収集及びレアメタルを含む有用金属
の回収が開始されます。
・レアメタル等の安定供給確保に資するため、産業構造審議会と中
央環境審議会の合同会合において示された、「レアメタルを含む使
用済製品の回収量の確保」と「リサイクルの効率性の向上」のため
回収スキーム構築等の実証事業など、必要な施策を講じていきま
す。
・製品の長寿命化やリサイクルが簡単な製品の設計・製造技術の
開発などのため、「革新的構造材料を用いた新構造システム建築
物研究開発」、「リサイクル優先レアメタルの回収技術開発」に加
え、レアメタルの機能を、より豊富に存在する資源に代替、あるい
は使用量を大幅に削減する技術開発を支援すべく「希少金属代替
材料開発プロジェクト」及び「元素戦略プロジェクト」を推進していき
ます。（環境省、文部科学省、経済産業省）

813 ○ ヒートアイランド現象の緩和のために、屋上緑化、壁面緑化及
び高反射性塗装などの対策技術を推進します。（環境省）

○

○

809 ○ 世界的な潮流やSATOYAMAイニシアティブ等の既存の施策と ○
の連携を踏まえ、生態系の保全と持続可能な利活用の調和（自然
と人間社会の共生）を目的とする生物圏保存地域（ユネスコエコ
パーク）の仕組みを活用する新たな施策の展開などの検討につい
て、自治体を含む関係者と連携して進めます。（文部科学省、農林
水産省、環境省）

810 ○ 温室効果ガスの吸収源となる都市公園の整備や緑地の保全
等への支援を行う等、都市における緑地の保全と緑化の推進を図
ります。（国土交通省）

○

808 ○ COP10の決定を踏まえ、「SATOYAMAイニシアティブ国際パー
トナーシップ」を有効なツールとして、二次的自然環境における生
物多様性の保全とその持続可能な利用を目指す「SATOYAMAイニ
シアティブ」を世界規模で推進していきます。（環境省）

○

○

a+ 既に 【施策番号702に同じ】
達成済み

a+ 既に 【施策番号659に同じ】
達成済み

・引き続き、都市公園の整備等の緑化の
推進を図ると共に、都市緑化等における
吸収量の算定方法等の整備や都市緑
化等の意義や効果の普及啓発を行う。

【施策番号702に同じ】

【施策番号659に同じ】

b 進捗中 ・平成25年４月１日より「使用済小型電
子機器等の再資源化の促進に関する法
律」が施行された。平成30年時点で
1,620の市町村が制度への参加若しくは
参加に向けて調整中であり、環境省で
は平成29年4月から平成31年３月まで実
施された「都市鉱山からつくる！みんな
のメダルプロジェクト」の機運を活用し、
「アフターメダルプロジェクト」と題して国
民への普及啓発等を実施。
・レアメタルリサイクルのスキーム構築
等のため、審議会の中間取りまとめを踏
まえ、「資源循環実証事業」、「リサイク
ル優先レアメタルの回収技術開発」、
「希少金属代替材料開発プロジェクト」等
に取り組んでいる。
・「元素戦略プロジェクト」において、レア
メタルであるジスプロシウムを用いない
高性能磁石が開発されるなど、着実に
成果が得られている。
なし b 進捗中 ・下水道革新的技術実証事業において
リン回収に係る実証を実施し、平成26年
度にガイドライン化を実施。
・リン資源化について、全国６カ所におい
て実施中。
・下水道由来肥料等の利用促進を図る
ため、優良取組・効果等を下水道管理
者や農業従事者へ情報発信を実施中。

E-2

なし b 進捗中 【施策番号786に同じ】

D-2 b 進捗中 【施策番号249に同じ】

・引き続き、循環型社会の構築に向け下
水道由来肥料等の利用促進を図る。

・「アフターメダルプロジェクト」を通じた
小型家電リサイクル制度の普及啓発を
継続して実施。
・物質・材料の特性・機能を決める元素
の役割を理論的に解明することで、レア
メタル・レアアース等の希少元素を用い
ない全く新しい代替材料の創製を目指
し、引き続き取組を進めていく。

【施策番号786に同じ】

【施策番号249に同じ】

D-2 b 進捗中 ・平成30年度までに、新たに都市公園等 ・効果の検証とともに引き続き取組みを
整備面積：9,156ha、屋上緑化施工面積： 推進。
213ｈａ、壁面緑化施工面積：57ｈａが増
加し、民有地も含めた緑化を推進した。

D-2 b 進捗中 ・都市公園の整備等の緑化の推進及び
国際的指針に基づく吸収量算定手法の
改善により、CO２吸収量として124万トン
を計上（平成30年度実績）した。

D-1

D-1

−

（参考）年間14万トンの
使用済電子機器等の
再資源化（平成27年
度）

−

−

−

−

−

−

−

−

−

（参考）
都市公園の整備面積
118,165ha、箇所数99,874
箇所（平成23年3月）
屋上緑化施工面積：
304ha
壁面緑化施工面積：
39ha(平成23年3月）
【施策番号249に同じ】

−

【施策番号702に同じ】

【施策番号659に同じ】

・社会資本整備総合交付金 等

【施策番号702に同じ】

【施策番号659に同じ】

−

−

【施策番号786に同じ】

【施策番号249に同じ】

・社会資本整備総合交付金

・小型家電リサイクル推進事業費
・リサイクル優先レアメタルの回収技術開
発
・希少金属代替材料開発プロジェクト
・元素戦略プロジェクト

【施策番号786に同じ】

【施策番号249に同じ】

都市公園等整備面積： ・社会資本整備総合交付金
127，321ha 、110,279箇
所（平成31年3月）
屋上緑化施工面積：
517ha
壁面緑化施工面積：96ha
(平成30年3月）

温室効果ガス吸収量：
124万t-CO2／年（平成
30年度実績）

【施策番号702に同じ】

【施策番号659に同じ】

第１０節 自然共生社会、循環型社会、低炭素社会の統合的な取組の推進
（総括） 都市における緑化の推進、使用済小型電気機器等の再資源化、下水道処理に関する資源化やエネルギー化の取組を推進するとともに、自治体によるバイオマス活用推進計画の円滑な策定が進められるよう支援を実施したほか、廃棄物系バイオマスの堆肥化等の施設を整備する市町村に財政的支援を行
いました。
１ 自然共生社会、循環型社会、低炭素社会の統合的な取組の推進
807 ○ 里地里山の新たな利活用の方策について、環境教育やエコ
〇 〇 〇
なし b 進捗中 【施策番号205に同じ】
【施策番号205に同じ】
−
−
【施策番号205に同じ】
【施策番号205に同じ】
ツーリズムの場の提供、間伐材やススキなどのバイオマス利用な
ど具体的な地域での試行的な取組を通じて検討します。また、都
市住民や企業など多様な主体が共有の資源（コモンズ）として管理
し、持続的に利用する新たな枠組みを構築します。（環境省、文部
科学省、農林水産省）

施策
番号

○

823 ○ 平成21年７月に成立したエネルギー供給構造高度化法に基づ
き、バイオマスを含む非化石エネルギー源の利用の拡大を図るた
め、エネルギー供給事業者の計画的な取り組みを促進します。具
体的には、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利
用の促進に関する基本方針を策定し、さらに、非化石エネルギー
源の利用の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組
むべき措置に関し、エネルギー基本計画（平成22年6月18日閣議
決定）の内容も踏まえつつ、事業者の事業ごとに判断の基準を策
定し公表します。（経済産業省）
824 ○ バイオマス活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推
進することを目的として、平成22年12月にバイオマス活用推進基本
計画が閣議決定され、平成32年に達成すべき目標を定めており、
今後、市町村バイオマス活用推進計画の策定を推進します。（農
林水産省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省）

○

○

○

施策の取組状況と成果

a+ 既に 【施策番号365に同じ】
達成済み

a+ 既に 【施策番号784に同じ】
達成済み

【施策番号784に同じ】

【施策番号366に同じ】

【施策番号365に同じ】

【施策番号187に同じ】

【施策番号186に同じ】

【施策番号233に同じ】

・下水処理場に生ごみや刈草等の地域
バイオマスを集約して効率的なエネル
ギー回収を行う取組の全国展開を推進
する。

・下水道革新的技術実証事業の成果に
ついて、ガイドライン化を図ること等に
よって低コスト・高効率のエネルギー化
技術の普及を図る。
・下水処理場に生ごみや刈草等の地域
バイオマスを集約して効率的なエネル
ギー回収を行う取組の全国展開を推進
する。
・下水道事業に係るベンチマーキングの
導入による優良事例の全国展開を推進
する。

課題と今後の方針

−

−

−

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

−

−

−

当初値

なし b 進捗中 ・平成28年9月に新たなバイオマス活用 ・市町村・都道府県バイオマス活用推進 都道府県、市町村バイ バイオマスタウン：318地
推進基本計画が閣議決定され、令和7 計画の作成に努めることとするなど、現 オマス活用推進計画： 区を策定
年度までに47都道府県、600市町村でバ 在の取組を継続して進めていく。
47都道府県、600市町 （平成23年度）
イオマス活用推進計画を策定することを
村（令和7年度）
目標とした。
・地域の実情に応じた地域推進計画の
〈参考：前回の目標〉
円滑な策定が進められるよう、「都道府
前回の目標
県・市町村バイオマス活用推進計画作
市町村バイオマス活用
成の手引き」の作成などを行った結果、
推進計画：600市町村
19道府県及び386市町村においてバイ
（令和２年度）
オマス活用推進計画が策定された。

なし

なし a 既に達 【施策番号366に同じ】
成済み

なし

なし b 進捗中 【施策番号187に同じ】

B-2 b 進捗中 【施策番号186に同じ】

なし b 進捗中 【施策番号233に同じ】

なし b 進捗中 ・平成27年に下水道法改正を実施し、下
水汚泥の燃料や肥料としての再生利用
を努力義務化するとともに、民間事業者
による下水道暗渠からの採熱が可能と
なるよう規制緩和を実施。
・社会資本整備総合交付金より、地方公
共団体による下水道における下水汚泥
のエネルギー化を支援した。
・下水道革新的技術実証事業において
下水汚泥のエネルギー化に係る実証試
験に基づきガイドライン化を実施。技術
の普及展開を実施中。
・下水汚泥の固形燃料について、市場
拡大を目的としたJIS規格化を行った。
・下水道バイオマスリサイクル率は23％
（平成23年度実績）から34％（平成30年
度末実績）と着実に進捗している。
なし b 進捗中 ・平成27年に下水道法改正を実施し、下
水汚泥の燃料や肥料としての再生利用
を努力義務化するとともに、民間事業者
による下水道暗渠からの採熱が可能と
なるよう規制緩和を実施。
・固形燃料化やメタン発酵によって生じ
るバイオガスの有効利用、下水道由来
肥料等の利用促進等、エネルギー化や
緑農地利用等を推進した。
・下水汚泥リサイクル率は55％（平成23
年度実績）から76％(平成30年度末実
績）、下水道バイオマスリサイクル率は
23％（平成23年度実績）から34％（平成
30年度末実績）と着実に進捗している。

国別
達成評価
5 なし 目標

822 ○ 魚類養殖において、残餌による環境負荷の低減のため、低環
境負荷飼料の開発を推進します。（農林水産省）

4

○

○

820 ○ 化学肥料、農薬を使用しないことを基本として、農業生産活動
に由来する環境への負荷を大幅に低減し、多様な生きものをはぐく
む有機農業について、有機農業の技術体系の確立や普及指導体
制の整備、実需者の有機農産物への理解促進など農業者が有機
農業に積極的に取り組めるような条件整備を推進します。（農林水
産省）

3

821 ○ 養殖業については、漁場環境を悪化させない持続的な養殖生
産を実現するため、地域における主体的な養殖漁場の改善を図る
ための漁場改善計画の策定を促進します。（農林水産省）

○

819 ○ たい肥などによる土づくりと化学肥料・化学合成農薬の低減に
一体的に取り組む持続性の高い農業生産方式の導入の促進を図
り、化学肥料と化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則５割以
上低減する取組とセットで地球温暖化防止や生物多様性保全に効
果の高い営農活動に取り組む場合などの先進的な取組を推進しま
す。（農林水産省）

818 ○ 下水処理水や雨水の再利用、雨水の貯留浸透による流出抑
制など、広域的な視点からの健全な水循環系の構築に向けて事
業を推進します。（国土交通省）

○

2

基本戦略への該当

817 ○ 下水処理によって発生する下水汚泥のバイオマス利用を促進
します。（国土交通省）

1

○

具体的施策

816 ○ 下水処理によって発生する下水汚泥について、社会資本整備
総合交付金による支援、下水道革新的技術実証事業の実施等に
よって、固形燃料化やメタン発酵によって生じるバイオガスの有効
利用等、エネルギー化を推進します。（国土交通省）

施策
番号

都道府県、市町村バイオ
マス活用推進計画：19道
府県、386市町村（令和
元年11月）

【施策番号784に同じ】

【施策番号366に同じ】

【施策番号365に同じ】

【施策番号187に同じ】

【施策番号186に同じ】

【施策番号233に同じ】

−

−

点検値

−

【施策番号784に同じ】

【施策番号366に同じ】

【施策番号365に同じ】

【施策番号187に同じ】

【施策番号186に同じ】

【施策番号233に同じ】

・社会資本整備総合交付金

・社会資本整備総合交付金
・省エネ再エネ高度化投資促進税制

予算・税制等
事項名

50

数値
目標
番号

具体的施策
a+ 既に 【施策番号783に同じ】
達成済み

施策の取組状況と成果

E-2

D-1 b 進捗中 【施策番号806に同じ】

○

○

○

○

831 ○ 都市公園等から発生する剪定枝等の木質バイオマスの活用に
向けた技術開発を推進し、その普及に努めます。（国土交通省）

832 ○ 循環型社会形成推進交付金により、市町村における廃棄物系
バイオマスの堆肥化、飼料化、メタン化などを行う施設の整備を推
進します。（環境省）
833 ○ 循環型社会形成推進交付金により、市町村における廃棄物系
バイオマスのバイオディーゼル燃料化などを行う施設の整備を推
進します。（環境省）
834 ○ 里地里山の保全に伴い生じる草木質バイオマスのエネルギー
源としての利活用をはじめとする、早期に実用化が必要かつ可能
なエネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制する技術の開発及び
実証研究に取り組みます。（環境省）

○

D-2 b 進捗中 ・都市由来の植物廃材を活用したバイオ
マス発電の一連のプロセスについての
実証実験等を実施した。
E-2 b 進捗中 ・当該施設を整備する市町村に対して財
政的支援を行っているところ。

○

830 ○ 平成24年7月に施行された、電気事業者による再生可能エネ
ルギー電気の調達に関する特別措置法により、再生可能エネル
ギー電気の導入促進を図ります。（経済産業省）

d その他 ・全国３地区において、国産バイオ燃料
の原料調達から燃料の供給まで一体と
なった取組を支援していたが、原料や燃
料価格の高騰等の影響を受け、事業の
採算が悪化したため、平成26年度をもっ
て２地区で事業継続を断念した。

・地域循環型エネルギーシステムの検
討に資するため、製造規模を縮小し、事
業を継続している一部の施設に対して
助言等を実施する。

E-2

・引き続き実証実験を行い、その結果を
もとに当該システムの導入に関するガイ
ドラインの作成等を行う。
・現在の取組を継続して進めていく。

・再生可能エネルギーについては、今後
３年間で最大限、普及を加速することと
している。引き続き同制度を着実かつ安
定的に運用していく。

・食糧との競合や、生態系・森林破壊、
ライフサイクル全体での環境負荷増大
等を引き起こすことがないよう、引き続き
バイオ燃料の開発に関する施策を推進
していく。

a+ 既に 【施策番号792に同じ】
達成済み

【施策番号792に同じ】

【施策番号806に同じ】

b 進捗中 ・当該施設を整備する市町村に対して財 ・現在の取組を継続して進めていく。
政的支援を行っているところ。

なし b 進捗中 ・平成27年〜令和２年におけるバイオエ
タノール製造コスト40円/L(※)、令和2年
における年産20万kLでの商業化を実現
するため、資源作物の栽培からバイオエ
タノールの製造に至る革新的技術を用
いて食糧問題や環境問題に配慮したバ
イオ燃料生産システムの構築を目指す
研究開発を行っている。
・また、化学品原料の多様化を図りつ
つ、エネルギー多消費産業である化学
産業の製造プロセスの革新的な省エネ
化を目指すため、非可食性バイオマス
原料から機能性及びコストの両面で競
争力のある化学品を一気通貫で製造す
る省エネプロセスの開発を開始したとこ
ろ。
・加えて、令和12年頃のバイオ燃料本格
量産を可能とする次世代バイオ燃料製
造技術を確立すべく、バイオマスのガス
化及び液化技術、微細藻類からのバイ
オ燃料技術の研究を行っている。
なし b 進捗中 ・令和元年9月末までの累積導入量は、
平成24年度末までの累積導入量と比較
して、約3.4倍程度伸びているなど、順調
に導入が拡大している。

D-1 a 既に達 ・平成20〜24年度にかけて４地区におい ・実証事業は平成24年度で完了したが、
成済み て実証事業を実施し、ソフトセルロース 本実証事業による成果を元に、民間団
系を原料とした製造技術が確立されると 体等による更なる技術の確立が期待さ
ともに、品質や製造コスト等について一 れる。
定の成果が得られた。

D-1

○

835 ○ 風力発電施設にオジロワシなどの希少な鳥類が衝突する事故
（バードストライク）が発生しており、野生生物保護及び風力発電の
推進の障害のひとつとなっていることから、風力発電施設へのバー
ドストライクのリスクを軽減するための技術の開発に努め、野生生
物の保護と風力発電の推進の両立を目指します。（環境省）

【施策番号783に同じ】

課題と今後の方針

なし a 既に達 ・バイオマス事業化戦略(H24.9策定)の ・引き続きバイオマス産業都市の構築を
成済み 具現化のため、バイオマス産業都市の 進めるとともに、選定された市町村のバ
構築を進める。既に関係府省で90市町 イオマス事業化を支援する。
村を産業都市として選定した。

なし

国別
達成評価
5 なし 目標

829 ○ バイオ燃料の技術開発に向けた「バイオ燃料技術革新計画」
に基づき、食糧と競合しないセルロース系エタノールなどの生産技
術の開発を図るほか、各種バイオマスから化学製品原料を製造す
る技術や、メタン発酵を効率化する技術の研究開発を行います。ま
た、2030年頃の実用化が期待されるBTL(Biomass to liquid)、微細
藻類由来バイオ燃料製造技術等の開発も行い、バイオマス資源の
総合利活用を行います。（経済産業省）

○

4

○

○

3

828 ○ 平成19年度より、資源作物の育成と低コスト栽培、稲わらや木
質バイオマスなどの非食用資源や資源作物全体から高効率にエタ
ノール生産する技術の開発を進めています。また、平成20年度か
らは稲わらなどのソフトセルロース系原料の収集・運搬からバイオ
燃料の製造・利用まで一貫した技術の確立を行う実証事業を進め
ており、低コスト・高効率なバイオ燃料生産技術の開発などを行い
ます。（農林水産省）

2

基本戦略への該当

○

1

827 ○ 平成19年度より進めていた原料の調達からバイオ燃料の製
造・利用まで一貫した大規模実証事業について、平成24年度から、
これまでの実証で明確となった事業化に向けた課題を克服し、地
域における国産バイオ燃料の生産拠点を確立するための取組とし
て支援します。（農林水産省）

825 ○ 燃焼しても、光合成により大気中から吸収した二酸化炭素を放
出するのみであるため、大気中の二酸化炭素を増加させない特性
を有するバイオマスは、化石資源由来のエネルギーや製品の代替
として利活用することにより温暖化の防止に資するものであり、そ
の利活用を推進します。（農林水産省、経済産業省、国土交通省、
環境省）
826 ○ 平成24年2月に、外部有識者から構成される「バイオマス事業
化戦略検討チーム」を設置し、事業や施設の効率性の改善等の観
点から、原料生産から収集・運搬、製造、利用までの各段階におけ
る課題の整理と事業化に向けた戦略の検討を進めていきます。
（農林水産省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省）

施策
番号
当初値

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

約4万キロリットルのバイ
オ燃料を生産
（平成23年度）

−

【施策番号783に同じ】 【施策番号783に同じ】

達成目標

【施策番号792に同じ】

【施策番号806に同じ】

−

−

−

−

−

−

−

−

【施策番号783に同じ】

点検値

【施策番号792に同じ】

【施策番号806に同じ】

・循環型社会形成推進交付金

・循環型社会形成推進交付金

−

・再生可能エネルギーの固定価格買取制
度

・バイオ燃料製造の有用要素技術開発事
業
・セルロース系エタノール革新的生産シス
テム開発事業
・革新的省エネ化学プロセス技術開発プ
ロジェクト
・戦略的次世代バイオマスエネルギー利
用技術開発事業

・ソフトセルロース利活用技術確立事業

・バイオ燃料生産拠点確立事業

食料産業・6次産業交付金のうち、バイオ
マス利活用の推進

【施策番号783に同じ】

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号
49

具体的施策

1

2

3

4

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当
施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

達成目標

当初値

点検値

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

樹木自体が流出して被害が生じている一方、樹林が後背地の家屋
への被害を軽減した事例や車両等の漂流物を捕捉した事例など、
津波災害の減災に一定の効果が見られました。このような状況を
踏まえ、津波災害に強いまちづくりにおける公園緑地の整備等に
ついて、「東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する
技術的指針」として被災都市の復興まちづくり計画の検討や、復興
事業における公園緑地の計画・設計等の参考となるよう、平成24
年3月に公表しました。
この中で、公園緑地については、多重防御の一つとして減災効果
を期待するものであり、①一定の津波に対する津波エネルギーの
減衰、漂流物の捕捉等、② 津波に対する避難路・避難地、③復
旧・復興支援の場、④ 復興の象徴や防災教育機能等の機能を有
するものとしました。
加えて、地域の自然環境に応じた地域生態系由来の種の選定、表
土の保全等を通じた地域生態系の復元・保全を行うことを求めてお
り、今後の津波災害に強い復興まちづくりに資する公園緑地の整
備にあたっては、これらの取組を推進することとしています。（国土

３ 防災林等の活用
839 ○ 海岸防災林は、津波・高潮含む潮害の防備、飛砂・風害の防
備等の災害防止機能を有しており、地域の生活環境の保全に重要
な役割を果たしていますが、東日本大震災の津波により、青森県
から千葉県にかけて253箇所、約1,718haが被災しました。
震災以降、防潮堤等の災害復旧事業に早期着手するとともに、
林野庁は、平成23年5月に海岸防災林の被災状況を把握するとと
もに、復旧方法の検討等を行うことを目的として学識経験者等から
なる「東日本大震災に係る海岸防災林の再生に関する検討会」を
設置し、5回の議論を経て、平成24年2月に「今後における海岸防
災林の再生について」（以下、「報告書」）をとりまとめました。報告
書では、海岸防災林は、津波自体を完全に抑止することはできな
いものの、津波エネルギーの減衰効果や漂流物の捕捉効果等被
害の軽減効果がみられることから、まちづくりの観点において多重
防御の一つとして位置づけることができるとしました。今後、海岸防
災林の本格的な復旧・再生を進めるにあたっては、被災箇所ごとに
被災状況、自然条件や地域のニーズ、地域の生態系保全の必要
等を踏まえ、広葉樹の植栽による多様な森林づくり等についても考
慮するなど、生物多様性に配慮して海岸防災林の再生に取り組む
840 こととしています。（農林水産省）
○ 今回の津波災害において、海岸部の大部分の樹木が倒伏し、

838 ○ 福島第一原発の事故により、半径20km（警戒区域内）に取り残
された被災ペット（犬及び猫）を保護するため、福島県と全面的に
協力し、関係する機関・団体とも協力しながら、被災ペット（犬及び
猫）の保護収容、シェルターでの飼育管理、飼い主への返還、譲渡
等を進めていきます。（環境省）

○

○

○

−

なし

a+ 既に ・「東日本大震災からの復興に係る公園 ・引き続き、「東日本大震災からの復興
達成済み 緑地整備に関する技術的指針」を周知 に係る公園緑地整備に関する技術的指
し、復興まちづくりに資する公園緑地の 針」を周知し、復興まちづくりに資する公
整備にあたっての地域生態系の復元・ 園緑地の整備にあたっての地域生態系
保全を行う取組を推進した。
の復元・保全を行う取組を推進する。

B-2 a+ 既に ・東日本大震災の津波により青森県から ・引き続き、海岸防災林の早期の復旧・
D-1 達成済み 千葉県にかけて約164kmの海岸防災林 再生に向けた取組を推進。
が被災。令和元年度までにすべての箇
所で復旧・再生に着手し、うち136kmで
完了しており、飛砂や潮害の防備等の
機能を有する海岸防災林を早期に復
旧・再生し被災地の復興に向けて貢献。

なし a 既に達 ・福島県と連携し、被災ペットの保護収
成済み 容を行うとともに、適正な飼養を図りな
がら、返還・譲渡を進めた。犬463頭、猫
545頭を保護し、保護後に死亡した個体
を除いた犬452頭、猫484頭を飼い主に
返還または新しい飼い主に譲渡した。
・上記取組を進めた結果、収容した被災
ペット全ての飼い主への返還と新しい飼
い主への譲渡が終了し、シェルターを平
成27年12月31日に閉鎖した.。

−

−

−

−

−

−

−

−

−

・治山事業費

−

・警戒区域内における被災ペット保護活
動事業

第３章 東日本大震災からの復興・再生
第１節 東日本大震災からの復興・再生
（総括） 三陸復興国立公園を創設するとともに、みちのく潮風トレイルのルート全線（総延長約1,025km）の開通をはじめ、グリーン復興プロジェクトを進めたほか、原子力発電所事故に対しては野生動植物のモニタリングを実施しました。更に、被災した防災林の普及・再生や復興街づくりに資する公園緑地の整備にあ
たっての地域生態系の復元・保全を行う取組を推進しました。
１ 三陸復興国立公園の創設
836 ○ 三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興プロジェクト
○ ○
なし b 進捗中 ・平成25年5月に三陸復興国立公園を創 ・引き続き、復興に資するための取組を
−
−
−
・三陸復興国立公園再編成等推進事業費
(①三陸復興国立公園の創設（自然公園の再編成）、②里山・里海
設するとともに、みちのく潮風トレイル
具体化し、着実に実施していく。
フィールドミュージアムと施設整備、③地域の宝を活かした自然を
（東北海岸トレイル）ついては、路線検討
深く楽しむ旅（復興エコツーリズム）、④南北につなぎ交流を深める
を進め、平成25年8月に一部開通に先立
道（東北海岸トレイル）、⑤森・里・川・海のつながりの再生、⑥持続
ちプレイベントを実施。また、令和元年６
可能な社会を担う人づくり（ESD）の推進、⑦地震・津波による自然
月には総延長約1,025kmのルート全線
環境への影響の把握（自然環境モニタリング）)を推進することで、
が開通し、記念式典及びシンポジウムを
森・里・川・海のつながりにより育まれてきた自然環境と地域のくら
開催。施設整備については、平成25年7
しを後世に伝え、自然の恵みと脅威を学びつつ、それらを活用しな
月に浄土ヶ浜集団施設地区の海岸遊歩
がら復興に貢献します。（環境省）
道の開通など、被災施設の復旧を実
施。復興エコツーリズムでは、モデル地
域（5地域）での自立したエコツーリズム
の確立を行い、8月には1地域でモニター
ツアーを実施。自然環境調査では、海岸
沿いの植生改変状況や藻場・干潟等の
調査を実施し、科学的データの集積を行
うなど、グリーン復興プロジェクトを着実
に実施している。
２ 原子力発電所事故への対応
837 ○ 福島第一原発の周辺地域での放射性物質による生態系への
○
なし b 進捗中 ・平成23年度より、旧警戒区域内外で、 ・長期的な影響の把握が課題。
−
−
−
・放射線による自然生態系への影響調査
影響を把握するため、関係する機関・団体とも協力しながら、植物
野生動植物の試料採取及び分析等を実
費
の種子やネズミ等の試料の採取と分析を進めていきます。
施。
生態系への影響の把握には、何世代にも渡る長期的な調査が必
・平成28年度からは、専門家の意見等を
要となるため、関係する研究機関や学識経験者とも連携しながら、
踏まえて必要な調査の絞り込みを行い、
モニタリング方法を検討し、生態系への影響把握を進めていきま
調査を継続している。
す。（環境省）

施策
番号

具体的施策

1

2

3

4

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当
施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

達成目標

当初値

点検値

○

854 ○ 下水道は希少な有用資源が含まれる都市鉱山の一種であり、
循環型社会の構築に向けて、需要先と連携して回収、資源化の取
組を推進します。（国土交通省）
855 ○ 里海ネットや里海づくりの手引き書を活用して、里海づくりの考
え方や具体的活動の普及促進を図ります。また、東日本大震災で
大きな被害を受けた海域を、豊かな里海として復興するための調
査や行動計画の策定に取り組みます。また、シンポジウムなどを通
じて国内のみならずアジアに向け「里海」の概念を情報発信しま
す。（環境省）

853 ○ バイオマス活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推
進することを目的として、平成22年12月にバイオマス活用推進基本
計画が閣議決定され、平成32年に達成すべき目標を定めており、
今後、市町村バイオマス活用推進計画の策定を推進します。（農
林水産省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省）

852 ○ COP10の決定を踏まえ、「SATOYAMAイニシアティブ国際パー
トナーシップ」を有効なツールとして、二次的自然環境における生
物多様性の保全とその持続可能な利用を目指す「SATOYAMAイニ
シアティブ」を世界規模で推進していきます。（環境省）

a+ 既に 【施策番号808に同じ】
達成済み

なし b 進捗中 【施策番号815に同じ】
B-2 a+ 既に 【施策番号400に同じ】
D-1 達成済み

○

なし b 進捗中 【施策番号824に同じ】

D-1

○

○

○

C-1 a 既に達 【施策番号656に同じ】
成済み

○

851 ○ 日本の国立公園における地域の多様な主体と連携協力した保
護管理システムや持続可能な農林水産業などわが国の先進的な
取組を国内外に発信します。（環境省、農林水産省）

b 進捗中 【施策番号208に同じ】

E-2

850 ○ 里地里山の保全活動の促進を図るため伝統的生活文化の知 〇 〇
恵や技術の再評価、継承や地域資源としての活用を含め、全国各
地で取り組まれている特徴的な事例を幅広く収集・分析し、全国へ
の波及を図るために発信します。（環境省、文部科学省）

【施策番号400に同じ】

【施策番号815に同じ】

【施策番号824に同じ】

【施策番号808に同じ】

【施策番号656に同じ】

【施策番号208に同じ】

【施策番号205に同じ】

なし b 進捗中 【施策番号205に同じ】

【施策番号482に同じ】

849 ○ 里地里山の新たな利活用の方策について、環境教育やエコ
〇 〇 〇
ツーリズムの場の提供、間伐材やススキなどのバイオマス利用な
ど具体的な地域での試行的な取組を通じて検討します。また、都
市住民や企業など多様な主体が共有の資源（コモンズ）として管理
し、持続的に利用する新たな枠組みを構築します。（環境省、文部
科学省、農林水産省、国土交通省）

なし b 進捗中 【施策番号482に同じ】

847 ○ 各地域で行われている持続可能な開発のための教育（ESD：
Education for Sustainable Development）事例の掘り起こしを行い、
それらを可視化し、優良事例として共有・発信することや、ESDの関
係者を連携させる人材を育成することなどを通じて、地域に根ざし
たESDを全国に普及します。（環境省、文部科学省）

【施策番号503に同じ】

なし b 進捗中 ・全体構想策定を進めている地域につい ・左記支援の他、引き続き地域主体のエ
て認定申請内容について関係省庁とと コツーリズムの推進に関する活動を支
もに助言等の支援を行っている。
援していく。

A-1 b 進捗中 【施策番号503に同じ】

846 ○ 生物多様性に配慮した「賢い消費者（スマートコンシュー
○
マー）」を育成するため、既存の環境認証制度の普及をはじめ、そ
れらを取り扱う事業者や生物多様性の保全に熱心な事業者の情
報を積極的に情報提供することなどにより、消費者の意識の向上
を図ります。（環境省）

【施策番号501に同じ】

【施策番号416に同じ】

【施策番号496に同じ】

【施策番号87に同じ】

848 ○ 地域固有の魅力を見直し、活力ある持続的な地域づくりを進め ○
るため、平成20年４月施行されたにエコツーリズム推進法に基づく
「全体構想」の策定を支援します。（環境省、文部科学省、農林水
産省、国土交通省）

A-1 b 進捗中 【施策番号501に同じ】

845 ○ 環境に配慮した商品やサービスに付与される環境認証制度、 ○
事業活動と生物多様性の関係を測る指標、生物多様性の保全に
寄与する優れた取組に対する表彰制度などの情報を収集・発信す
ることにより、生物多様性への民間参画を促進します。（環境省）

〇

A-1 a+ 既に 【施策番号416に同じ】
B-1 達成済み
B-4
C-1
C-2

844 ○ 希少野生動植物の保全や鳥獣の保護管理、外来種対策、生 ○ ○ ○
態系ネットワークの要となる重要地域の保全・再生など、地域が主
体的に行う生物多様性の保全・再生活動のほか、「生物多様性基
本法」や「生物多様性地域連携促進法」等に基づく法定計画等の
策定の取組を支援します。（環境省）

D-2 b 進捗中 【施策番号87に同じ】

A-1 b 進捗中 【施策番号496に同じ】

○

843 ○ 国内の自然保護地域や自然環境保全施策などを対象に、生 ○
物多様性の経済的価値、生物多様性の損失に伴う経済的損失、
効果的な保全に要する費用などの評価を推進します。また、評価
結果の普及広報や、評価結果の活用方策の検討も進めます。（環
境省）

842 ○ 全国的、広域的な視点に立った自然再生の方向性や具体化の
方策について、わが国の生物多様性総合評価の評価結果や生態
系ネットワーク構想の進展も踏まえつつ、関係省庁が連携して検
討し、計画的な実施のための取組を進めます。（環境省、農林水産
省、国土交通省）

【施策番号808に同じ】

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
地域における里海復興 東北地方の５つの閉鎖
プランの策定
性海域において環境（水
（平成25年まで）
質、底質、藻場等）調査
を実施

−

【施策番号824に同じ】 【施策番号824に同じ】

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

【施策番号824に同じ】

【施策番号808に同じ】

【施策番号656に同じ】

【施策番号208に同じ】

−

−

−

【施策番号503に同じ】

【施策番号501に同じ】

【施策番号416に同じ】

【施策番号496に同じ】

【施策番号87に同じ】

第２節 新たな自然共生社会づくりの取組
（総括） 震災復興に係る公園緑地の整備にあたっては地域制体系の復元・保全を推進したほか、生態系ネットワーク、生物多様性の経済価値評価の試行、地域における保全活動の支援、里地里山の利用・管理の新たな枠組の構築に向けた取組などを進めました。
１ 新たな自然共生社会づくりの取組
841 ○ 生態系ネットワークの形成を促進するため、生態系ネットワー
○
C-1 b 進捗中 【施策番号1に同じ】
【施策番号1に同じ】
−
−
【施策番号1に同じ】
クの考え方、計画手法、実現手法等についての情報提供、普及啓
発に努めるとともに、既存の施策や事業の効果について評価・検
証を行います。（国土交通省、農林水産省、環境省）

施策
番号

・豊かさを実感できる海の再生事業

【施策番号815に同じ】

−

【施策番号808に同じ】

【施策番号656に同じ】

【施策番号208に同じ】

【施策番号205に同じ】

【施策番号482に同じ】

【施策番号503に同じ】

【施策番号501に同じ】

【施策番号416に同じ】

【施策番号496に同じ】

【施策番号87に同じ】

【施策番号1に同じ】

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

1
b 進捗中 【施策番号779に同じ】

A-1 b 進捗中 ・平成28年度から「生物多様性民間参画
ガイドライン」の改訂に向けた検討等を
行い、平成29年12月に改訂版を公表し、
普及啓発を推進した。令和元年度は、本
ガイドラインの枠組みを基に、この10年
間の事業者の優良活動事例を取りまと
めた。

862 多様な主体や幅広い世代に対する「生物多様性の主流化」に向
○
け、国連生物多様性の10年日本委員会（UNDB-J）において、2020
年までの具体的な取組と目標をまとめた「ロードマップ」に基づいて
関係主体が連携した取組を推進する。【強化】（環境省）

863 「生物多様性民間参画ガイドライン」の改訂検討や、事業者団体に ○
よる取組を促進すること等を通じて、調達を含む事業者の本業にお
ける生物多様性に関する取組を促進する。【強化】（環境省）

なし b 進捗中 ・平成28年7月に全国34の公園から8つ
の公園を先行的、集中的に取組を行う
公園として選定し、ビジターセンターや歩
道等の整備、上質な宿泊施設や滞在施
設の誘致、ツアー・プログラムの開発、
質の高いガイド人材等の育成、展望台
へのカフェの設置等による新たなサービ
スの提供、利用者負担による公園管理
の仕組みの調査検討、国内外へのプロ
モーション等の取組を進めている。（国
立公園満喫プロジェクト）
なし b 進捗中 ・各種ふれあい行事の開催により、自然
公園の利用者数の増加と啓発を推進す
るとともに、研修等を実施することにより
自然公園指導員やパークボランティアの
活動を支援している。

なし b 進捗中 【施策番号78に同じ】

E-2

施策の取組状況と成果

A-1 b 進捗中 ・平成26年度より森里川海を保全し、そ
の恵みを引き出し、支える社会の仕組
みづくりとして「森里川海プロジェクト」を
開始。自然の恵みを支える社会づくりに
向けた取り組みとして、意見交換会・公
開シンポジウムを実施。
・森・里・川・海の恵みや自然体験の大
切さを子供や保護者等に伝えるために、
平成30年度に制作した読本「森里川海
大好き！」や、流域単位で河川の恵みを
認識・共有する「≪森里川海ふるさと絵
本≫ありがとう あらかわ―秩父市―」、
「≪森里川海ふるさと絵本≫ありがとう
あらかわ―荒川区―」を活用した普及・
啓発を行うとともに、令和元年度には読
本「森里川海大好き」を全国約2万校の
学校図書館へ寄贈し、読書感想文コン
クールのを開催し、さらに自然体験プロ
グラムを実施した。
・また、「つなげよう、支えよう森里川海
アンバサダー」と連携した情報発信等を
通して、国民一人一人が森・里・川・海の
恵みを支える社会の実現に向けて、ライ
フスタイルを変革していくことの重要性に
ついて普及啓発を行った。
A-1 a+ 既に ・平成28年10月にはUNDB-J及び各構
達成済み 成団体の令和2年までの目標と具体の
取組をまとめたロードマップを作成（73施
策）し、当該ロードマップに基づき、関係
主体と連携した取組を実施。毎年度フォ
ローアップを行い、生物多様性の主流化
に関する取組の加速化を図っている。

○

国別
達成評価
5 なし 目標

861 森里川海の維持・再生を図りつつ、そこからの恵みを活用する、経 ○
済社会（地域循環共生圏）の構築に向けて、「安心・安全」「子育て」
「おしゃれ」など各世代の目線にあわせた普及啓発や教材づくりを
行うことで、ライフスタイルの変革や自然の中で遊ぶ子どもの復活
をはかる。（「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト）【強化】
（環境省）

○

4

なし b 進捗中 ・環境省ホームページによる情報発信を
はじめ、各種イベントへの出展を通じ
て、エコツーリズムに対する国民の認知
度が向上するよう、普及・推進を図って
いる。

3

860 エコツーリズムを普及・推進するためのエコツーリズムの概念が、 ○
国民に広く理解される必要があるため、環境省ホームページによる
情報発信や、エコツーリズムに関するイベントを開催するなど、エコ
ツーリズムに対する国民の認知度を向上させる。【強化】（環境省）

859 国立公園等における自然ふれあい行事の実施や、国立公園等の ○
管理運営に協力するボランティア人材の育成及び資質の向上によ
り、国立公園等の魅力を高めることとし、国立公園等の利用者数の
増加や地域活性化に寄与する。【強化】（環境省）

○

2

基本戦略への該当

生物多様性国家戦略2012-2020の達成に向けて加速する施策
858 国立公園の利用者から、我が国の優れた自然の保全と利用の重 ○
要性の理解を得、その自然に育まれた伝統文化や食などの生態
系サービスを活かした地元経済の活性化が促せるよう、国立公園
のブランド化を図る。（国立公園満喫プロジェクト）【新規】（環境省）

856 ○ 東北沖において、漁場の回復に資する科学的知見を提供する
ため、モデル海域を中心に、先端的な観測・解析技術を用いた調
査研究を実施し、海洋生態系の変動メカニズムを解明する調査研
究に取り組みます。（文部科学省、農林水産省、環境省）
857 ○ 東日本大震災で津波の被害を受けた地域において指定に向け
た作業を進めている「三陸復興国立公園」において、ジオパーク認
定に向けた動きと連携を図り、地震や津波の遺構を含むジオサイト
の保全や、自然の脅威と恵みを学ぶための仕組みづくりを進め、そ
の取組を世界に向けて発信していきます。（環境省）

施策
番号

・事業者の本業による活動の評価と公
開の促進が課題であり、そのための調
査とガイドラインの普及と関連情報の提
供を加速していく。

・ロードマップに沿った進捗管理を実施
し、それらを踏まえて取組を強化してい
く。

・今後は、森里川海プロジェクトの実現
に向けて活動をする企業に取材を行い、
国民各層が実践できるライフスタイルを
情報発信するなど普及・啓発を図る

・今後もホームページによる情報発信の
ほか、各種イベントへの出展の機会を活
用して、エコツーリズムの認知度の向上
を図っていく。

・今後も自然公園指導員やパークボラン
ティアの活動を推進することにより、自
然公園の利用者数の増加、適正な利用
の啓発、保全活動の充実を図っていく。

・引き続き各種取組を推進するとともに、
滞在環境の上質化や、アクティビティ等
と組み合わせたグランピングﾞ、国立公
園ならではの「食」やナイトタイムを生か
したﾂｱｰ等の造成等の推進により国立
公園の磨き上げを行っていく。

【施策番号78に同じ】

【施策番号779に同じ】

課題と今後の方針

−

−

−

−

−

達成目標

−

−

−

−

−

当初値

国立公園満喫プロジェクト等推進事業

【施策番号78に同じ】

【施策番号779に同じ】

予算・税制等
事項名

ー

−

−

・中間評価をふまえた愛知目標達成方策
検討調査費（環境省）

・「国連生物多様性の10年」推進事業費

（項）環境政策基盤整備費
（目）環境保全調査費

・エコツーリズム総合推進事業費

パークボランティア登録 ・自然公園等利用ふれあい推進事業経費
者数：1,440名（令和元年
7月）

【施策番号78に同じ】

【施策番号779に同じ】

点検値

数値
目標
番号

具体的施策

1

3

874 都市公園等において、利用者・地域・学校などと一体となった環境
教育・環境学習などの指導者や実践者の養成の場や機会を提供
するとともに、それらのプログラムを実践する都市公園等の整備に
ついて引き続き推進する。【強化】（国土交通省）

873 海辺の自然環境を活かして、地方自治体、教育機関、ＮＰＯ等と連 ○
携して児童や親子を対象とした自然体験・環境教育プログラムを開
催し、みなとの自然環境の大切さを学ぶ機会の充実を図る。【強
化】（国土交通省）

○

○

A-1 a 既に達 ・既存の地域戦略について文献調査を
成済み 行い、特徴や傾向を分析した。このうち
11市区町村にインタビューを行い、策定
に至った経緯や、地域戦略の策定・実施
時の困難点、地域ごとに工夫されている
点等についてとりまとめ、HPを通じて一
般に広く公開した。
A-1 b 進捗中 ・河川管理者、教育関係者、市民団体等
から構成される協議会を設置し、地域が
一体となって子どもが水辺に親しめる
場・機会の提供を行っている。令和元年
度末現在、「子どもの水辺」登録箇所305
箇所となっている。

871 各地方自治体において生物多様性地域戦略の策定が進むよう、
有用な情報を提供するため、既存の地域戦略を対象に地域戦略
策定による効果や優良事例に関する調査を行う。【強化】（環境省）

872 子どもたちの川を活かした体験活動や環境学習の場を拡大し、ま
た、地域の子どもたちの体験活動の充実を図るため、引き続き
「「子どもの水辺」再発見プロジェクト」を推進するとともに、川の自
然環境や危険性を伝える「指導者育成」などを推進する。【強化】
（国土交通省、文部科学省、環境省）

A-1

870 平成25 年度に策定した「都市の生物多様性指標（素案）」の普及 ○
啓発を図るため、幅広い自治体が活用できる「都市の生物多様性
指標（素案）」の簡易版を開発し、都市における生物多様性保全の
取組を一層推進する。【強化】（国土交通省）

-

・「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」の普及
啓発に努め、生物多様性の確保に配慮
した緑の基本計画の策定を推進する。

-

・生態系や資源の持続性に配慮した方
法で漁獲・生産された水産物であること
を表す水産エコラベルについて、さらな
る認知度の向上及び認証取得の促進を
図る。

A-1

a+ 既に ・都市公園等において、地域のNPOなど ・引き続き、都市公園等において、環境
達成済み との連携を図りつつ、各地域の特徴ある 学習ボランティアの育成や、新たなプロ
豊かな自然環境を活用し、生きものの生 グラムの提供などを推進していくことが
態や自然の仕組みを体験しながら学ぶ 必要。
環境教育プログラム等の実施等により、
都市住民の身近な自然とのふれあいを
推進。

・「子どもの水辺」登録後の活動の充実
を図るため、河川管理者による活動状
況や担当者等についてのフォローアップ
を引き続き行うとともに、関係機関と連
携し、水辺の活動をサポートする指導者
の育成を支援し、河川を活かした環境学
習、自然体験活動を推進する。
A-1 b 進捗中 ・児童や親子を対象に自然体験プログラ ・今後も取組を継続し、体験を通して自
ム（「海辺の自然学校」）を、地域の自治 然環境の大切や親しみ楽しみを定着さ
体、教育機関、NPO等と連携して開催し せるため「海辺の自然学校」を開催し、
ている。平成30年度は20件の「海辺の 地域の自治体、教育機関、NPO等が自
自然学校」を開催し成果を上げた。
然体験プログラムの開催ノウハウを蓄
積して、自ら開催できる体制整備を進め
る。
・体制整備が確立されることにより、地
域自治体、教育機関、NPO等が港湾・海
洋における環境保全の大切さを理解し、
主体となって海洋環境保全への取り組
みや参画できる体制づくりに取組ことを
推進する。

a+ 既に ・都市の生物多様性の確保に配慮した
達成済み 地方公共団体の「緑の基本計画」策定
支援の観点から、平成30年5月に「生物
多様性に配慮した緑の基本計画策定の
手引き」を策定し、都市の生物多様性の
確保の取組みを推進した。

A-1 a 既に達 ・グリーンリースの普及に向けた取組等
成済み について、環境不動産ポータルサイト等
を通じて、一般に広く公開した。

869 省エネルギー、低炭素化、生物多様性などの環境に配慮した優良 ○
な不動産が、投資家などを含む多様な関係者に認識・評価され、
市場において持続的な投資が促進されるよう、関係省庁とも連携し
て、グリーンリースの普及に向けた取組等を行う。【強化】（国土交
通省）

a+ 既に ・生態系や資源の持続性に配慮した方
達成済み 法で漁獲・生産された水産物であること
を表す水産エコラベルについて、水産白
書への記載や、パンフレットの配布等に
より、普及促進を図った。

なし

868 生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲された水産物であ
ることを表す水産エコラベルについて、消費者向けのパンフレット
等を通じた普及啓発を推進する。【強化】（農林水産省）

○

A-1 b 進捗中 ・国連生物多様性の10 年委員会
・引き続き、農林水産分野に関する生物
（UNDB-J）のMy 行動宣言の更なる促 多様性保全に資する活動を国民の間に
進につながる農林水産関係アクションに 拡大する。
ついて、リーフレットの配布やMy 行動宣
言の収集により普及促進を図った。

a+ 既に ・企業等による生物多様性保全活動へ ・引き続き、農家と消費者及び企業を含
達成済み の支援等について、シンポジウムの開 む広い範囲で農林水産分野における生
催や、パンフレットの配布等により、普及 物多様性保全活動を推進する。
促進を図った。

・環境省ウェブサイト（地域循環共生圏
づくりプラットフォーム）において、参考と
なる里地里山の取組事例等について情
報を発信し、他の地域への取組の波及
を図っていく。
http://chiikijunkan.env.go.jp/

・生態系サービスの経済評価、生態系
勘定に基づく公共政策評価の研究を進
め、経済価値評価の精度の向上を図る
とともに、国内外への発信を行う。

課題と今後の方針

867 国連生物多様性の10 年委員会（UNDB-J）のMy 行動宣言の更な ○
る促進につながる農林水産関係アクションの普及・啓発により、エ
コツーリズム、森林ボランティア及び藻場の再生等の農林水産分
野に関する生物多様性保全に資する活動を国民の間に拡大する。
【新規】（農林水産省）

○

施策の取組状況と成果

A-1 b 進捗中 ・平成29年度から「環境経済の政策研
究」等を通じて国・地方公共団体におけ
る生態系勘定の導入の検討および経済
価値評価の政策への適用（物量、社会
的価値、市場価値）を実施しているとこ
ろ。
なし d その他 ・木質バイオマス資源の持続的活用に
よる再生可能エネルギー導入計画策定
事業(平成28年度〜平成30年度）の活用
により木質バイオマス設備導入するため
の森林等の賦存量調査や設備の計画
策定を図った。

国別
達成評価
5 なし 目標

A-1

4

866 企業等による生物多様性保全活動への支援等について取りまとめ ○
た農林漁業者及び企業等向け手引き及びパンフレットの活用や、
農林漁業者と企業等の新たな連携を促すことを目的としたシンポジ
ウムの開催等により、農家と消費者及び企業を含む広い範囲で農
林水産分野における生物多様性保全活動を推進する。【強化】（農
林水産省）

865 森林等、地域に賦存する木質バイオマス資源を持続的に活用する ○ ○ ○
ことで、CO2 削減や森林等の保全・再生に貢献することを目標とし
た地方公共団体が行う計画策定に対して支援を行う。【強化】（環
境省）

2

基本戦略への該当

864 生物多様性と生態系サービスにかかる将来予測や経済価値評価 ○
を実施する。また、生物多様性と生態系サービスが社会活動の意
思決定に組み込むために有効な方策を検討することを目的として
必要な調査・検討を行う。【強化】（環境省）

施策
番号

−

−

−

達成目標

-

―

―

―

−

−

点検値

都市公園等整備面積：
118,165ha 、99,874箇所
（平成23年3月）

都市公園等整備面積：
127，321ha 、110,279箇
所（平成31年3月）

-

緑の基本計画
緑の基本計画
策定市町村：662市町村 策定市町村：686市町村
（平成23年3月）
（平成31年3月）

−

当初値

・社会資本整備総合交付金

-

生物多様性国家戦略推進費

−

・環境不動産の普及促進経費

―

―

―

(事業名)木質バイオマス資源の持続的活
用による再生可能エネルギー導入計画策
定事業

（事業名）環境経済の政策研究

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

具体的施策

1

2

3

○

○

○

880 緑の基本計画等に基づいた、地方公共団体等が行う生物多様性
の拠点となる緑地の保全や都市公園等の整備による水と緑のネッ
トワークの形成を推進する。【強化】（国土交通省）

881 「国立・国定公園総点検事業」の結果等を踏まえ、国立・国定公園
等の新規指定や拡張を進める。【強化】（環境省）

○ ○

○

879 湿地の保全、そのネットワークの構築及び維持、自然再生事業等
による自然環境の再生、多自然川づくり等を進めるとともに、自然
環境を把握するための調査、モニタリング等を充実させ、効果的な
施策の推進を図る。【強化】（国土交通省）

878 防災・減災や持続可能な社会づくり、グリーンインフラ等の観点も
踏まえた自然再生の取組の推進を図る。【新規】（環境省、農林水
産省、国土交通省）

877 生態系ネットワークの核となる平成27・28 年度に選定した重要地
域（里地里山、湿地、海域）の保全・再生を多様な主体の参画のも
とに引き続き推進する。【強化】（環境省）

4

○

施策の取組状況と成果

C-1 b 進捗中 ・平成30年度までに、新たに都市公園等
整備面積：9,156ha、特別緑地保全地区
指定面積：448haが増加し、拠点となる
緑地の保全・創出・再生を進めるととも
に、都市における水と緑のネットワーク
の形成を推進した。
なし b 進捗中 ・国立・国定公園総点検事業に基づき選
定した国立・国定公園の新規指定また
は大規模な拡張を検討する候補地につ
いて検討や調整を進め、国定公園にお
いては平成28年３月に京都丹波高原国
定公園、令和２年３月に中央アルプス国
定公園の指定を行い、国立公園におい
ては平成28年４月に西表石垣国立公園
区域を大規模に拡張したほか、平成28
年９月にやんばる国立公園、平成29年３
月に奄美群島国立公園を指定した。

B-1 b 進捗中 ・多自然川づくりを進めるとともに、多様
C-1
な主体と連携しながら生態系ネットワー
クを形成する等、先進的な自然再生事
業を推進している。

B-1 b 進捗中 ・脆弱な土地の利用等を避けることや、
C-1
生態系が有する多様な機能を活かすこ
と等により社会の脆弱性を軽減する「生
態系を活かした防災・減災（Eco-DRR）」
及び、自然環境が有する多様な機能を
活用し、持続可能で魅力ある国土・都
市・地域づくりを進める「グリーンインフ
ラ」の推進のため、国内外の事例を収集
するとともに、自然生態系の有する防
災・減災機能を評価・検証し、Eco-DRR
及びグリーンインフラの考え方の普及を
図った。
・また、自然生態系の防災・減災機能を
踏まえ、森林、湿地、サンゴ礁等の自然
環境の保全・再生を推進した。

a+ 既に ・植生図作成については、引き続き推進
達成済み しており、令和２年３月末時点で国土の
約89％を整備している。
・モニタリングサイト1000においては、専
門家、NGO、ボランティア、地方自治体
等の多様な主体の参画・協力を得て調
査を実施し、調査結果については速報
等を公開している。また、新たな市民参
加型調査の生物情報収集・提供システ
ムである「いきものログ」を運用し、様々
な主体からのデータの収集を進めてい
る。
・調査成果については、生物多様性情
報システムやインターネット自然研究所
ウェブサイトにおいて適宜公表し、データ
の提供・共有に努めている。
なし a 既に達 ・「つなげよう、支えよう森里川海」プロ
成済み ジェクトの提言の下、多様な資源がその
地域の中で循環し、相互に支え合う「地
域循環共生圏」の構築に向けた支援を
実施(平成30年度〜令和元年度）した。
具体的には、森・里・川・海の保全及び
再生に取り組む10の実証地域による多
様な主体によるプラットフォームづくり、
自立のための経済的仕組みづくり、人材
育成等に向けた地域の活動を支援し
た。
C-1 b 進捗中 ・海洋保護区の検討に資する基礎情報
として、平成23−25年度にかけて重要
海域の抽出作業を進め、平成28年４月
に公表。
・多様な主体による重要里地里山及び
重要湿地等に生息する種の保全の取組
を推進するため、複数の種が集中的に
分布して生態系を形成する地域（絶滅危
惧種分布重要地域）を明らかにすること
を目指し、重要地域における種の分布
情報等の調査を実施。

E-2

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

876 森里川海の維持・再生を図りつつ、そこからの恵みを活用する、経 ○ ○ ○
済社会（地域循環共生圏）の構築に向けて、地方公共団体及び地
方公共団体と連携して取組を行う民間団体や協議会等とともに、
全国で実証事業を実施していく。（「つなげよう、支えよう森里川海」
プロジェクト）【強化】（環境省）

875 自然環境保全基礎調査として実施している、植生図作成について
は2020 年までに全国整備を概ね完了させることを目指して作業を
進めるなど、自然環境及び生物多様性に関する継続した調査の実
施によるデータの充実を図るとともに、速報性の向上を図る。また、
モニタリングサイト1000 や「いきものログ」等を活用した様々な主体
の連携によるデータの収集を進めるとともに、生物多様性情報シス
テムを活用したデータの提供・共有を一層推進する。【強化】（環境
省）

施策
番号

・引き続き、国立・国定公園総点検事業
に基づき選定した新たな国立・国定公園
の指定または大規模な拡張を検討する
候補地について検討や調整をすすめ
る。

・緑の基本計画に基づき引き続き取組
みを推進する。

・引き続き、多自然川づくりを進めるとと
もに、多様な主体と連携しながら広域的
に生態系ネットワークを形成する等、先
進的な自然再生事業を推進していく。

・取組の推進のためには、地域の合意
形成および長期的・広域的な管理体制
の構築が重要である。今後、地域におけ
る合意形成に際して必要な機能評価等
の情報を引き続き収集・発信していく。
・また、かつての氾濫原や湿地等の再生
による流域全体での遊水機能等の強化
に向けた調査・検討を行う。
・さらに、自然再生に関する施策を総合
的に推進するための方針である自然再
生基本方針に基づき、自然生態系が有
する防災・減災機能を活用した事業を実
施する。

・重要海域の情報を基礎として、自然的
社会的諸条件を考慮して沖合海底自然
環境保全地域候補地を抽出し、指定す
る。
・引き続き、重要地域等における絶滅危
惧種分布等の情報を拡充するための調
査を推進。

−

・現在の取組を継続して進めていく。

課題と今後の方針

−

−

−

−

達成目標

都市公園等整備面積：
118,165ha 、99,874箇所
（平成23年3月）
特別緑地保全地区：指定
面積2,369ha、419地区
（平成23年3月）
国立公園数:30箇所
国定公園数:56箇所
（平成23年度末）

−

−

当初値

・治水事業等関係費
・社会資本整備総合交付金等

・生物多様性国家戦略推進費
・生物多様性保全等推進費

・国立・国定公園新規指定等推進事業費
・生物多様性保全等推進費

（項）環境政策基盤整備費
（目）環境保全調査費

・自然環境保全基礎調査費
・地球規模生物多様性モニタリング推進
事業費
・地球規模生物多様性情報システム整備
推進費

予算・税制等
事項名

都市公園等整備面積： ・社会資本整備総合交付金
127，321ha 、110,279箇
所（平成31年3月）
特別緑地保全地区：指定
面積2,817ha、621地区
（平成31年3月）
国立公園数:34箇所
・国立・国定公園の新規指定等推進事業
国定公園数:57箇所
（令和2年3月末）

−

-

−

縮尺2万5千分の1植生図
整備
国土の約89％
（令和2年3月末）

点検値

数値
目標
番号

3

4

○

○

○

885 地域住民や自然保護団体等と協働・連携しつつ、それぞれの地域
や森林の特色を活かした森林管理が期待される地域において、モ
デルプロジェクトを推進する。【強化】（農林水産省）

886 海域環境に応じた手法による藻場・干潟の保全・造成を推進すると
ともに、漁業者を中心とする多様な担い手によって食害生物の駆
除、遺伝的多様性と地域固有性を確保した海草類・二枚貝の拡
散・移植及び漁場の耕うんなどの維持管理活動を推進する。【強
化】（農林水産省）

887 多様な生物の生息・生育空間であり、地域住民が自然に親しめる
港湾緑地の整備及び港湾整備により発生した浚渫土砂等を有効
活用した干潟・藻場等の再生、深掘り跡の埋め戻しを推進する。
【強化】（国土交通省）

890 森林の整備、木材及び木質バイオマス利用等の森林吸収源対策
を着実に推進する。【強化】（農林水産省）

○ ○

889 社会資本や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然生態系 ○ ○
の有する防災・減災機能を含む自然環境が有する多様な機能を活
用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域作りを進めるグリーン
インフラに関する取組を推進する。適切な国土利用・管理に資する
生態系の活用のあり方を検討するため、活用手法や効果測定手
法等の調査研究を推進する。【新規】（国土交通省、農林水産省、
環境省）

888 政府の気候変動の影響への適応計画を受け、引き続き科学的知
見を集積するとともに、最新の知見に基づいて、生物多様性分野
における適応に関する取組を推進する。【強化】（環境省、農林水
産省）

○

884 国有林野において、原生的な森林生態系等を保護する「保護林」
や野生生物の移動経路となる「緑の回廊」を設定し、継続的なモニ
タリング調査等を通じて状況を把握すると共に、渓流等と一体と
なった森林の連続性を確保し、森林生態系ネットワークの形成に努
める。
【強化】（農林水産省）

○

施策の取組状況と成果

a+ 既に 【水産基盤整備事業】
達成済み 平成24〜29年度において、藻場・干潟
の造成を7,665ha実施した。水産基盤整
備事業については、平成30年度以降も
引き続き、藻場・干潟の造成を推進して
いる。
【水産多面的機能発揮対策】
漁業者等を中心とする活動組織を立ち
上げ、各地域に設置する地域協議会に
おいて計画の採択を実施しているとこ
ろ。本年度からの事業のため成果は次
年度以降。

【水産多面的機能発揮対策】
次年度以降も引き続き藻場・干潟の保
全・造成に取り組む活動組織に対して支
援を実施していく予定。

・引き続き、「保護林」及び「緑の回廊」に
おいて、モニタリング調査等により状況
を把握し、適切な保全・管理を推進する
とともに、必要に応じて隣接する民有林
との連携・協力を推進する。
・また引き続き、渓流等周辺の森林の適
切な保全・管理を行い、渓流域が有する
生態系機能の維持・増進等に努める。
・引き続き、地域や森林の特色を生かし
た森林管理が期待される地域におい
て、地域住民や自然保護団体などと協
働・連携したモデルプロジェクト（現行６
箇所）を推進する。

・取組の保全効果を長期的なデータに基
づき定量的に評価する指標の設定が課
題。策定後5年後程度を目処に行動計
画の見直しを行う。

・重要海域の情報を基礎として、自然的
社会的諸条件を考慮して沖合海底自然
環境保全地域候補地を抽出し、指定す
る。

課題と今後の方針

・「国立公園等の保護区における気候変
動への適応策検討の手引き」を活用し、
保護地域の管理等への適応策の位置
づけを推進する。
・また、「生態系を活用した適応策
（EbA）」の現場における実施を推進する
ため、取組の方向性や踏まえるべき視
点等を取りまとめ、地方公共団体等の
実務者向けの手引きを作成する。

・令和元年度までにグリーンインフラ官
民連携プラットフォームにおいてアドバイ
ザー制度を構築するとともに、自治体、
民間企業等のグリーンインフラの取組へ
の支援事業等により、グリーンインフラ
の社会実装を推進する。
・引き続き、生態系を活用した防災・減
災（Eco-DRR）のやグリーンインフラの考
え方や優良事例について地方公共団体
等への普及を進める。また、生態系を活
用した適応策（EbA）の実施を推進する
ため、既往研究の成果等を収集するとも
に、基本的な考え方を整理し、手引とし
て取りまとめる。さらに、環境研究総合
B-2 b 進捗中 ・森林整備事業等により間伐、再造林等 推進費を通じた調査研究を推進する。
・引き続き、間伐、主伐後の再造林等の
D-1
を着実に推進するとともに、「森林の間 着実な実施、木材及び木質バイオマス
D-2
伐等の実施の促進に関する特別措置 利用等を推進する。
法」に基づき成長に優れた種苗の増殖
等、優良種苗の確保を図った。このほ
か、木材及び木質バイオマスの利用拡
大等に取り組み、森林吸収源対策を着
実に推進した。

b 進捗中 ・気候変動が生物多様性に与える悪影
響への適応に関する取組を推進するた
め、大雪山国立公園及び慶良間諸島国
立公園における気候変動影響評価及び
適応策検討に係る調査を行い、令和元
年に「国立公園等の保護区における気
候変動への適応策検討の手引き」を取
りまとめた。
・また、「生態系を活用した適応策
（EbA）」の推進のため、先進事例や研究
成果等を収集し、取組の方向性や踏ま
えるべき視点等の検討を進めた。
B-1 b 進捗中 ・令和元年度にグリーンインフラの推進
C-1
の方策等をとりまとめた「グリーンインフ
ラ推進戦略」を公表し、国、地方公共団
体、民間企業、大学、研究機関等、多様
な主体が幅広く参画するグリーンインフ
ラ官民連携プラットフォームを設立した。
・生態系を活用した防災・減災（EcoDRR）のやグリーンインフラの社会実装
に向けて必要な事項や優良事例等の情
報を収集・整理し、普及を図った。また、
環境研究総合推進費を通じ、Eco-DRR
の活用手法や効果測定手法等に関する
調査研究を推進した。

E-2

当初値

点検値

予算・税制等
事項名

干潟の再生の割合：約
37.8％
（平成23年度末）

・森林整備・保全費

・森林整備・保全費

-

―

・森林整備事業 等

生物多様性国家戦略推進費

生物多様性国家戦略推進費

干潟の再生の割合：約 ・港湾整備事業費
41.2％
（平成30年度末）

―

―

―

−

・サンゴ礁生態系保全対策推進費

わが国の管轄権内水 領海及び排他的経済水 領海及び排他的経済水 ・国立・国定公園新規指定等推進事業費
域の10%の保護区化
域の約8.3%
域の約8.3%
（令和2年まで）
（平成23年5月）
（令和2年3月）
生物多様性の観点か
ら、海洋保護区の効果
を評価するための基準
及び手法の検討

達成目標

B-1 a+ 既に ・浚渫土砂を有効活用し、徳山下松港の ・引き続き、閉鎖性海域の水質改善のた 干潟の再生の割合：約
B-3 達成済み 干潟の再生を実施し、水生生物が増加 め、流入する汚濁負荷量の削減や、干
40％
等、沿岸域の生物多様性の保全・再生 潟の保全・再生などの施策を推進する。
（平成28年度末）
の取組を推進した。

B-2

C-1 b 進捗中 ・「保護林」及び「緑の回廊」において、モ
ニタリング調査等を通じた適切な保全・
管理を推進するとともに、また渓流沿い
の森林を野生生物の生息・生育場所や
移動経路等として生物多様性が豊かな
森林へと誘導する施業等を推進するな
ど、上下流域一体となった森林生態系
ネットワークの形成に努めた。
B-1 b 進捗中 ・国有林野をフィールドとして、地域にお
ける多様な主体の連携による森林の整
備・保全活動として、全国で８箇所のモ
デルプロジェクトを実施した。

B-5 b 進捗中 ・「サンゴ礁生態系保全行動計画」を平
成28年３月に改訂し「サンゴ生態系保全
行動計画2016-2020」を策定した。これ
に基づき、重点的課題を選定し、モデル
事業の実施やフォローアップワーク
ショップの開催などにより対策を推進し
た。

C-1 b 進捗中 ・平成28年４月に公表した重要海域を踏
まえ、自然環境保全法の改正により、沖
合域における海洋保護区として沖合海
底自然環境保全地域制度を創設。

国別
達成評価
5 なし 目標

○

2

基本戦略への該当

883 サンゴ礁生態系保全行動計画2016−2020 に基づき、モデル事業
や情報共有等を通じて対策を推進する。【強化】（環境省）

1
○

具体的施策

882 「生物多様性の観点から重要度の高い海域」の抽出結果を踏ま
え、海洋保護区の適切な設定と管理の充実を推進する。【強化】
（環境省）

施策
番号

23

数値
目標
番号
5

3

4

○

○

○

○

897 農業者の組織する団体等が実施する化学肥料・化学合成農薬を
原則５割以上低減する取組と合わせて行う生物多様性保全等に効
果の高い営農活動を支援する（環境保全型農業直接支払交付
金）。【強化】（農林水産省）

898 農業生産活動の高いレベルの持続可能性を確保するため、農薬
や肥料による環境負荷の低減等の保全の取組や生物多様性への
配慮の取組が含まれた農業生産工程管理（ＧＡＰ）の普及を推進す
る。【強化】（農林水産省）

899 農業生産基盤の整備において、生物多様性に配慮した生態系の
ネットワークの保全を推進する。【強化】（農林水産省）

○

896 たい肥等による土づくりと化学肥料・化学合成農薬の低減に一体
的に取り組む持続性の高い農業生産方式の導入を促進する（エコ
ファーマーの認定）。【強化】（農林水産省）

894 マイクロプラスチックを含む海洋ごみの量・分布等の実態を把握す
るとともに、マイクロプラスチックに含まれる有害物質の抽出等を実
施する。また、今後は日本の沿岸域に加え、我が国南方海域にお
ける東アジア等由来の海洋ごみの実態把握に努める。さらに、二
国間、多国間の国際的枠組みの下、海洋ごみに係る共同調査の
実施、科学者によるワークショップの開催等に取り組む。【強化】
895 農業者一人ひとりが環境保全に向けて最低限取り組むべき農業環
境規範の普及・定着を促進する。【強化】（農林水産省）

893 海洋における炭素固定（ブルーカーボン）を利用した気候変動の緩
和機能等の定量的評価手法について、調査・研究を推進する。【強
化】（国土交通省）

○

○

○

国別
達成評価
5 なし 目標
施策の取組状況と成果

なし

達成目標

−

−

当初値

-

-

温室効果ガス吸収量：
124万t-CO2／年（平成
30年度実績）

−

点検値

−

−

−

・環境保全型農業直接支払交付金

環境保全対策費

-

・社会資本整備総合交付金 等

(事業名)木質バイオマス資源の持続的活
用による再生可能エネルギー導入計画策
定事業

予算・税制等
事項名

−

９地区で事業を実施中
（平成24年度）

−

・農業競争力強化基盤整備事業費

・令和12年までに「ほぼ全ての国内の産 GAP導入産地数：3,000 GAP導入産地数2,194産 GAP導入産地数2,832産 ・GAP拡大推進加速化事業
地で国際水準のGAPを実施」することを 産地（平成27年度）
地
地（平成27年度）
目標とし、都道府県によるGAP指導活動
（平成23年3月末時点、
等への支援や、GAP認証農産物を取り
福島県を除く）
扱う意向を有する実需者「GAPパート
ナー」の拡大等を推進することでGAPの
取組拡大を図る。

・引き続き、化学肥料・化学合成農薬の
５割低減の取組とセットで、生物多様性
保全等に効果の高い営農活動に対する
支援を推進。

・エコファーマー累積新規認定件数につ エコファーマー累積新 エコファーマー累積新規 エコファーマー累積新規
いては毎年着実に増加してきたところで 規認定件数：34万件
認定件数：266,355件
認定件数：310,123件
あるが、新規認定件数は年々減少し、 （平成26年度）
（平成24年3月末）
（平成30年度）
2,345件となっているところ。

・農業環境規範の取組は、農業生産工
程管理（GAP）の普及（施策番号898）に
包含されており、GAPの普及を通じて実
施。

・引き続き実態把握と訪日研修を実施す
るとともに、インドネシア・ベトナムを対象
にした現地調査マニュアルの作成に着
手する。

・ブルーカーボン生態系の役割が地球
温暖化防止に貢献することを、市民団体
やNPO等に広く理解を得る必要があり、
役割等の周知・啓発活動を展開すべく
整理する方針。

・引き続き、都市公園の整備等の緑化の
推進を図ると共に、都市緑化等における
吸収量の算定方法等の整備や都市緑
化等の意義や効果の普及啓発を行う。

・環境省ウェブサイト（地域循環共生圏
づくりプラットフォーム）において、参考と
なる里地里山の取組事例等について情
報を発信し、他の地域への取組の波及
を図っていく。
http://chiikijunkan.env.go.jp/

課題と今後の方針

a+ 既に ・平成24年度から令和元年度までに、累 ・現在の取組を継続して進めていく。
達成済み 計7８地区において、特徴的な希少生物
の保全に配慮した用排水路、ため池、ビ
オトーブ、水路整備を実施した。

なし b 進捗中 ・平成29年度より、「東京2020大会に国
産農産物を十分に供給できる出荷量の
確保」を目標として掲げ、都道府県向け
交付金等によりGAP認証取得等を支
援。この結果、平成30年度末時点の
GAP認証取得経営体数は約5,300、都道
府県GAP確認経営体数は約12,000。

B-2 b 進捗中 ・環境保全型農業直接支払交付金の実
施面積は、平成24年度：41,439ha、平成
25年度：51,114ha、平成26年度：
57,744ha、平成27年度：74,180ha、平成
28年度：84,566ha、平成29年度：
89,082ha、平成30年度：79,465ha、令和
元年度：79,839haであった。
・「環境保全型農業直接支払交付金 最
終評価」（令和元年８月公表）において、
生物多様性保全効果について「農業に
有用な生物多様性の指標生物調査・評
価マニュアル」に基づき評価を実施した
ところ、実施区のうちS評価が17％、A評
価が71％（対照区ではS評価２％、A評
価32％）と、効果が高い結果となった。

B-2 b 進捗中 ・農業環境規範の普及・定着を図るた
め、農林水産省が実施する補助事業等
の実施に当該規範を関連付けを行って
おり、平成29年度は35事業において関
連付け。
B-2 b 進捗中 ・エコファーマー累積新規認定件数は毎
年着実に増加し、平成30年度末現在
310,123件の累積新規認定件数になった
ところ。
・エコファーマーが参加する全国ネット
ワークのセミナーに農水省も参画し、取
組状況の共有を行っていたが、令和２年
２月の交流会をもって解散した。

なし b 進捗中 ・マイクロプラスチックを含む海洋ごみの
実態把握に努めた。令和元年度は海洋
ごみに係る訪日研修を実施したほか、イ
ンドネシア・ベトナムを対象にプレ調査を
実施した。

D-2 b 進捗中 ・ブルーカーボン生態系の活用による地
球温暖化対策を拡大・推進に向け、生
態系を増やすための方策検討等に取り
組んでいる。

D-2 b 進捗中 ・都市公園の整備等の緑化の推進及び
国際的指針に基づく吸収量算定手法の
改善により、CO２吸収量として124万トン
を計上（平成30年度実績）した。

2

基本戦略への該当

892 都市公園の整備等の緑化の推進を図ると共に、都市緑化等にお
ける吸収量の算定方法等の整備や都市緑化等の意義や効果の普
及啓発を行い、我が国の地球温暖化対策を引き続き推進する。
【強化】（国土交通省）

1
なし d その他 ・木質バイオマス資源の持続的活用に
よる再生可能エネルギー導入計画策定
事業(平成28年度〜平成30年度）の活用
により木質バイオマス設備導入するため
の森林等の賦存量調査や設備の計画
策定を図った。

具体的施策

891 里地里山等地域に賦存する木質バイオマス資源等を持続的に活 ○ ○ ○
用し、里地里山地域等の保全・再生や地域内のCO２削減を推進す
る。【強化】（環境省）

施策
番号

数値
目標
番号

具体的施策

906 「ニホンジカ、イノシシの個体数を10 年後までに半減する」という
「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」（平成25 年12 月、農林水産省・環
境省作成）の目標実現に向け、指定管理鳥獣捕獲等事業によるニ
ホンジカ、イノシシの捕獲について都道府県を交付金等で支援する
こと等により、「鳥獣の管理」をより一層推進する。【強化】（環境省）

○

○

904 可能な限り早期に、名古屋議定書を締結し、遺伝資源の利用を監
視するためのチェックポイントの設置や普及啓発等の実施により名
古屋議定書の義務を着実に実施する。【強化】（環境省、外務省、
財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国
土交通省）

905 農林水産分野において、海外からの適切な遺伝資源の導入促進
のための取組を実施する。【強化】（農林水産省）

○

4

903 生物多様性に配慮した漁業管理や混獲回避に向けた取組を推進 ○ ○
するとともに、漁業者等に対し混獲回避技術の普及・啓発を実施す
る。【強化】（農林水産省）

○

3

902 公益的機能の発揮が特に要請される森林について保安林の計画
的な指定を推進する。【強化】（農林水産省）

○

2

○

○

B-1 b 進捗中 ・指定管理鳥獣（ニホンジカ、イノシシ）
の捕獲等を行う指定管理鳥獣捕獲等事
業を交付金で支援することにより、本事
業に取り組む都道府県が事業開始年度
以降増加傾向にあり、指定管理鳥獣の
管理が強化されている（平成28年度：37
道府県→令和元年度：42道府県等）。
・平成29年度末におけるニホンジカとイ
ノシシの個体数は、それぞれ中央値で
約244万頭、約88万頭と推定され、平成
26年度以降、減少傾向が見られている。
・交付額の実績
平成28年度：778百万円→令和元年
度：1,551百万円

B-2 b 進捗中 ・海外探索において植物遺伝資源、計
1018点を収集。
・海外からの研究員の招へいと技術指
導を実施。
・特性評価と種子増殖を実施し、累計で
延べ特性項目数64,941点、遺伝資源数
4,265点を公開用データベースへ入力。
・公設農試で保有する遺伝資源の統合
データベースでは、格納が可能なスイカ
110点を選定するとともに、公設農試の
データベースの更新情報を出力するプ
ログラムを作成。

中山間地域等の農用
地面積の減少を防止：
7.7万ヘクタール（平成
22年度〜平成26年度）
地域共同活動への延
べ参加者数：約1,000万
人・団体以上（平成24
年度〜平成28年度）

達成目標

・引き続き、混獲の現状等について調
査・分析を行い、随時、その結果を踏ま
えて混獲回避技術の開発を実施する。
また、漁業者に対し、混獲回避の方法、
捕獲された生存個体の適切な取扱いな
どの指導・普及啓発活動を実施する。

・指定管理鳥獣（ニホンジカ、イノシシ）
の個体数を半減するためには、今後も
捕獲等による管理を強化する必要があ
る。
このため、都道府県等が行う指定管理
鳥獣の捕獲等の取組に対して引き続き
交付金等により支援することで、ニホン
ジカ、イノシシの捕獲強化を図っていく。

・今後の安定的な導入のために、信頼
関係の構築に向けた能力開発や共同研
究など、遺伝資源保有各国との関係を
継続する。

-

点検値

-

-

−

−

保安林面積：1,221万ha
(平成30年度末）

-

中山間地域等の農用地 7.5万ha（令和元年8月）
面積の減少を防止：7.7万
ヘクタール
1091万人・団体(平成24
（平成23年度末）
〜28年度)
地域共同活動への延べ
参加者数：191万人・団体
（平成23年度末）

当初値

・今後とも、公益的機能の発揮が特に要 保安林面積：1,281万ha 保安林面積：1,202万ha
請される森林について保安林の計画的 （H35年度末）
（平成23年度末）
な指定を推進していく。

・適正な森林計画制度の運用を推進。
・調査結果についての解析を通じて、得
られたデータの有効活用に努める。

a+ 既に ・平成29年に「ABS指針」（財務省、文部 ・引き続き各種セミナーや相談窓口、
達成済み 科学省、厚生労働省、農林水産省、経 ABS国内情報交換センターによる情報
済産業省及び環境省の共同告示」）を策 提供等を通じた名古屋議定書及び国内
定するとともに、名古屋議定書を締結。 措置の実施を促進する。
・ABS指針に基づき、環境省に遺伝資源 ・ABS指針の適正な運用による名古屋
の利用を監視するためのチェックポイン 議定書の義務の着実な遂行、遺伝資源
トを設置。
及び関連する伝統的知識の重要性、並
・説明会の実施や相談窓口、ABS国内 びに取得の機会及び利益の配分に関す
情・報交換センターによる情報提供等を る事項について啓発を行っていく。
通じた名古屋議定書及び国内措置の実
施を促進。

B-2 b 進捗中 ・海洋生態系保全動向調査事業等にお
いて、サメ、海鳥等の混獲の現状等につ
いて調査・分析を実施している。また、ウ
ミガメの定置網の混獲実態について調
査するとともに、ウミガメ混獲防止技術
の開発を実施している。
D-3

課題と今後の方針

a+ 既に ・地方公共団体等が積極的に制度の推 ・引き続き高齢化により荒廃農地の増加
達成済み 進を図ったことにより、交付面積が拡大 等が懸念されている中山間地域等にお
したため、着実な施策の推進が図られ いて、農業生産の維持を図りながら、多
た。
面的機能の確保を行う。また、令和元年
度に実施した最終評価等の結果を踏ま
えて見直した制度の取組を推進し、引き
続き中山間地域等の農用地面積の減少
を防止する。
・また、地域共同による農地・農業用水
等の地域資源の保全管理を引き続き推
進する。

施策の取組状況と成果

B-2 b 進捗中 ・森林・林業基本計画・全国森林計画に
おいて、森林の有する生物多様性保全
機能や当該機能の発揮に資する森林に
誘導するための森林施業について配慮
事項を記述。
・当該計画に基づき、適切な森林の整
備・保全を行うことで生物多様性を含む
森林の有する多面的機能の発揮に貢
献。
・平成30年度で全国４巡目までを終えた
森林生態系多様性基礎調査の成果を踏
まえ病虫害被害等の時系列的な把握を
行った。
D-1 b 進捗中 ・保安林の計画的な指定を推進し、森林
の適切な保全・管理を行うことで、森林
の有する多面的機能の発揮に貢献。

なし

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

○

1

901 生物多様性保全を含む多面的機能が発揮されるよう、森林計画制
度の適切な運用とともに、多様で健全な森林の整備・保全等を推
進。森林生態系多様性基礎調査については、調査結果の解析や
得られたデータの有効な活用について、引き続き取り組んでいく。
【強化】（農林水産省）

900 農業者等による組織が取り組む水路の泥上げや農道の路面維持
など地域資源の基礎的保全活動や、地域住民を含む組織が取り
組む水路、農道等の軽微な補修や植栽による景観形成など地域
資源の質的向上を図る共同活動や施設の長寿命化のための活動
を支援する。【強化】（農林水産省）

施策
番号

指定管理鳥獣捕獲等事業費

・気候変動等に対応した海外遺伝資源の
保全・利用促進事業

・農林水産研究推進事業委託プロジェクト

・中間評価をふまえた愛知目標達成方策
検討調査費（環境省）
・ナショナルバイオリソースプロジェクト

−

・保安林整備事業委託費等

・森林計画推進事業費
・森林生態系多様性基礎調査事業

・農地・水保全管理支払交付金(〜平成25
年度)
多面的機能支払交付金(平成26年度〜)

・中山間地域等直接支払交付金

予算・税制等
事項名

20

数値
目標
番号
19

○

909 鳥獣被害防止特措法により、市町村が作成する被害防止計画に
基づき、市町村が中心となって取り組む地域ぐるみの被害対策を
支援するとともに、被害防止対策の担い手である鳥獣被害対策実
施隊の設置促進及び体制強化を推進する。また、増加する捕獲個
体について、食肉（ジビエ）等への利活用を推進し、加えて、関係省
庁や多様な主体が連携しながら、広域的かつ効果的な野生鳥獣に
よる森林被害の防止対策を推進する。【強化】（農林水産省）

○

○

○

911 種の保存法にもとづく国内希少野生動植物種については、更なる
追加指定を目指すとともに、様々な種の保全対策の検討及び効果
検証をしながら、引き続き政策の充実・強化を図る。その際、法令
以外の様々な制度による施策も含め、多様な主体の連携による取
組の推進を図る。【強化】（環境省）

912 多くの絶滅危惧種が生息・生育する二次的自然に分布する種等に
ついて適切に保全対象としていくため、種の保存法における種指
定制度の拡充について検討を進める。【強化】（環境省）

913 種の生息・生育状況に改善が見られる種については、保護増殖事
業の終了又は効率化に向けた検討を実施する。一方、生息域外保
全を進める種においては、動植物園をはじめとする関係者等と連
携して、引き続き飼育繁殖技術の確立に向けた取組を進めていく。
また、動植物園等の公的機能明確化と社会的な認知度の向上等
をはかるために、希少種の保全に取り組む動植物園等を種の保存
法に基づき認定する制度の創設について検討を進める。
【強化】（環境省）

910 第 5 次レッドリストの改訂に向け、種の絶滅の危険度を的確に評 ○
価するため、全ての分類群において定量的評価を採用し、現地調
査の充実を含めて科学的知見の蓄積を促進する。
また、海洋生物に関するレッドリストについては、第１次のレッドリ
ストを公表するとともに、既存のレッドリストとの統合に向けた検討
を行う。【強化】（環境省）

○

2

3

4

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

C-2

C-2

・今後更なる追加指定を目指すととも
に、様々な種の保全対策の検討及び効
果検証をしながら、引き続き政策の充
実・強化を図る。その際、法令以外の
様々な制度による施策も含め、多様な
主体の連携による取組の推進を図る。

・第５次レッドリストについて、レッドリスト
作成の手引を基準として、令和6年度以
降の公表を目指して作業を実施する。

・引き続き、対象鳥獣の捕獲、防護柵の
設置その他被害防止計画に基づく被害
防止施策を適切に実施する「鳥獣被害
対策実施隊」の設置を促進するととも
に、被害防止計画に基づく取組を総合
的に支援する。
・引き続き、関係省庁や多様な主体と連
携しながら、広域的かつ計画的な森林
被害の防止対策を推進する。

a+ 既に ・種の保存法に基づく希少野生動植物
達成済み 種専門家科学委員会において国内希少
野生動植物種の保護増殖事業の終了
又は効率化に向けた検討を実施した。ま
た、生息域外保全を進める種において
は、動植物園をはじめとする関係者等と
連携して、各種の飼育繁殖技術の確立
に向けたマニュアルの検討・作成や植物
の生息域外保全のデータベース構築等
を進めた。
・動植物園等の公的機能の明確化と社
会的な認知度の向上等をはかるため、
平成30年から開始された動植物園等の
認定制度により、令和２年３月末現在、
６園館を「認定希少種保全動植物園」に
指定した。

・引き続き、（公社）日本動物園水族館協
会や（公社）日本植物園協会、全国昆虫
施設連絡協議会等との連携・調整を進
め、飼育繁殖技術の確立に向けて取り
組むとともに、認定希少種保全動植物
園の制度を活用し、生息域外保全に取
り組む。

a+ 既に ・平成29年度の種の保存法の改正によ ・引き続き絶滅危惧種の種の特性や保
達成済み り、二次的自然に分布する種等対象とし 全状況等も考慮しつつ、特定第二種国
た特定第二種国内希少野生動植物種 内希少野生動植物種の指定を推進す
制度を新設した。同制度に基づき、令和 る。
元年度には、特定第二種国内希少野生
動植物種３種を初めて指定した。

B-1 b 進捗中 ・鳥獣被害防止特措法により、市町村が
作成した被害防止計画に基づく地域ぐる
みの総合的な取組等を、鳥獣被害防止
総合対策交付金にて支援した。（R1:102
億円、R2:100億円）
・被害防止計画の作成市町村数：1,489
（R1.10.31）
・鳥獣被害対策実施隊の設置市町村
数：1,203（R1.10.31）
・林業関係者が主体となったシカの広域
かつ計画的な捕獲のモデル的な取組に
ついて、関係機関等による協議会を組
織して実施した。
C-2 a+ 既に ・海洋生物レッドリストを平成28年度に
達成済み 公表した。
・令和元年度に環境省レッドリストと環境
省版海洋生物レッドリストの評価体制を
統合するとともに、農林水産省と連携
し、国内の野生生物の絶滅のおそれを
評価するための「レッドリスト作成の手
引」を公表した。同手引により、両省によ
るレッドリストの評価体制が構築された
ほか、第５次レッドリストで全ての分類群
で種の絶滅の危険度を的確に評価出来
るよう定量的評価を採用した。
C-2 b 進捗中 ・種の保存法にもとづく国内希少野生動
植物種については、令和元年度までに
356種を指定した。
・希少野生動植物種専門家科学委員会
において、保全対策の検討や保護増殖
事業のあり方について検討を行った。
・認定希少種保全動植物園等制度や生
物多様性保全推進支援事業などを活用
し、多様な主体の連携による取組の推
進を図った。

B-1 b 進捗中 ・鉛製銃弾の使用に伴う鳥類の鉛中毒 ・鉛製銃弾による鳥類への影響につい
の発生実態に関する科学的知見の収集 ては、引き続きデータの収集等を進め、
に努めるとともに、北海道や海外の事例 狩猟者等の関係者との調整を図る。
収集などを進めた。
・科学的・計画的な鳥獣の保護・管理を
推進するため、都道府県に対する技術
的助言として、特定計画策定のための
ガイドラインを作成した（令和2年3月時
点で、6獣種（ニホンジカ、イノシシ、クマ
類、ニホンザル、ニホンカモシカ、カワ
ウ）について、計152の特定計画が策
定）。

B-1 b 進捗中 ・狩猟免許取得を促進するフォーラムを ・引き続き鳥獣の管理の担い手となる狩
全国各地で開催する等の取組を実施し 猟者及び認定鳥獣捕獲等事業者の確
た。また、認定鳥獣捕獲等事業者の講 保・育成に向けた取組を進める。
習会を開催する等の取組を実施し、令
和2年3月時点で146の認定鳥獣捕獲等
事業者が登録されている。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

908 鳥獣の管理の強化に伴う鉛製銃弾による鳥類への影響や事故の
発生等に適切に対応するとともに、個体群管理、生息環境管理及
び被害防除対策に適切に対応した科学的・計画的な鳥獣の保護・
管理を推進する。【強化】（環境省）

1

○

具体的施策

907 狩猟者が減少し、高齢化が進んでいることから、鳥獣の管理に貢
献しうる狩猟者の育成・確保とともに、認定鳥獣捕獲等事業者等の
捕獲体制のより一層の強化を図る。【強化】（環境省）

施策
番号

-

-

達成目標

-

-

-

当初値

-

-

-

-

点検値

希少野生動植物種保存推進費

希少野生動植物種保存推進費
希少野生動植物種保全活動費

・鳥獣被害防止総合対策交付金
・シカによる森林被害緊急対策事業

鳥獣保護管理強化総合対策事業費

鳥獣保護管理強化総合対策事業費

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

○

916 「生態系被害防止外来種リスト」及び「外来種被害防止行動計画」
を踏まえ、地方自治体、国民等に対し、外来種問題・対策の普及啓
発等を進めるとともに、外来種及びそれらの計画的かつ効果的な
防除の推進について地方公共団体等との情報共有を行う。【強化】
（環境省、農林水産省、国土交通省）

3

○

2

4

施策の取組状況と成果

課題と今後の方針

B-4

B-4

a+ 既に ・「生態系被害防止外来種リスト」及び ・引き続き、各主体による計画的かつ効
達成済み 「外来種被害防止行動計画」を踏まえ、 果的な防除が進むよう、一層の情報共
HP等を通じて地方自治体等に対し、外 有を行う。
来種問題・対策の普及啓発等を進めて
いる。
・また、各地方ブロック毎に連絡会議を
開催し、外来種及びそれらの計画的か
つ効果的な防除の推進について地方自
治体等と情報共有を行った。

a+ 既に ・「生態系被害防止外来種リスト」を踏ま ・引き続き、「生態系被害防止外来種リ
達成済み え、学識経験者による検討の上、令和２ スト」の内容も点検しながら、被害の未
年３月までに、外来生物法に基づく特定 然防止の観点から必要性の高い種を中
外来生物148 種を指定した。
心に、特定外来生物への指定を進め
る。

C-2 b 進捗中 ・国有林野内に生息・生育している希少 ・引き続き、希少野生動植物種の保護管
野生動植物種の保護管理に必要な巡視 理に必要な巡視及び生息・生育環境の
及び生息・生育環境の維持・整備等の 維持・整備等の事業を推進する。
事業を実施した。

国別
達成評価
5 なし 目標

基本戦略への該当

915 「生態系被害防止外来種リスト」を踏まえ、被害の未然防止の観点
から特定外来生物の指定を進める。【強化】（環境省、農林水産省）

1

○ ○

具体的施策

914 国有林野内に生息・生育している希少野生動植物種の保護に必要
な事業を推進する。【強化】（農林水産省）

施策
番号
達成目標

確認1,070件
認定219件
※外来生物法に基づく特
定外来生物の防除を行う
ため主務大臣による確認
を受けた地方公共団体
あるいは認定を受けた者

※外来生物法に基づく特
定外来生物の防除を行う
ため主務大臣による確認
を受けた地方公共団体
あるいは認定を受けた者

148種類

―

点検値

確認987件
認定110件

105種類

当初値

外来生物対策管理事業費

外来生物対策管理事業費

・森林整備・保全費

予算・税制等
事項名

数値
目標
番号

