はじめに

福岡市には、脊振山地などの山々、多々良川、室見川などの河川とそれを取り囲む福岡平野、
博多湾とその沿岸地域など様々な生態系があり、温暖な気候と相まって、豊かな生物多様性が形
成されています。
本市には縄文時代から人々が定住しており、遺跡からは人々がイノシシやシカ、魚貝などを捕
獲したり、ドングリなどを採取していたことが分かっています。
現在においても、例えば、博多湾で採れる魚介類や市内で生産される農産物は、食生活を豊か
にし、和白干潟での潮干狩りやバードウォッチングなどの自然体験は、豊かな感性を育むなど、
私たちは生物多様性の恵みを享受しています。
実際に、福岡市の都市環境の中で、多くの方が「新鮮で美味しい食べ物の豊富さ」や「自然環境
の豊かさ」に満足されており、生物多様性が本市の魅力を支えています。
一方で、近年の都市化により、農地や森林が減少し、生きものの生息場が減少したり、博多湾
では砂浜などの自然海岸が減少するなど、本市を取り巻く生物多様性の状況は、決して楽観でき
るものではありません。
世界的にも生物の絶滅速度が飛躍的に高まっていると言われており、生物多様性の保全は、地
球温暖化と同様に、21世紀の人類に課せられた共通の課題であると言えます。
このような中、平成 4年には生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用を目的とする生物
多様性条約が採択され、日本においては、平成 5年に生物多様性条約の締結後、生物多様性国家
戦略の決定や、平成 20年の生物多様性基本法の制定、平成 22年の生物多様性条約第 10回締約国
会議の開催など、生物多様性の保全に向けた取組みが着実に進められています。
これらの状況をふまえ、本市においても、生物多様性を保全し、その恵みを持続的に享受する
ために、「生物多様性ふくおか戦略」を策定しました。
本戦略で示す生物多様性の保全とその恵みの持続可能な利用の取組みを進め、100年後も豊か
な自然と共生し、その恵みに支えられ、命をつなぐ未来都市「ふくおか」を目指していきます。
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生物多様性ふくおか戦略のねらいと位置づけ

ࡀᇘᴾ ဃཋٶಮࣱỐẪấẦဦỉỈỤẟểˮፗỀẬᴾ

１． 戦略策定の社会的背景
≔≑ဦሊܭỉᅈ˟ႎᏑᴾ
（１）生物多様性とは

ίᾀὸဃཋٶಮࣱểỊᴾ
地球上の生きものは
40億年という長い歴史の中で、さまざまな環境に適応して進化し、3,000万種

ߩ↢߈߽ߩߪ  ంᐕߣ߁㐳ᱧผߩਛߢߥ߹ߑ߹ߐޔⅣႺߦㆡᔕߒߡㅴൻ
ともいわれる多様な生きものが生まれました。
これらの生命は一つひとつに個性があり、全て直接に、
ߒਁ ޔ⒳ߣ߽ࠊࠇࠆᄙ᭽ߥ↢߈߽ߩ߇↢߹ࠇ߹ߒߚ↢ߩࠄࠇߎޕߪ৻ߟ߭ߣ
間接的に支えあって生きています。
ߟߦᕈ߇ࠅ⋥ߡోޔធߦޔ㑆ធ⊛ߦᡰ߃ߞߡ↢߈ߡ߹ߔޕ
生物の多様性に関する条約
（以下「生物多様性条約」という。）では、生態系の多様性・種の多様性・
↢‛ߩᄙ᭽ᕈߦ㑐ߔࠆ᧦⚂㧔એਅ‛↢ޟᄙ᭽ᕈ᧦⚂ޕ߁ߣޠ
㧕ߢߪ↢ޔᘒ♽ߩᄙ᭽
遺伝子の多様性の
3つのレベルの多様性があり、これらの相互のさまざまなつながりも含めて生物多
ᕈ⒳ߩᄙ᭽ᕈㆮવሶߩᄙ᭽ᕈߩ  ߟߩࡌ࡞ߩᄙ᭽ᕈ߇ࠅ⋧ߩࠄࠇߎޔߩߐ
様性としています。
߹ߑ߹ߥߟߥ߇ࠅ߽ߡ↢‛ᄙ᭽ᕈߣߒߡ߹ߔޕ
生物多様性について考えるということは、生きものたちの豊かな個性とつながりを考えることで
↢‛ᄙ᭽ᕈߦߟߡ⠨߃ࠆߣ߁ߎߣߪߥ߆⼾ߩߜߚߩ߽߈↢ޔᕈߣߟߥ߇ࠅࠍ
す。福岡市には固有の自然があり、それぞれに特有の生きものがいること、そして、それぞれがつ
⠨߃ࠆߎߣߢߔޕጟᏒߦߪ࿕ߩ⥄ὼ߇ࠅߎࠆ߇ߩ߽߈↢ߩ․ߦࠇߙࠇߘޔ
ながっていることとも言い換えられます。
ߣ⸒߽ߣߣߎࠆߡߞ߇ߥߟ߇ࠇߙࠇߘޔߡߒߘޔ឵߃ࠄࠇ߹ߔޕ

㧔↢ᘒ♽ߩᄙ᭽ᕈߣߪ㧕

․ߪࠆޔቯߩၞߦߐ߹ߑ߹ߥ࠲ࠗࡊߩ⥄ὼ㧔ᨋޔḨේޔᐓẟޔ␂ࠧࡦࠨޔᄢዊߩ
ᴡᎹߥߤ㧕߇ࠆߎߣޕ

߃߫ޔጟᏒߦߪޔ⣄ᝄጊߩࠃ߁ߥᨋ↢ᘒ♽ޔቶᎹ㇊⃗Ꮉᄙ⦟ޘᎹߥߤߩᴡᎹ↢ᘒ♽ޔ

ߘࠇࠄᴡᎹᴪߦᱷࠆㄘ↢ᘒ♽⇇₵ޔἥ߿ඳᄙḧߥߤߩᶏᵗ↢ᘒ♽ߦࠄࠇߘޔᴪߞߡᒻᚑߔࠆᐓ

ẟ߿⍾ᵿߥߤߩᴪጯ↢ᘒ♽ߥߤޔᄙ⒳ᄙ᭽ߥ↢ᘒ♽߇ሽߒ߹ߔޕ





   ⣄ᝄጊ       ቶᎹ        ⊕ᐓẟ        ₵⇇ἥ

⣄ᝄጊߩ౮⌀㧦ߐࠊࠄධⴕ߈ߩ㘑ޟ⣄ᝄጊ᥊㨪⣄ᝄ߳ߩߑߥ㨪ޠ
㧔ጟᏒ㧕
ቶᎹޔ⊕ᐓẟ⇇₵ޔἥߩ౮⌀㧦߹ࠆߏߣጟඳᄙ㧔ጟᏒ㧕

㧔⒳ߩᄙ᭽ᕈߣߪ㧕

地球上、
あるいは特定の地域にさまざまな種類の生物が生息・生育している状況のこと。
․ߪࠆޔቯߩၞߦߐ߹ߑ߹ߥ⒳㘃ߩ↢‛߇↢ᕷ↢⢒ߒߡࠆ⁁ᴫߩߎߣޕ

例えば、
福岡市の今津干潟や和白干潟周辺では、100種類以上の鳥類が確認されているほか、
油山
߃߫ޔጟᏒߩᵤᐓẟ߿⊕ᐓẟㄝߢߪޔ100
⒳㘃એߩ㠽㘃߇⏕ߐࠇߡࠆ߶߆ޔᴤ

ではこれまでに41種類の鳥類が確認されるなど、
多様な種類の生物が生息しています。
ጊߢߪߎࠇ߹ߢߦ 41 ⒳㘃߽ߩ㠽㘃߇⏕ߐࠇࠆߥߤޔᄙ᭽ߥ⒳㘃ߩ↢‛߇↢ᕷߒߡ߹ߔޕ






౮⌀㧦ࠛࠦࡄࠢ࠱ࡦࠟࠗ࠼ࡉ࠶ࠢ㧔ጟᏒ㧕

㧔ㆮવሶߩᄙ᭽ᕈߣߪ㧕

หߓ↢‛⒳ౝߩࠣ࡞ࡊߦ߽ޔㆮવሶߦࠃࠆ㆑߇ࠆߎߣޕ
หߓ⒳ߩਛߢ߽ޔၞߦࠃߞߡߩߛࠄ߆ޔᒻ߿ᮨ᭽ⴕޔേߥߤߩ․ᓽ߇ዋ

ߒߕߟ⇣ߥࠅ߹ߔޕጊ߿Ꮉߥߤߢⴕ߈᧪߇ߢ߈ߕ߅ޔߩ㓸࿅ߩ㑆ߢ❥ᱺ

߇߹ࠅⴕࠊࠇߥߊߥࠆߣߥ߁ࠃߩߎޔᏅ߇ߡ߈߹ߔޕ

ߎ߁ߒߚ㆑߇ࠆߎߣߢߪߩ߽߈↢ޔⅣႺߩᄌൻߥߤߦኻᔕߔࠆജࠍ⫾
߃ߡ߹ߔޔ߫߃ޕጟᏒߩቶᎹᴡญઃㄭߢᄙߊߩੱ߇ᭉߒࠎߢࠆầ

ᐓ⁚ࠅߢ₪ࠇࠆࠕࠨߪߥ߹ߑ߹ߐޔᮨ᭽߿ᒻࠍߒߡ߹ߔ߇߽ࠇߎޔㆮવ
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౮⌀㧦ࠛࠦࡄࠢ࠱ࡦࠟࠗ࠼ࡉ࠶ࠢ㧔ጟᏒ㧕

（２）生物多様性がもたらす恵みとは

ίᾁὸဃཋٶಮࣱầờẺỤẴऔỚểỊᴾ

私たちの生活の中で当たり前と思っていることの多くが、生物多様性の恵みの上に成り立っています。

⑳ߚߜߩ↢ᵴߩਛߢᒰߚࠅ೨ߣᕁߞߡࠆߎߣߩᄙߊ߇‛↢ޔᄙ᭽ᕈߩᕺߺߩߦ
ᚑࠅ┙ߞߡ߹ߔޕ

人々は、今も昔も変わらず、生物多様性から得られる多くの恵みに依存した経済活動、社会活動

を行っているといえます。
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このように生物多様性が私たちにもたらすさまざまな恵みは、「生態系サービス」と呼ばれ、以下

のような 4つに分類されます。
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（３）生物多様性をめぐる危機

れた地球規模の生態系に関する環境アセスメン
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一方、
「生物多様性国家戦略」では、わが国の生物多様性の危機として、以下の 4つが挙げられ、
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さまざまな施策が講じられてはいるものの、これらの危機は依然として進行しているとしています。
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１）人間活動や開発による危機
（第 1の危機）
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息・生育環境の悪化、さらには、河川の直線化
・固定化や農地の開発などによる草原や湿地の消失
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など、人間活動や開発による生物多様性への負の影響が拡大しています。
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２）
人間活動の縮小による危機（第 2の危機）
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高齢化の進行、農業形態や生活様式の変化など、里地里山では、人間活動の縮小にともなって
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人の手が入らなくなることで生態系の多様性が失われてきており、里地里山に生息
・生育してき
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た動植物が、減少、あるいは絶滅しています。
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さらに、人工林についても林業の採算性の低下、林業生産活動の停滞から、間伐などの管理が
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十分に行われないことで、森林の持つ水源涵養、土砂流出防止などの機能や生物の生息
・生育環
境としての質の低下が懸念されます。
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３）人間により持ち込まれたものによる危機（第 3の危機）
野生生物の本来の移動能力を越えて、人為によって意図的・非意図的に国外や国内の他の地域か
ら導入された外来種が、地域固有の生物相や生態系に対する大きな脅威となっています。
また、外来生物法による規制が難しい、資材や他の生物に付着して意図せずに導入される生物も、
大きな脅威となっています。
さらに、20 世紀に入って急速に進んだ化学物質の開発、普及により、現在、生態系が多くの化
学物質に長期間ばく露されるという状況が生じており、その中には生態系への影響が指摘されてい
るものがあります。
４）気候変動による危機
生物多様性は、気候変動に対して特に脆弱であり、氷が溶け出す時期が早まったり、高山帯が縮
小されたり、海面温度が上昇したりするなどといった環境の変化をそれぞれの生きものが許容でき
ない場合、
「その場所での進化」、
「生息できる場所への移動」のいずれかで対応ができなければ、
「絶
滅」することになります。
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 4次評価報告書によると、全球平均気温の上昇が 1.5〜
2.5℃を超えた場合、これまでに評価対象となった動植物種の約 20〜 30％は絶滅リスクが高まる可
能性が高く、4℃以上の上昇に達した場合は、地球規模での重大な（40％以上の種の）絶滅につなが
ると予測されています。
平均気温が 1.5〜 2.5度上がることによって、動植物の 20〜 30％は絶滅のリスクが高まるといわ
れています。
■生物多様性をめぐる危機（福岡市における例）
1)人間活動や開発による危機
・九州の中心都市として発展してきたことにともない、市街地面積が増加する一方で、森林・
農地面積が減少したことにより、生態系の多様性は急激に低下しています。
・市内の河川や用水路のコンクリート護岸化、堰の建設などによる環境のつながりの分断が、
複数の環境を行き来する生物にとって大きな減少要因となっています。
2)人間活動の縮小による危機
・里地里山環境の消失などにより、草地や明るい林、水田やため池などの水辺に生息・生育す
る植物や昆虫類の多くが、本市において絶滅危惧種になっています。
3)人間により持ち込まれたものによる危機
・市内ですでに定着していることが確認されている特定外来生物は 9種、要注意外来生物は 43
種にのぼり、絶滅危惧種などへの影響が無視できない状況にあります。
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（４）生物多様性をめぐる国内外の動向

世界的な生物多様性の危機を背景に、①生物多様性の保全、②生物多様性の構成要素の持続可能な
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平成 4年に採択され、日本は平成 5年に締結しました。

利用、③遺伝資源の利用から生ずる利益の公平かつ衡平な配分を目的とした「生物多様性条約」が、
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日本では、平成
7年に「生物多様性条約」に基づく生物多様性の保全と持続可能な利用に関する国

ߘߩᓟޔᐔᚑ  ᐕ
 ߦ‛↢ޟᄙ᭽ᕈၮᧄᴺޠ㧔ᐔᚑ14年、平成
 ᐕᴺᓞ╙
 ภ㧕߇ᣉⴕߐ
の基本計画として初めての
「生物多様性国家戦略」を決定し、平成
19年に見直しを行って
ࠇޔᴺᓞߢ߽↢‛ᄙ᭽ᕈ࿖ኅᚢ⇛ߩ╷ቯ߇ⷙቯߐࠇߚߎߣ߆ࠄࠍࠇߘޔฃߌޔᐔᚑ
きました。
 ᐕߦ‛↢ޟᄙ᭽ᕈ࿖ኅᚢ⇛
߇ޠቯߐࠇ߹ߒߚޕ
その後、平成
20年 6月に「生物多様性基本法」
（平成 20年法律第 58号）が施行され、法律上でも
↢‛ᄙ᭽ᕈၮᧄᴺ╙  ᧦ߦ߅ߡޔㇺᐭ⋵߮Ꮢ↸߇ၞౝߦ߅ߌࠆ↢‛ߩᄙ
生物多様性国家戦略の策定が規定されたことから、それを受け、平成
22年に「生物多様性国家戦略
2010」が決定されました。
᭽ᕈߩో߮ᜬ⛯น⢻ߥ↪ߦ㑐ߔࠆၮᧄ⊛ߥ⸘↹㧔એਅ‛↢ޟޔᄙ᭽ᕈၞᚢ⇛ޠ
生物多様性基本法第
13条において、都道府県及び市町村が区域内における生物の多様性の保全及
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び持続可能な利用に関する基本的な計画
（以下、「生物多様性地域戦略」という。）を策定する努力義
ቯ߇ㅴࠄࠇߡ߹ߔޕ
務が規定されており、全国各地で生物多様性地域戦略の策定が進められています。
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また、平成
22年には、日本が議長国を務める生物多様性条約第
10回会議
߇ޔฬฎደߢ㐿ߐࠇ߹ߒߚޕ%12
ߢߪޔᐔᚑ  ᐕߦ
%12（COP10）が、名古屋で開
ߢណᛯߐࠇߚ ޟᐕ

催されました。COP10では、平成 14年に COP6で採択された「2010年目標」の次の世界目標である「愛
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知目標」が採択されるなど、大きな成果が得られています。
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会を実現、2020年までに生物多様性の損失をとめるために、効果的かつ緊急な行動を実施することと
ὼߣ↢ߔࠆ␠ળࠍታ ޔᐕ߹ߢߦ↢‛ᄙ᭽ᕈߩ៊ᄬࠍߣࠆߚߦޔലᨐ⊛߆
し、社会における生物多様性の主流化、生物多様性の３つのレベル（生態系、種、遺伝子）での保全
ߟ✕ᕆߥⴕേࠍታᣉߔࠆߎߣߣߒ␠ޔળߦ߅ߌࠆ↢‛ᄙ᭽ᕈߩਥᵹൻ‛↢ޔᄙ᭽ᕈߩ
又は回復、持続可能な利用による自然からの恩恵の強化等を挙げています。本戦略でも、この考え方
㧟ߟߩࡌ࡞㧔↢ᘒ♽ޔ⒳ޔㆮવሶ㧕ߢߩోߪ࿁ᓳޔᜬ⛯น⢻ߥ↪ߦࠃࠆ⥄ὼ
を目標としています。
߆ࠄߩᕲᕺߩᒝൻ╬ࠍߍߡ߹ߔᧄޕᚢ⇛ߢ߽ߩߎޔ⠨߃ᣇࠍ⋡ᮡߣߒߡ߹ߔޕ
「愛知目標」は、2050年までに生物多様性の状態を現状以上に豊かなものとし、自然と共生する社
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２． 生物多様性の役割
生物多様性は、市民一人ひとりの生活に大きなかかわりを持つほか、本市の個性や魅力を支えてい
ます。
（１）福岡市の暮らしを支える生物多様性
「生物多様性」は、食物連鎖や生態系、生きもの同士あるいは、世代を超えたいのちの「つながり」
という側面と、同じ種であっても、個体それぞれが少しずつ違うことや、それぞれの地域に特有の
自然があり、それが地域の文化と結びついて地域に固有の風土を形成しているなどの「個性」の側面
を持っています。
こうした「つながり」と「個性」は、長い進化の歴史により創り上げられてきたものであり、こう
した側面を持つ「生物多様性」が、さまざまな恵みを通して地球上の「いのち」と「暮らし」を支えて
います。
１） 生きものがうみだす大気と水
動物や植物の呼吸に必要な酸素は、多様な植物の数十億年にわたる光合成により創られてきた
ものであり、酸素を含む大気を人間が創り出すことはできないことを認識しなければなりません。
また、気温・湿度の調節も大気の循環や森林などの植物からの蒸散により行われ、それによって
気温が安定したことで豊かな水があり、雲の生成や雨を通じた水の循環が生まれています。
さらに、栄養豊かな土壌は、生きものの死骸や植物の葉が分解されることにより形成され、生
命の維持に欠かせない水や豊かな海に不可欠な窒素・リンなどの栄養塩の循環には、森林などの水
源涵養の働きや栄養塩の供給が大きな役割を果たしています。
本市は、博多湾とこれを取り囲む脊振山地、三郡山地に囲まれた半月型の沖積平野によって形
成されており、山地や平野部における都市域の拡大にともなう治水や、上下水道の整備などが進
んだことにより、水循環が変化し、水質、生態系、親水性など、水環境も変化しています。
２） 暮らしの基礎
私たちが毎日食べているご飯、野菜、魚、肉や生活している家の木材など暮らしに必要不可欠
なものは、わが国の水田、森林、海などから農林水産業を通じてもたらされるものです。
本市は、生産基地と大消費地が近接する全国的にも珍しい都市であり、都市部での消費を見込
か

き

んだ野菜や花卉などの生産が盛んに行われ、「博多」、「ふくおか」を冠する農作物が多く親しまれ
ています。
また、水産物についても、全国一の取扱額を誇る博多漁港と水産物流拠点である鮮魚市場を有し、
博多湾、玄界灘、さらには日本海沖から、多種類の魚介類を漁獲しています。
本市の都市環境の中で高い満足度を示す「新鮮でおいしい食べ物の豊富さ」、「物価の安さ」は、
このような生産基地と大消費地が近接する本市の特徴によって支えられています。
３） 生きものと文化の多様性
日本は、季節の移り変わりや、湿潤な気候のもたらす豊富な降雨などの気候条件によって、さ
まざまな植物が根づき、多くの動物が棲んでおり、そうした、すべてのものが豊かに成長する国
土で日本人は四季とともに生きる文化を育んできました。
その一方で、地震や火山の噴火、土砂災害など常に自然災害と隣り合わせの生活を余儀なくさ
れてきました。
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そのため、豊かですが荒々しい自然を前に、日本人は自然と対立するのではなく、自然に順応
した形でさまざまな知識、技術、特徴ある芸術、豊かな感性や美意識をつちかい、多様な文化を
形成してきました。
本市においても、恵まれた自然環境を背景として、五穀豊穣を祝う祭りや伝統芸能、食文化な
どの地域固有の文化が形成されてきました。
また、鎮守の森などによる自然資源の保全、自然公園・名勝や天然記念物などの指定による審美
的・文化的資産の保全などが人の手によって行われ、文化の多様性を継承しています。
本市の都市環境の中で高い満足度を示す「芸術・文化水準」、「教育環境」、「レジャー・レクリエー
ション施設の充実」は、こうした自然環境に支えられています。
このように、豊かな生物多様性にも支えられ、育まれてきた文化の多様性は、私たちに精神的
な恩恵をもたらす豊かな生活の基盤であり、地域に固有の財産として地域社会の持続的な発展に
役立ってきたことを理解する必要があります。
４）自然に守られる私たちの暮らし
森林の適切な保全、間伐の推進や広葉樹林化・長伐期化などにより、たくさんの動植物を育むな
どの多様で健全な森林の整備、生きものが多く生息・生育する川づくりや河畔林の保全は、流域全
体で見ると、山地災害の防止や土壌の流出防止や安全な飲み水の確保に寄与します。
間伐されていない人工林などは、土壌侵食などにより水土保全機能が低下し、ひいては大雨に
よる濁水の発生や、土砂崩れの発生につながるおそれがあります。
また、本市でも保水機能を持つ水田や市街地の自然被覆面が減少しており、都市型水害の危険
性も考えられます。
さらに、緑地には、蒸発散作用により地表面の高温化を防ぎ、周辺の空気を冷やす効果がある
ため、夏期の高温時にも緑被率の高い山間部や島しょ部では気候が安定していますが、緑地の少
ない市街地では、郊外に比べて気温が上昇する「ヒートアイランド現象」が発生し、都市の快適性
を損ねている場合があります。
このように、生物多様性を尊重して暮らしの安全性を考えることは、特に世代を超えた長期の
スケールで見た場合、社会的費用の面からも、本市の長期的な活力の維持、向上に資するものです。
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（２）
福岡市の個性・魅力を支える生物多様性
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ࡐࠗࡦ࠻ߣߒߡޔએ
福岡市の個性・魅力を、本市のシティプロモーションでは、PRポイントとして、以下のような 11
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項目に整理しています。

これら、福岡市の個性・魅力の中で、例えば、「アジア有数のグルメシティ」を支える食文化、「活
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気溢れる祭りと歴史が息づく観光のまち」を支える美しい名所、さらには、「豊かな自然環境と美し
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い都市デザイン」を支える都市を取り囲む豊かな自然など、その多くが生物多様性の恵みに支えられ
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ているほか、
「新たな活力を創造する拠点の形成」にみられる環境と共生する未来都市や学術研究都
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市などは、本市の生物の多様性を背景にして、成り立っています。
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 ጟᏒ䈱ਛᔃㇱ䈪䈅䉎ᄤ䊶ਛᎺ䈮䈲䇮ᄢဳ䊂䊌䊷䊃䈎䉌ᕈ⊛䈭䉲䊢䉾䊒䉁䈪ᄙ᭽䈭ᐫ⥩䈏ඨᓘ

⚂ 㪈㫂㫄 䈱䉮䊮䊌䉪䊃䈭ౝ䈮㓸Ⓧ䇮ᷙ䈚䈩䈇䉁䈜䇯㩷
ᵴ᳇ḷࠇࠆ⑂ࠅߣᱧผ߇ᕷߠߊⷰశߩ߹ߜ

 ੑජᐕ೨䈎䉌䉝䉳䉝ᄢ㒽䈫䈱ᵹ䈱⓹ญ䈫䈚䈩䈱ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈚䈩䈐䈢ጟㇺᏒ䈲䇮ర᳇䈪ᵴ᳇䈅䈸
䉏䉎䈍⑂䉍䉇⟤䈚䈇ฬᚲ䈏䈢䈒䈘䉖䈅䉍䉁䈜䇯㩷

࿖㓙ࠦࡦࡌࡦ࡚ࠪࡦㇺᏒ
 ጟᏒ䈲䇮㒽䊶ᶏ䊶ⓨ䈱ఝ䉏䈢ㅢ䉝䉪䉶䉴䈫ో࿖ᢙ䈱䊖䊁䊦䈱䉨䊞䊌䉲䊁䉞䇮䈠䈚䈩䈍䉅䈩䈭䈚䈱ᔃ䉕

ᵴ䈎䈚䈩䇮ᢙ䇱䈱࿖㓙䉮䊮䊔䊮䉲䊢䊮䉕ᚑഞ䈘䈞䈩䈐䉁䈚䈢䇯㩷
⼾߆ߥ⥄ὼⅣႺߣ⟤ߒㇺᏒ࠺ࠩࠗࡦ

ጟᏒ䈲䇮ඳᄙḧ䈫ጊ䇱䈱✛䈮࿐䉁䉏䈢⥄ὼ⼾䈎䈭ㇺᏒ䈪䈜䇯㩷
 ᶏ᳓ᶎ䉇䊊䉟䉨䊮䉫䇮䉯䊦䊐䈭䈬䈱䉝䉪䊁䉞䊎䊁䉞䉕᳇シ䈮ᭉ䈚䉃䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈜䇯䉁䈢䇮Ꮢⴝ䈪䈲⥄ὼ

ⅣႺ䈫ㇺᏒ䈏⺞䈚䈢⟤䈚䈇ㇺᏒ䊂䉱䉟䊮䈏ᒻ䈨䈒䉌䉏䇮ㇺᔃ䈱䉶䊮䊃䊤䊦䊌䊷䉪䇸ᄢủ䇹䉇䇮⟤䈚
䈇ੱᎿᶏᵿ䈏ᐢ䈏䉎ᣂ䈚䈇䉡䉤䊷䉺䊷䊐䊨䊮䊃䇸䉲䊷䉰䉟䊄䉅䉅䈤䇹䈲䇮Ꮢ᳃䈱ᙑ䈇䈱႐䈫䈭䈦䈩䈇䉁䈜䇯㩷

Ꮢ᳃߇ࠄߒ߿ߔ߹ߜ
ጟᏒ䈪䈲䇮ሶ䈬䉅䈎䉌㜞㦂⠪䉁䈪⺕䉅䈏ో䈪ᔃ䈚䈩䉌䈞䉎䉁䈤䉕䉄䈙䈚䇮⺕䉅䈏ᕁ䈇䉇䉍䉕ᜬ
 
都市・
䈤䇮䈜䈼䈩䈱ੱ䈮ఝ䈚䈇䉁䈤䇸䊡䊆䊋䊷䉰䊦䉲䊁䉞ጟ䇹䈱ታ䈮ะ䈔䈢ข䉍⚵䉂䈮ജ䉕䉏䈩䈇䉁䈜䇯
Ꮢ᳃䈱 㪐 ഀએ䈲ጟᏒ䈱䈖䈫䉕䇸䉂䉇䈜䈇䇹䈫ᗵ䈛䈩䈍䉍䇮⇇䈎䉌䉅㜞䈒⹏ଔ䈘䉏䈩䈇䉁䈜䇯㩷



⾗ᢱ㧦ࠪ࠹ࠖࡊࡠࡕ࡚ࠪࡦࡄࡦࡈ࠶࠻ޟFUKUOKA
CITY㨪ᎺࠕࠫࠕᣂᤨઍߩᵹὐㇺᏒࠍ⋡ᜰߒߡޠ
㧔ጟᏒ㧕
資料：シティプロモーションパンフレット
「FUKUOKA CITY〜九州
・アジア新時代の交流拠点都市を目指して」（福岡市）
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３． 戦略策定のねらい
≖≑ဦሊܭỉỈỤẟᴾ
䈱ጟᏒ䈱ᕈ䊶㝯ജ䈲䇮䈠䈱ᄙ䈒䈏↢‛ᄙ᭽ᕈ䈎䉌ฃ䈔䉎↢ᘒ♽䉰䊷䊎䉴䈮䉋䈦䈩
現在の福岡市の個性
・魅力は、その多くが生物多様性から受ける生態系サービスによって支えられて
ᡰ䈋䉌䉏䈩䈐䈢䉅䈱䈪䈅䉍䇮䈖䉏䉌↢ᘒ♽䉰䊷䊎䉴䈱ᜬ⛯⊛↪䉕ᡰ䈋䉎↢‛ᄙ᭽ᕈ䉕⛽ᜬ䊶
きたものであり、これら生態系サービスの持続的利用を支える生物多様性を維持・向上していくことは、
ะ䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈲䇮ㇺᏒ䈱㝯ജ䉕Ⴧㅴ䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈮䉅䈧䈭䈏䈦䈩䈇䈒䉅䈱䈫⠨䈋䉌䉏䉁䈜䇯㩷
都市の魅力を増進していくことにもつながっていくものと考えられます。
䇸↢‛ᄙ᭽ᕈ䈸䈒䈍䈎ᚢ⇛䋨એਅ䇮䇸ᧄᚢ⇛䇹䈫䈇䈉䇯䋩䇹䈲䇮⸥䈱㗄䉕〯䉁䈋䇮ጟᏒ䈮
「生物多様性ふくおか戦略
（以下、「本戦略」という。）」は、上記の事項を踏まえ、福岡市における生
䈍䈔䉎↢‛ᄙ᭽ᕈ䈱䈅䉍ᣇ䉕⠨䈋䇮᧪䈮䉒䈢䈦䈩⛮⛯⊛䈮䈠䈱ᕺ䉂䉕੨ฃ䈜䉎䈢䉄䈱Ꮢ
物多様性のあり方を考え、将来にわたって継続的にその恵みを享受するための市域ぐるみの行動計画
を策定するものです。
ၞ䈓䉎䉂䈱ⴕേ⸘↹䉕╷ቯ䈜䉎䉅䈱䈪䈜䇯㩷
㩷
４． 戦略の位置づけ
≗≑ဦỉˮፗỀẬᴾ
ᧄᚢ⇛䈲䇮䇸↢‛ᄙ᭽ᕈၮᧄᴺ䇹╙ 㪈㪊 ᧦䈮ቯ䉄䉌䉏䈢↢‛ᄙ᭽ᕈၞᚢ⇛䈪䈅䉍䇮䇸↢‛
ᄙ᭽ᕈ࿖ኅᚢ⇛䇹䉕〯䉁䈋䈩╷ቯ䈜䉎䉅䈱䈪䈜䇯㩷
戦略」を踏まえて策定するものです。
䉁䈢䇮䇸ጟᏒᣂ䊶ၮᧄ⸘↹䇹ਗ䈶䈮䇸ጟᏒⅣႺၮᧄ᧦䇹䈮ၮ䈨䈇䈩╷ቯ䈚䈩䈇䉎䇸
また、
「福岡市新・基本計画」並びに「福岡市環境基本条例」に基づいて策定している「福岡市環境基
ጟᏒⅣႺၮᧄ⸘↹䇹䉕〯䉁䈋䇮ጟᏒ䈱↢‛ᄙ᭽ᕈ䈱ో䈫ᜬ⛯น⢻䈭↪䉕ଦㅴ䈜䉎䈖䈫
本計画」を踏まえ、福岡市の生物多様性の保全と持続可能な利用を促進することで本市の魅力を増進
䈪ᧄᏒ䈱㝯ജ䉕Ⴧㅴ䈜䉎䈫䈇䈉ⷰὐ䈎䉌䇮ⴕ䊶䉁䈤䈨䈒䉍䈱ၮᧄ⊛ᣇะᕈ䉕␜䈜䉅䈱䈪䈜䇯㩷
するという観点から、行政
・まちづくりの基本的方向性を示すものです。


本戦略は、「生物多様性基本法」第 13条に定められた生物多様性地域戦略であり、「生物多様性国家

࿖
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５． 戦略の期間
≘≑ဦỉ᧓ᴾ
多くの生物が複雑に絡み合い構成されている生物多様性を維持
・向上していくためには、非常に長い
ᄙ䈒䈱↢‛䈏ⶄ㔀䈮⛊䉂ว䈇᭴ᚑ䈘䉏䈩䈇䉎↢‛ᄙ᭽ᕈ䉕⛽ᜬ䊶ะ䈚䈩䈇䈒䈢䉄䈮䈲䇮
期間と継続的な取り組みが必要であると考えられます。また、上位に位置づけられる
「生物多様性国家
㕖Ᏹ䈮㐳䈇ᦼ㑆䈫⛮⛯⊛䈭ข䉍⚵䉂䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䈫⠨䈋䉌䉏䉁䈜䇯䉁䈢䇮䈮⟎䈨䈔䉌
戦略」が
「100年後も豊かな生物多様性を守り続けるために」という考えに基づいて策定されているこ
䉏䉎䇸↢‛ᄙ᭽ᕈ࿖ኅᚢ⇛䇹䈏䇸㪈㪇㪇
ᐕᓟ䉅⼾䈎䈭↢‛ᄙ᭽ᕈ䉕䉍⛯䈔䉎䈢䉄䈮䇹䈫䈇䈉⠨䈋
とも踏まえ、本戦略の期間も
100年間とし、長期目標の 100年後を見据えつつ、当面
10年程度の取り組
䈮ၮ䈨䈇䈩╷ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䈖䈫䉅〯䉁䈋䇮ᧄᚢ⇛䈱ᦼ㑆䉅
㪈㪇㪇 ᐕ㑆䈫䈚䇮㐳ᦼ⋡ᮡ䈱
㪈㪇㪇 ᐕᓟ
みをとりまとめます。
䉕ᝪ䈋䈧䈧䇮ᒰ㕙 㪈㪇 ᐕ⒟ᐲ䈱ข䉍⚵䉂䉕䈫䉍䉁䈫䉄䉁䈜䇯㩷
なお、自然環境や社会情勢の変化に対応するために、10年程度を目処として、見直しを行う予定と
䈭䈍䇮⥄ὼⅣႺ䉇␠ળᖱ䈱ᄌൻ䈮ኻᔕ䈜䉎䈢䉄䈮䇮㪈㪇 ᐕ⒟ᐲ䉕⋡ಣ䈫䈚䈩䇮⋥䈚䉕ⴕ
します。
䈉੍ቯ䈫䈚䉁䈜䇯㩷
㩷
６． 戦略の対象地域
≙≑ဦỉݣᝋ؏עᴾ
ᧄᚢ⇛䈱ኻ⽎ၞ䈲䇮ጟᏒᣂ䊶ၮᧄ⸘↹䈱ኻ⽎䈫䈜䉎ጟᏒోၞ䈫䈚䉁䈜䇯㩷
本戦略の対象地域は、福岡市新
・基本計画の対象とする福岡市全域とします。
ただし、生物多様性に関する問題は、山地の連なりや河川の流域など行政区域の外側とも密接な関
䈢䈣䈚䇮↢‛ᄙ᭽ᕈ䈮㑐䈜䉎㗴䈲䇮ጊ䈱ㅪ䈭䉍䉇ᴡᎹ䈱ᵹၞ䈭䈬ⴕၞ䈱ᄖ䈫䉅
係を持つほか、野性生物、人、ものの移動を介した国内外の生物多様性への影響なども考慮する必要
ኒធ䈭㑐ଥ䉕ᜬ䈧䈾䈎䇮㊁ᕈ↢‛䇮ੱ䇮䉅䈱䈱⒖േ䉕䈚䈢࿖ౝᄖ䈱↢‛ᄙ᭽ᕈ䈻䈱ᓇ㗀
があり、対象地域を越え、広域に視野を広げた取り組みも検討します。
䈭䈬䉅⠨ᘦ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉍䇮ኻ⽎ၞ䉕䈋䇮ᐢၞ䈮ⷞ㊁䉕ᐢ䈕䈢ข䉍⚵䉂䉅ᬌ⸛䈚䉁䈜䇯㩷
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７． 戦略の構成
≚≑ဦỉನᴾ
本戦略の基本的な構成は、以下のとおりです。
ᧄᚢ⇛ߩၮᧄ⊛ߥ᭴ᚑߪޔએਅߩߣ߅ࠅߢߔޕ

℩ஜ‒
ዻK‒
 ᚢ⇛ߩߨࠄߣ⟎ߠߌ≋ࡀ‒ ᇘ≌


㧝㧚ᚢ⇛╷ቯߩ␠ળ⊛⢛᥊  㧞㧚↢‛ᄙ᭽ᕈߩᓎഀ  㧟㧚ᚢ⇛╷ቯߩߨࠄ  㧠㧚ᚢ⇛ߩ⟎ߠߌ
      㧢㧚ᚢ⇛ߩኻ⽎ၞ   㧣㧚ᚢ⇛ߩ᭴ᚑ

 㧡㧚ᚢ⇛ߩᦼ㑆


 ጟᏒ߇⋡ᜰߔߴ߈ᆫ ≋ᇹ≔ᇘ≌
 㧝㧚ᚢ⇛ߩℂᔨ

   㧞㧚 ᐕᓟߩ᧪

ᄙ᭽ߥਥߣߩㅪ៤ߣ

ㅴⴕ▤ℂ  ≋ᇹ≗ᇘ≌
 ၮᧄ⊛ᣇะ      ≋ᇹ≕ᇘ≌
㧝㧚ᄙ᭽ߥਥߣߩㅪ៤
 㧝㧚ᚢ⇛ߩၮᧄ⊛ᣇะ  㧞㧚ᣉ╷ߩၮᧄ⊛ᣇะ
㧞㧚ㅴⴕ▤ℂ

ฦਥߩᓎഀ     ≋ᇹ≖ᇘ≌

㧝㧚ⴕߩᓎഀ㧞㧚Ꮢ᳃ߩᓎഀ㧟㧚021 ╬ᵴേ࿅ߩᓎഀ㧠㧚ᬺ⠪ߩᓎഀ㧡㧚ᄢቇ╬⎇ⓥᯏ㑐ߩᓎഀ

℩૰ዻK‒

ጟᏒߩ↢‛ᄙ᭽ᕈߩ⁁ߣ⺖㗴










ጟᏒߩ․ᕈ≋ᇹ≔ᇘ≌
㧝㧚ᱧผߩਛߢၭࠊࠇߡ߈ߚጟᏒߩᕈ   㧞㧚↢‛ᄙ᭽ᕈߦᡰ߃ࠄࠇߚጟᏒߩ㝯ജ

↢‛ᄙ᭽ᕈߣߘߩ↪ޔᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆⷐ࿃ߩᄌㆫߣ⁁≋ᇹ≕ᇘ≌
㧝㧚↢‛ᄙ᭽ᕈߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆⷐ࿃ߩᄌㆫߣ⁁
ᄌൻࠍ߽ߚࠄߔⷐ࿃ߩಽᨆߦߚߞߡߩ⠨߃ᣇޔᚻᴺ
㧨ᄌൻߩⷐ࿃㧪
␠ળ⁁ᴫߩᄌൻ㧔ੱญᏪᢙߩᄌൻ↥ޔᬺߩᄌൻ㧕
ࠄߒߩᄌൻ㧔㘩ᢱ⥄⛎₸ޔ᳓᥉₸ࠡ࡞ࡀࠛޔᶖ⾌ߩᄌൻߥߤ
ⅣႺߩᄌൻ㧔Ꮢⴝㄘᨋ㕙Ⓧޔ᳓⾰ޔᐩ⾰ޔ᳇ᄌേߥߤ㧕


㧞㧚↢‛ᄙ᭽ᕈߩஜోᕈߩᄌㆫߣ⁁
㧟㧚↢ᘒ♽ࠨࡆࠬߦ⌕⋡ߒߚᄌㆫߣ⁁

↢‛ᄙ᭽ᕈߩஜోᕈ↢ޔᘒ♽ࠨࡆࠬߩ⹏ଔ⸃ᨆᚻᴺ㧔⹏ଔߔߴ߈㗄⋡⹏ޔଔゲ╬㧕

㧨↢‛ᄙ᭽ᕈߩஜోᕈ㧪  㧨↢ᘒ♽ࠨࡆࠬ㧪

↢ᘒ♽ߩᄙ᭽ᕈ
  ၮ⋚ࠨࡆࠬ  ⺞ᢛࠨࡆࠬ
⒳ߩᄙ᭽ᕈ
  ଏ⛎ࠨࡆࠬ  ᢥൻ⊛ࠨࡆࠬ

⒳ߩෂ߁ߐ
 


ጟᏒߦ߅ߌࠆ↢‛ᄙ᭽ᕈߣߘߩ↪ߦ㑐ߔࠆ⹏ଔ≋ᇹ≖ᇘ≌

㧝㧚↢‛ᄙ᭽ᕈߩஜోᕈߩᄌൻߩⷐ࿃ಽᨆ    㧞㧚↢ᘒ♽ࠨࡆࠬߩᄌൻߩⷐ࿃ಽᨆ

 ጟᏒߩ↢‛ᄙ᭽ᕈࠍขࠅᏎߊ࿖ౝᄖߩ⁁≋ᇹ≗ᇘ≌
 㧝㧚ⅣႺߦኻߔࠆᗧ⼂ߩᄌൻ          㧞㧚⇇ⷙᮨߩ␠ળേะ
 㧟㧚࿖㓙⊛ߥⅣႺోߩขࠅ⚵ߺߩផㅴᡰេ  㧠㧚ᣣᧄ࿖ౝߩ␠ળേะ
㧡㧚࿖ߦࠃࠆⅣႺోߩขࠅ⚵ߺߩផㅴᡰេ  㧢㧚ጟᏒߩᐢၞ⊛ߥ⟎ߠߌ

 ጟᏒߩ↢‛ᄙ᭽ᕈߩࡐ࠹ࡦࠪࡖ࡞≋ᇹ≘ᇘ≌
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ᇹᾀᇘᅦࠊޢầႸਦẴỔẨۋᴾ
≔≑ဦỉྸࣞᴾ

第１章

福岡市が目指すべき姿

１．
戦略の理念
↢‛ᄙ᭽ᕈၮᧄᴺߢߪ‛↢ޔᄙ᭽ᕈ࿖ኅᚢ⇛ࠍၮᧄߣߒߡޔ
ߩ‛↢ޟᄙ᭽ᕈߩో

߮ᜬ⛯น⢻ߥ↪ߦ㑐ߔࠆ⋡ᮡޠ
✚ޟޔว⊛߆ߟ⸘↹⊛ߦ⻠ߕߴ߈ᣉ╷ޠ
ޟޔᣉ╷ࠍ✚ว
生物多様性基本法では、生物多様性国家戦略を基本として、
「生物の多様性の保全及び持続可能な利
用に関する目標」
、「総合的かつ計画的に講ずべき施策」、「施策を総合的かつ計画的に推進するために
⊛߆ߟ⸘↹⊛ߦផㅴߔࠆߚߦᔅⷐߥ㗄ࠍޠၞᚢ⇛ߦቯࠆ߽ߩߣߒߡࠆߎߣ
必要な事項」を地域戦略に定めるものとしていることから、
「生物多様性国家戦略」の「生物多様性の
߆ࠄޔ
‛↢ޟᄙ᭽ᕈ࿖ኅᚢ⇛‛↢ޟߩޠᄙ᭽ᕈߩో߮ᜬ⛯น⢻ߥ↪ߩℂᔨᧄࠍޠ
保全及び持続可能な利用の理念」を本戦略の理念として位置づけるものとします。
ᚢ⇛ߩℂᔨߣߒߡ⟎ߠߌࠆ߽ߩߣߒ߹ߔޕ



Ԙߔߴߡߩ↢߇ሽ┙ߔࠆၮ⋚ࠍᢛ߃ࠆ

①すべての生命が存立する基盤を整える

ԙੱ㑆ߦߣߞߡ↪ߥଔ୯ࠍᜬߟ



②人間にとって有用な価値を持つ

Ԛ⼾߆ߥᢥൻߩᩮḮߣߥࠆ
ᴾ
③豊かな文化の根源となる
ᴾ
ԛ᧪ߦࠊߚࠆࠄߒߩోᕈࠍ⸽ߔࠆ
④将来にわたる暮らしの安全性を保証する
ᴾ
ᴾ
ᴾ
２． 100年後の将来像
≕≑ᵏᵎᵎ
࠰ࢸỉݩஹᴾ
（１）
全体目標
ίᾀὸμ˳Ⴘᴾ

ᴾ

ᢕⅺ↚↓↙ⅻ↺မ⅚ሇከ⇁්↻↺ⅳⅾሂ↱↝ฌ්⅚ᇌᑶޛ↝ޛদ⅚
遥かにつながる玄界灘、筑紫野を流れるいく筋もの清流、立花山の山懐、
 仰ぎみる脊振の峰。
ˏⅽ↮↺Ꮸਰ↝⅛‒

過去二千年にわたってそこに人々が生きてきた足跡を残すまち。
ᢅӊʚҘ࠰↚↾→↕ↂ↚ʴ⅝ⅻဃⅼ↕ⅼឱួ⇁സↈ↭←⅛‒

人々は自然と共生し、生物多様性の恩恵に支えられ、まちは発展をとげて
ʴ⅝↞ᐯ↗σဃↆ⅚
ဃཋٶಮࣱ↝ऍऔ↚ૅⅷ↸↻⅚↭←↞ႆ↗⇁ޒↁ↕
 きました。
ⅼ↭ↆ⅛‒
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ίᾁὸ؏עКႸᴾ
（２）地域別目標
ጟᏒߩ↢‛ᄙ᭽ᕈߪޔᒻ⾰ߥߤߩ⥄ὼ⊛ߥၮ⋚ߣߩߘޔߦⓍߺ㊀ߨࠄࠇ
福岡市の生物多様性は、地形・地質などの自然的な基盤と、その上に積み重ねられてきた人々の営
ߡ߈ߚੱߩޘ༡ߺߦࠃߞߡᒻߠߊࠄࠇߡ߈߹ߒߚޕ
みによって形づくられてきました。
ߘ߁ߒߚ↢‛ᄙ᭽ᕈߩⷰὐ߆ࠄᏒၞࠍએਅߩࠃ߁ߦ  ߟߦಽߒ߹ߔޕ
そうした生物多様性の観点から市域を以下のように 8つに区分します。
ߥ߅ޔಽߦߚߞߡߪ‛↢ޟޔᄙ᭽ᕈ࿖ኅᚢ⇛ߩޠ࿖ߩ․ᕈಽޟޔጟᏒⅣႺ
なお、区分にあたっては、
「生物多様性国家戦略」の国土の特性区分、
「福岡市環境配慮指針」のゾー
㈩ᘦᜰ㊎ࡦ࠱ߩޠಽߣߩᢛวᕈߦ߽㈩ᘦߒߡ߹ߔޕ
ン区分との整合性にも配慮しています。

ҋၞ․ᕈಽҌ
≪地域特性区分≫
Ԙᶏᵗၞ             Ԝౝ㒽ㇱ㧔Ꮢⴝቛၞ㧕
①海洋域
（市街住宅地域）
ԙፉߒࠂㇱ           ⑤内陸部
 ԝౝ㒽ㇱ㧔㉿㉿ጊ↰ၞ㧕
②島しょ部
（里地里山・田園地域）
Ԛᴪᶏㇱ㧔⥄ὼ⊛ၞ㧕     ⑥内陸部
 Ԟౝ㒽ㇱ㧔ጊਐ㒺ၞ㧕
     
③沿海部
（自然的地域）
⑦内陸部
（山地・丘陵地域）
ԛᴪᶏㇱ㧔ਛᔃᏒⴝ᷼ḧၞ㧕
ԟᴡᎹㇱ
 ④沿海部（中心市街地・港湾地域）

⑧河川部
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①海洋域
博多湾及びその外側に広がる筑前海などの外洋域です。
≪現状≫
博多湾は、水質、底質ともに改善傾向にありますが、港湾開発にともなう漁業権の消失、かつて
主幹漁業であったノリ養殖なども含めた沿岸漁業の生産量は大きく減少しています。
外洋域については、人為的な影響を受けにくい海域であり、日本近海においても、これまでは大
きな改変はなかったものと考えられます。
しかし、今後は、海底資源の開発などによる影響が生じる可能性が考えられます。
さらに、国際港の位置する博多湾では、船舶の航行も盛んであり、船舶の事故による油汚染など
が生じる可能性も考えられます。
この地域は、本市の漁業生産量の 60％を占める沖合漁業を支えていますが、福岡近海における資
源量は減少傾向にあるうえ、さらに、諸外国での魚介類の需要の増加も見込まれており、資源の過
剰利用の状態は継続するものと推測されます。
また、気候変動の影響による海流の変化が、漁業に影響を及ぼす可能性もあります。
≪目標とする姿≫
美しい博多湾に育まれた、質の高い姪浜産ノリや志賀島産ワカメなどが市内はもとより、全国か
ら人気を集めています。
韓国や中国、さらには太平洋諸国などの関係国の連携により、各国の海を回遊する魚類などの生
息の場が守られ、乱獲などから海洋資源が守られ、全ての国の食卓に、将来にわたって美味しい魚
介類がのぼるように注意が払われています。
また、海の生きものの生息環境を脅かす海洋汚染や気候変動が、世界中の国々の積極的な取り組
みによって最小限に抑えられています。
そのため、近海もののサバ、アジ、イカなど、豊かな水産資源の恩恵に預かり、本市の魅力の一
つである豊かな食文化を守っています。
［解説］
・博多湾の水質・底質は良好に保たれ、新鮮で質の高い藻類など含めた湾内の漁業生産品が市内外で流通
している
・韓国や中国、さらには太平洋諸国などの関係国との連携が図られ、長距離を移動・回遊する魚類などの
生息環境の改善が進んでいる
・水産資源などの現存量が科学的・客観的に把握されるとともに、それらのデータを基に、漁獲量をはじ
めとする国際法などに則った持続可能な漁業が行われ、各国の水産資源が適正に確保されている
・生態系に影響を与える有害物質等の流出による海洋汚染の防止などが進むほか、各国が気候変動防止の
取り組みを積極的に行うことで、海洋生物への影響が最小限に抑えられ、資源管理型漁業が行われている
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②島しょ部
能古島、玄界島、小呂島、さらには陸繋島の志賀島など沿岸域・海洋域にある島々（陸域）です。
≪現状≫
島しょ地域には、岩礁や砂浜など多くの自然海岸が残されています。
人が住んでいる島は、北西の季節風の影響が少ない南側斜面を中心に山頂近くまで段々畑が広が
るなど、土地利用がなされていたものの、近年は多くの島で中腹以上の農地は放棄され、二次林と
して森林が回復している一方で、強い季節風にさらされる北西側斜面は、自然林としてそのまま保
全されているところが多い状況です。
島という孤立した立地環境から、植物や昆虫類をはじめとして多くの絶滅危惧種がみられるほか、
小呂島のハチジョウススキ群落や玄界島のハマオモト群落など、貴重な植物群落がみられます。
また、能古島のおくんちなどの独自の伝統行事や風俗、文化も残されているほか、島しょ部なら
ではの新鮮な魚介を活かした志賀島の朝市などが行われています。
≪目標とする姿≫
能古島、玄界島、小呂島、志賀島など大小さまざまな島々では、固有の生きものや文化の多様性
が守られています。
それらの島々には、岩礁や砂浜など自然のままの海岸が残され、ハチジョウススキ群落やハマオ
モト群落など、そこでしかみられない貴重な植物をみることができます。
また、能古島や志賀島などでは、伝統行事が世代を超えて受け継がれています。
このような、素晴らしい自然の風景美や貴重な生きもの、島ならではの文化や新鮮な海の幸が多
くの人々をひきつけ、エコツアーなどが人気を集め、多くの人たちが島の人たちと交流し、固有の
生きものや文化などの保全に一役買っています。
［解説］
・能古島、玄界島、小呂島、志賀島などの島しょ部には、岩礁や砂浜など自然海岸が残され、多種多様な
生きものが生息・生育している
・小呂島のハチジョウススキ群落や玄界島のハマオモト群落など、海洋島の特性から高い固有性を持つ生
物相を有している
・能古島の「白鬚神社おくんち行事」、志賀島の「山誉漁猟祭（やまほめかりすなどりさい）」など、島に伝
わる祭事が島の人々によって代々継承されている
れきはま
さ し
・玄界島の砂浜・礫浜や能古島南岸の砂嘴などの優れた自然景観、志賀島のウミスズメなど希少価値の高
い生きもの、各島に伝わる固有の文化を活かして、環境に配慮されたエコツアーが盛んに行われ、交流
の拠点が形成されている
・これらの交流が、島に住む人々に島の貴重な生態系や固有の文化などの保全の重要性を再認識させ、そ
の保全に寄与している
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③沿海部（自然的地域）
今津干潟、和白干潟、長浜海岸、海の中道等の砂浜などの陸域と汽水域などのエコトーン（移行帯）
を含む地域です。
≪現状≫
沿岸部の埋め立てや、長年にわたる都市開発や下水道の整備による河川流量の減少や土砂供給の
減少などによって、博多湾内の干潟や砂浜などが影響を受けてきたと考えられます。
そして、多くの河川に堰が整備されているため、生きものの貴重な生息・生育空間である汽水域は
瑞梅寺川や多々良川の河口などの一部に残るのみとなっています。
しかし、海岸・海域の開発が行われているのは、ほとんどが博多湾内であり、外海に面する海岸・
海域には、自然海岸が多く残されています。
博多湾内は閉鎖性が高く、富栄養化に伴う有機汚濁、赤潮の発生や貧酸素水塊の発生がみられる
ほか、国内外で人間活動によって海に排出されるプラスチックごみ等の漂着ごみによる、海岸環境
の悪化なども課題となっています。
また、河口域を中心に干潟が分布しており、鳥類の渡りの中継地・越冬地としての機能も果たして
います。干潟や海岸の環境を保全するために、NPO等活動団体などがさまざまな取り組みを行って
います。
その他、海の中道には、国営海の中道海浜公園をはじめ、多くのレクリエーション施設が集積し
ており、自然体験などの環境学習が盛んに行われているほか、玄海国定公園に指定されている玄界
灘沿岸などは、海岸景勝地として魅力的な観光スポットともなっています。
≪目標とする姿≫
市民、NPO等活動団体、事業者など多くの人の手によって砂浜や干潟などの自然海岸や河口の汽
水域が守られ、貝類やカニ類をはじめとした多様な海生生物やカブトガニなどが観察できます。
また、行政や NPO等活動団体などが、国内外の鳥類の中継地や越冬地の団体と連携しながら、鳥
類とその生息環境を守る活動を積極的に展開し、国内有数の渡りの中継地・越冬地となっており、野
鳥公園などでは多くの人が、バードウォッチングを楽しんでいます。
流域一体で水質改善に取り組むことで漁場が確保され、各国との協力によりごみのないきれいな
砂浜などの海岸線を再生し、多くの市民が潮干狩りや海水浴を楽しみ、多くの観光客が美しい自然
の海岸線に魅了されています。
［解説］
・自治会、農協、漁協、NPO等活動団体、学校、事業者、県、市などの多様な主体の共働により、干潟や
藻場を始めとした沿岸生態系が保全され、多様な海生生物が生息しているほか、カブトガニなどの生息
も確認されている
・福岡市はシギ・チドリ類をはじめ国内有数の鳥類の渡りの中継地・越冬地となっており、野鳥公園を整
備するとともに、国内外の中継地や越冬地と連携して、鳥類とその生息・生育環境の保護に積極的に取
組んでいる
・流域での一体的な水質改善による漁場の確保や、各国と協力した海岸線の再生に取り組んでいる
・多くの市民が潮干狩りを楽しみ、市外からも多くの観光客が豊かな自然景観を楽しむために訪れている
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④沿海部（中心市街地・港湾地域）
中世以降、埋め立てられてきた市街地、港湾施設をはじめ、レクリエーション施設や住宅、文化施
設など、多様な機能が高度に集積した沿岸地域です。
≪現状≫
本市の面積の約 8％を占める埋立地を中心として市街地が形成されており、高密度な土地利用、高
い環境負荷の集中によって、多様な生物が生息・生育できる自然空間は、極めて少なくなっています。
緑地が少なくアスファルトなどの人工地盤面で覆われているため、ヒートアイランド現象が発生
しているほか、身近に緑地が少なく生物多様性に乏しいために、生物の多様性の大切さや自然と触
れ合う機会が少ない市民も増えてきています。
また、港湾地域では、埋め立てによる自然海岸の減少により、生物多様性に乏しい状況にあります。
≪目標とする姿≫
人口の減少にあわせた土地利用政策が行われることで、都市的土地利用の集約による市街地のコ
ンパクト化が進み、それにともなって創出される郊外部の空閑地が、環境再生の種地や拠点として
緑地などが整備されています。
道路には大きな街路樹がつらなり、市街地を流れる河川に沿って幅の広い緑の帯が形成され、ビ
ルの屋上や壁面も豊かに緑化され、大都市とは思えないほど野鳥のさえずりが身近に聴こえます。
こうした緑は、都市に新鮮な風を送り込み、風格漂う街並みを形成するとともに、都市生活に潤い
を与えています。
さらに、まちの多くの場所にビオトープがつくられ、子どもから大人まで地域の人たちが協力し
て手入れをしています。そうした活動を通して、子どもと大人が、生物の多様性の大切さや自然と
の付き合い方などを一緒に学んでいます。

［解説］
・2020年代に人口のピークを迎えたのを契機に市街地がコンパクトに集積され、市街地や港湾地域の中に
あり、利用がなされてこなかった土地には、まとまった緑地が創出・育成されている
・公共交通機関の発達や自家用車の減少などによって交通機能に余裕のできた道路には、厚みのある植樹
帯が適正に維持管理され、市街地を流れる河川沿いにも緑地が連続して形成され、公共施設だけでなく、
商業・業務ビルの屋上や壁面にも緑化がなされている
・これにより生態系ネットワークが形成され、シジュウカラやコゲラ等の野鳥をはじめ、多くの生物を見
ることができる
・こうした緑が「風の道」として機能して、ヒートアイランド現象の緩和に寄与するとともに、風格と潤
いのある都市景観を形成している
・人々が身近に生き物とふれあうことができるビオトープが市街地に多くつくられ、子どもや大人たちが、
そうした場所の維持管理を自ら行うことで、生物の多様性の大切さや自然との付き合い方などを学んで
いる
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⑤内陸部（市街住宅地域）
平野部や、散在する小高い丘陵に、面的に市街地、住宅地が広がり、わずかに樹林地が点在する地
域です。
≪現状≫
1960年代以降に順次、田畑や樹林から住宅地などの都市的な土地利用に転換されていった地域で、
都市公園や街路樹によって緑が創出されているものの、緑が大きく減少しています。
敷地の細分化などによっても、敷地に残された貴重な緑の減少がみられます。
また、外来種を緑化植物等に利用することによって外来種がはびこる状況もみられます。
こうした内陸部での市街地化は、身近な生きものの生息・生育空間を減少させるだけでなく、まと
まっていた自然的環境を分断し、キツネなど生息に広い面積を必要とする生きものや、ニホンアマ
ガエルなど複数の環境を行き来する生きものを減少させており、かつて市街地でもみられた身近な
生きものが姿を消しています。
≪目標とする姿≫
がいせん

丘陵や崖線、河川沿いに緑地が帯状につながり、多くの生きものが往来しています。そうした緑
地が風の通り道になって、市街地に新鮮な風を運んでいます。
市街地には、比較的大きな社寺林や鎮守の森、屋敷林が残され、ムササビが巣を造り、フクロウ
の鳴き声が聞こえてきます。家々には緑が植えられ、コゲラやシジュウカラなどが羽を休めています。
また、先人が創り、残してきた社寺林や鎮守の森、さらには公園の緑を地域の人たちが協力して
手入れをしており、そこでは、子どもたちが土の上をかけ回っています。

［解説］
・油山から鴻巣山などをつなぐ丘陵地や段丘崖沿いの緑地、多々良川や室見川など市街地を流れる河川等
を軸として、都市内の樹林地や水辺地が保全、再生され、生態系ネットワークやコリドー、風の道など
が形成されている
・風致地区や特別緑地保全地区など都市計画の諸制度の活用によって、大きな社寺林や鎮守の森、屋敷林、
宅地の緑などが保全され、都市型鳥類などの身近な生き物の生息生育空間が保全・再生されている
・浸透性舗装や住宅地への雨水浸透施設の設置など、まちづくりの中で雨水浸透施策が実施され、健全な
水循環が確保されている
・都市公園の整備や市民緑地の指定・整備などによって、子どもたちが土に親しむ場が確保されている
・かつて人工的に創り出され、人の手によって維持されてきた大濠公園、動・植物園、西公園、さらには
護国神社などの緑は、市街地に残された緑の拠点となっており、地域住民が積極的に維持管理を行うこ
とで地域コミュニティも強化されている

17

⑥内陸部（里地里山・田園地域）
農地、ため池、住宅地、小規模な樹林地などが混在する、山地丘陵部の自然地域と沿岸部の都市的
地域の中間的な地域です。
≪現状≫
かつて薪炭林や用材林として活用されていたアカマツ林などの二次林は、各地の山麓、丘陵部で
普通に見られましたが、アカマツの用途がなくなり、手入れもされなくなった現在は衰退し、潜在
植生である照葉樹林へと遷移していき、ほとんど姿を消しています。
農家の高齢化や後継者不足、農業所得の低迷などから農業従事者は年々減少しており、また、農
地の宅地化による水田環境の著しい減少がみられます。
里地里山として人に利用されることで、草地や明るい林、水田やため池などの多様な植生を維持
していたこうした環境が減少したことで、移動能力が低く特定の環境に依存している植物や昆虫類
なども減少しています。
その一方で、鴻巣山などでは、多くの人と楽しみを分ち合いながら、新たな里山文化を創造しよ
うとする取り組みも、NPO等活動団体などによって進められています。
≪目標とする姿≫
市街地近郊の里山の一部では、市民、NPO等活動団体、事業者などさまざまな人々の協力で二次
林が手入れされ、キキョウやリンドウなどの植物や、かつて姿を消したチョウ類などの姿もみられ
ます。
また、かつて林業従事者の高齢化にともなう山の荒廃が懸念された飯盛山や叶岳では、市民、
NPO等活動団体、事業者などと行政の共働によって、手入れの行き届いた森林として、子どもたち
の冒険の場、大人の自然観察の場、生物の多様性の大切さを学ぶ場などとなり、多くの人が楽しみ
を分ち合い、新しい里山文化が形成されています。
福岡市内産の農産物が、市内をはじめ国内外に出荷され、安定的な農業が行われ、環境保全型農
業の採用によって、さまざまな生きものが田んぼや畑にみられます。
子どもから大人まで、里地里山の大切さを十分に理解し、保全への取り組みが、引き継がれてい
ます。
［解説］
・多くの二次林が自然の遷移にゆだねられ、一部の二次林では、多様な主体の協力によって積極的な維持
管理が行われ、明るく親しみやすい森林として保全されている
・飯盛山や叶岳などでは、林業従事者の高齢化にともなう山の荒廃防止や国土保全の観点から、森林空間
整備事業が進められ、市民、NPO等活動団体、事業者などと行政の連携・協力により間伐や雑草の除去、
作業道や登山道の整備が行われ、自然観察などに適した明るい森が形成されている
・九州大学伊都キャンパスの生物多様性保全ゾーンをはじめ、市民のレクリエーション、里山文化や生物
の多様性の大切さを学ぶ場が形成されている
・国内外に販路を拡大してブランド化に成功した農業により、農地の減少は鈍化し、多様な生物の生息生
育環境が保たれる環境保全型農業が採用されている
・里地里山の価値が広く市民に認識され、市民、NPO等活動団体、事業者などが主体的・自発的にその保
全に取り組み、里地里山が再生・創出・活用されている
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⑦内陸部（山地・丘陵地域）
脊振山地、油山などを代表とするまとまりのある森林で、一部は自然公園に指定され、中でも金山
のアカガシ純林や脊振山のブナ林などが残される比較的自然性の高い地域です。
≪現状≫
多くの生物の生息地となっていますが、イノシシなど一部の種の個体数の増加や生息域の拡大な
どが問題になりつつあります。
森林面積が安定的に保全されている一方で、天然林の減少や林業の衰退などより人工林の施業や
管理が十分に行き届かず、放置されている森林も増えています。
また、脊振山や油山などは、レクリエーションやエコツアーを行うことができる場として充実し
ていますが、脊振少年自然の家、油山市民の森などの利用者は減少傾向にあります。
≪目標とする姿≫
脊振山や金山の山頂付近のブナとシデの林から、アカガシやシイ・カシの林へ登山ルートを下って
くると、野生ランなどの貴重な植物や四季折々の草花が迎えてくれます。登山道からノウサギやキ
ツネの姿を発見することもあるでしょう。
そうした豊かな自然環境を保全していくために、市民、NPO等活動団体、事業者などが協力して、
ボランティア活動が展開されています。
また、市街から 1時間足らずのこうした山々では、多くの市民がハイキングやキャンプなどを気軽
に楽しみ、子どもから大人まで、さまざまな人たちが、生物の多様性について学ぶ場として活用し
ています。また、福岡のまちに訪れた人たちも、ちょっと足をのばしてエコツアーに参加しています。
行政や NPO等活動団体の人々が、適正な利用方法の情報を提供したり、ルールを定めたりしなが
ら自然環境を守っています。
さらに、森林は水源かん養林として、用地を取得し、間伐や造林などの整備が進み、水源かん養
機能も向上しています。

［解説］
・脊振山地、油山などまとまりのある自然性の高い森林が残されている
・尾根沿いには登山道があり、アカガシやブナの天然林が残り、貴重な種が見られるほか、優れた自然景
観を有している
・自然性の高い森林が、ニホンイノシシやキツネなどの中・大型哺乳類を始め、ヤマネやノウサギなど多
様な生物の生息生育場所となっており、定期的なモニタリングなどにより、特定の種の増加や外来種の
侵入を監視し、適切な対応が取られている
・施業が行われなくなった二次林は、自然の遷移にゆだねて自然林に移行され、竹林の拡大やササ類の繁
茂など天然更新が困難な一部の地域では、市民、事業者、NPOなどの協力によって適正な維持管理が行
われ、自然の遷移を助けている
・市街地近傍の豊かな自然環境は、多くの市民がハイキングなどの野外レクリエーションや環境学習の場
として、また、市外からも都市近郊型エコツアーの場として、自然環境保全とのバランスを図りながら
適正に利用されている
・水源かん養林として用地取得、間伐・造林などの整備による水源涵養機能の向上がみられる
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⑧河川部
多々良川、那珂川、室見川などの大きな河川から、中小の河川を含めたさまざまな地域や生息生育
環境を結びつける生態系ネットワークの軸となる水系です。
≪現状≫
都市部を流れる河川では、都市化の進行やコンクリート護岸化、堰の建設などによる環境のつなが
りの分断が、貴重な生物の生息空間である干潟の減少や複数の環境を行き来する生物にとって大きな
減少の要因となるなど、種の多様性が低下し、外来種も多く確認されています。
その一方で、下水道の普及によって水質は改善傾向にあり、近年では、魚道の設置など環境のつな
がりや生態系に配慮した環境整備が実施されるようになっています。
また、多々良川、那珂川、室見川などの河川は、生活用水の供給源になっているほか、室見川のシ
ロウオなど、地域の食文化を支える食材の供給源にもなっています。
このほか、室見川などは河川へのアクセス性が良いことから、自然観察など多様な自然レクリエー
ションのフィールドとして活用されています。
しかし、シロウオの生産量は、最盛期と比べると 3分の 1程度の状況です。
≪目標とする姿≫
多自然川づくりによって出来た入り江の淀みに、コウホネなどの浮葉植物がみられるなど、河川敷
にはさまざまな生きものの生息場所が生まれています。
室見川などに設置された魚道を遡上するアユを子どもたちが観察しています。田んぼでは冬でも水
路に水が流れ、多くの生きものが川と水路を行き来しています。
小河川や水路では、かつての潤いを取り戻し、多くの野鳥や昆虫などの姿を見ることができます。
また、河川では、NPO等活動団体などが、外来種の駆除を行っており、在来のニッポンバラタナ
ゴやメダカなども増えてきています。
さらに、源流部から河口部まで清らかな水が流れ、生態系が確保され、春先にはシロウオ漁が行わ
れ、福岡ならではの風物詩と食文化が継承されています。
浅瀬では多くの子どもたちが遊び、大人たちが川の流れに糸をたらしています。

［解説］
・多自然川づくりなどの取り組みにより、陸域と水域に緩やかに移行するエコトーンが再生され、汽水域
や湿地などの多様な環境に多様な生物が生息している
・水路・池沼・農地と河川の連続性、上流から河口の連続性が改善され、生物の移動経路が確保されている
・かつて、人も近寄らない排水路と化していた小河川や水路は、河川環境整備が進み、潤いや親水性を回
復し、多様な生物の生息環境を提供している
・多様な主体の協力により、外来種のモニタリングや駆除が継続的に行われ、ニッポンバラタナゴやメダ
カなどの在来種の確認数も回復してきている
・汚濁負荷の削減が一層進み、源流部から河口部まで生態系が確保され、博多湾の水質改善にも寄与して
いる
・合流する大小さまざまな河川、湖沼や池といった水系全体の健全な水循環によって良好な水環境が形成
され、シロウオなどの在来種の生息数が回復し、本市の食文化の継承を支えている
・良好な河川景観が街並みに潤いを与え、世代を超えたレクリエーションに活用されている
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第２章

基本的方向

１． 戦略の基本的方向
生物多様性に支えられてきた本市の個性や魅力を「資料編 第 1章 福岡市の特性」で、本市の生物多様
性の健全性や生態系サービスの変遷と現状を「資料編 第 2章 生物多様性とその利用、影響を与える要因
の変遷と現状」で、それぞれ整理しました。
これを踏まえ、本市の生物多様性の健全性と本市が享受している生物多様性の恵みについて、それ
ぞれ変化の要因分析と課題を「資料編 第 3章 福岡市における生物多様性とその利用に関する評価」にお
いて抽出しました。
一方、国内外の環境保全の取り組み推進や支援の状況、本市の生物多様性を脅かす国内外の外的脅
威などを「資料編 第 4章 福岡市の生物多様性を取り巻く国内外の現状」で、整理しました。
これらを踏まえ、
「資料編 第 5章 福岡市の生物多様性のポテンシャル」で、本市の「生物多様性の保全」
及び「基盤サービス」、「調整サービス」、「供給サービス」、「文化的サービス」の各サービスの持続可能
な利用についてポテンシャル（潜在的な可能性）を分析しました。
その結果、「生物多様性の保全」と「文化的サービス」について高いポテンシャルがあることから、
本市の成長の "けん引役 "として位置づけることとしました。
一方、ポテンシャルの低い「基盤サービス」、「調整サービス」、「供給サービス」については、成長の
足かせとならないように改善・強化が必要なものとして位置づけました。
このような本市の生物多様性のポテンシャルを踏まえた方向性を、本戦略の基本的方向として示す
とともに、本戦略が、本市が新たに策定し、初めて取り組むものであることを併せて考慮し、当初 10
年間の基本的方向及び施策の方向性を次のように定めます。
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２．施策の基本的方向
「序章

生物多様性ふくおか戦略のねらいと位置づけ」で示したように、本戦略は、福岡市の生物多

様性の保全と持続可能な利用を促進することで本市の魅力を増進するという観点から、行政・まちづく
りの基本的な方向性を示すものです。
生物多様性は、これまでさまざまな形で行われてきた環境施策と関わりがあるとともに、それら施
策と課題を同じくするものと考えることができます。
本市においても、既に生物多様性の考え方がとり入れられている「福岡市環境基本計画（第二次）」、
「福
岡市新・緑の基本計画」などに基づく環境施策だけに留まらず、教育や福祉など幅広い分野の取り組み
が生物多様性に関係しています。
上記の点を踏まえ、施策の基本的方向の中では、本市の将来の生物多様性のあり方を示し、保全と
持続可能な利用について、各計画や事業に反映し、市全体で一体的に連携して取り組むための道筋を
つけることをねらいとします。
また、既に取り組まれている、あるいは、位置づけがなされている施策以外に、例えば、大学教育
における環境教育プログラムの導入・充実など、本戦略の実現に向けて、新たに取り組む必要があると
考えられる施策についても追加をしています。

基本的方向１

生物多様性やその恵みに関する認識の社会への浸透

方向①：市民が生物多様性を理解し、その保全の重要性を認識し、行動できるよう生物多様性を広く
社会に浸透させます
【主要な施策】
・生物多様性の重要性の理解を促進します
自然環境や主要な生態系構造などに関する調査、各種メディアを用いた積極的な情報発信・
共有などに取り組みます。
・生物多様性に関する教育・学習を推進します
野鳥公園を活用した環境教育や体験学習の推進、環境教育・体験学習プログラムの充実、
農林水産業における学習機会の提供などに取り組みます。
・生物多様性の調査研究を推進します
生物多様性地図情報システム（GIS）の構築による施策立案などへの活用や情報発信、気象、
生きものなどの自然環境データの解析などに取り組みます。
方向②：ふくおかの魅力が生物多様性の恵みに支えられていることを理解し、重要性を認識できる人
や組織の形成を支援します
【主要な施策】
・生物多様性に支えられる食の理解を促進します
学校や家庭における食育、郷土料理や伝統食の普及・継承、食を支える農業や水産業への理
解促進などに取り組みます。
・生物多様性に支えられる歴史・文化の理解を促進します
地域文化や一次産業に根ざした風俗習慣の普及・継承・発掘のため、シニア世代の活用や後
継者育成などに取り組みます。
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基本的方向 2

人と自然の環境を改めて考えながら生物多様性の保全

方向③：海洋、島しょ、干潟、平野、丘陵、山地、河川など、ふくおかの多様な生物の生息環境を守る
とともに、中心市街地や港湾地域においては、再生・復元を行い、山、川、平野、海のつなが
りを確保します
【主要な施策】
・残された自然環境の保護・保全を推進します
貴重な自然環境や特色ある植物群落、地域シンボルとなる大木・名木の保護、生きものの生息・
生育環境となる生態系の保全にかかわる活動、開発の規制による自然環境の保全などに取り組み
ます。
・自然環境の再生・回復を推進します
野鳥公園の整備、水質の改善や干潟の保全、多自然護岸の整備、さらには、機能が低下した森
林や農地の保全・活用などに取り組みます。
・身近な生きものの保全を推進します
良好な自然環境である緑、水辺、河川の保全など、身近な生きものの生息環境の保全などに取
り組みます。
・自然景勝地や里地里山の景観など地域らしい風景の保全を推進します
良好な自然景観を形成する森林や河川の整備、農村地域の景観保全、規制誘導手法の導入によ
る良好な都市景観の形成などに取り組みます。
・外来種による被害の未然防御を推進します
外来種に関する学校教育の推進、普及啓発、動物取扱業者などの定期的な監視・指導、外来種
に関する現状把握、情報発信などに取り組みます。
・ごみ対策や環境保全対策を推進します
河川、海岸の一斉清掃などに取り組みます。

方向④：動物、水生生物、植物などふくおかの貴重な生きものを守り、豊かな生物相の回復を目指します
【主要な施策】
・地域の貴重な生物の保全を推進します
希少野生生物の保護、生息・生育環境の保全、野生生物の保護及び絶滅を防ぐ仕組みの検討、
構築などに取り組みます。
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基本的方向 3

生物多様性から享受される恵みの持続可能な利用

方向⑤：ふくおかの地理的特性を活かして生物多様性に配慮したまちづくりを推進します
【主要な施策】
・市街地の生態系のつながりの回復・保全を推進します
市街地に残された樹林地の保全、公園の整備や公共施設の緑化、民有地緑化・建物緑化の促進、
藻場の保全再生などを進め、生態系ネットワークの形成に取り組みます。
・快適な都市環境の維持・向上を推進します
緑被率の向上、人工排熱の削減、水と緑を活用した風の道の形成など、ヒートアイランド現象
の緩和や都市気候の安定化などに取り組みます。

方向⑥：安心して暮らせるふくおかの都市基盤をつくります
【主要な施策】
・水害や土砂災害などを抑制する機能の維持・向上を推進します
森林・農地の保全による保水機能の向上、市街地における雨水浸透施設の設置や自然的土地利
用の確保による保水機能の向上などに取り組みます。
・循環型の都市基盤の形成を推進します
水処理施設の整備などの排水対策、市街地における雨水浸透施設の設置や自然的土地利用の確
保による雨水浸透機能の向上などに取り組みます。

方向⑦：生物多様性の恵みを活かしてふくおかの魅力を増進します
【主要な施策】
・生物多様性の恵みを活かしたふくおかの魅力増進を促進します
恵まれた自然環境を活かしたエコツアーなどのサービス提供や新規ビジネス創出などの促進、
他地域のモデルとなる環境配慮型都市の形成などに取り組みます。
・適正な資源需給を実現して市域内の依存度の向上を促進します
資源の過剰利用の抑制、市域外からの供給サービスの依存率の低減などに取り組みます。
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基本的方向４

生物多様性に支えられる文化の継承と創造

方向⑧：生物多様性に育まれてきたふくおか固有の文化を継承します
【主要な施策】
・食文化を支える産業の保全や人材の育成を推進します
学校給食における郷土料理の導入、直売所の充実、食育などによる地産地消の推進、地場の農
水産物を用いた料理教室や環境教育学習プログラムの整備などに取り組みます。
・伝統文化や歴史資源等の保全、継承する人材の育成を推進します
伝統文化や歴史資源等そのものの保全に加え、伝統的技術・技法の伝承のための研修講座、作
品展等を通じた後継者の育成・確保などに取り組みます。

方向⑨：生物多様性の恵みを活かして新たなふくおかの文化を創造します
【主要な施策】
・地域資源や立地特性を活かした新たな食の創出の支援を促進します
農水産物の安全性の確保、高付加価値化などによるブランド化、生産力や国内外の販売ネット
ワークの構築による販売力の強化などに取り組みます。
・身近な自然環境を活かした体験・学習の場や景観資源の整備・保全を推進します
自然遊歩道、ビオトープ、市民体験型公園の整備などに取り組みます。
・身近な自然環境の体験・学習・景観資源としての積極的活用を推進します
自然公園や里山・里海など、豊かな自然環境を活用した環境教育カリキュラム、各種プログラ
ムの充実などに取り組みます。
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基本的方向 5

より広域な視野をもちながら地域の生物多様性を
支える多様な主体や地域との連携

方向⑩：ふくおかの生物多様性を支える多様な主体、多様な地域との協力関係を構築し、連携した取り
組みを推進します
【主要な施策】
・市内の多様な主体間の協力関係を構築し連携を促進します
多様な主体の参加による環境活動の推進、産学官などの知の結集による産業創出、生産者と消
費者の顔のみえる関係づくりなどに取り組みます。
・市域外の地域や国際的な協力関係を構築し連携を推進します
廃棄物処理分野などにおける技術協力、外来生物（移入種）対策、水源地の保全など市域外の
地域との協力・連携や国際的な協力関係の構築などに取り組みます。
・都市基盤を支える資源供給地域の生物多様性保全への貢献を促進します
自然資源の効果的活用、利用と保全の調和に配慮した経済システムの導入、水源かん養林地確
保・整備などに取り組みます。

方向⑪：ふくおかの生物多様性を支える多様な主体、多様な地域と連携していくための仕組みやルール
を構築します
【主要な施策】
・各主体の取組ルールや主体間の取り決めの整備を推進します
動植物の保護、地球環境の保全、さまざまな活動にともなう環境影響について、法制度の整
備やルールの作成、各種マニュアルの整備などに取り組みます。
・生物多様性に関する情報を蓄積しその共有を推進します
生物多様性への知識・関心を高めるための国内交流、国際交流の推進、情報ネットワークの構
築など環境情報のネットワーク化などに取り組みます
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第３章

各主体の役割

本戦略の目標を実現するためには、行政だけでなく、市民、NPO等活動団体、事業者など、それぞ
れの各主体が共働して取り組むことが重要であり、それぞれの主体には、以下のような役割や取り組
みが期待されます。

１． 行政の役割
①本市がこれまでに推進しているさまざまな取り組みを生物多様性の視点で体系化し、市民、NPO
等活動団体、事業者など多様な主体に提示する役割を担います。
②本市が行うあらゆる施策、事業において、生物多様性の視点と具体的な対応策の導入を促進し、
取り組みの先導役を担います。
③市民、NPO等活動団体、事業者などの各主体の取り組みを支援するとともに、各主体間の橋渡し
役を担います。
④これらを実現するために必要となる、各種情報の収集（モニタリング等含む）と、市民、NPO等活
動団体、事業者などへ情報発信の拠点となります。

２． 市民の役割
①生物多様性について知り・考えることが期待されます。
②生物多様性を保全するために一人ひとりが取り組むことが期待されます。
③生物多様性を保全するために地域の取り組みに参加することが期待されます。

３． NPO等活動団体の役割
①地域の生物多様性の保全のための活動のけん引役となることが期待されます。
②市民の生物多様性への理解を広め裾野を広げる役割が期待されます。
③多様な主体による生物多様性の保全のための活動と連携しそれを支える役割が期待されます。

４． 事業者（協同組合や公益団体含む）の役割
①事業活動と生物多様性との関わりを把握するよう努めることが期待されます。
②生物多様性に配慮した事業活動を行うことなどにより、生物多様性に及ぼす影響の低減を図り、
持続可能な利用に努めることが期待されます。
③取組の推進体制等を整備するよう努めることが期待されます。

５． 大学等研究機関の役割
①国内外のネットワークを活用した連携の促進や情報の蓄積・提供の機能が期待されます。
②地域の多様な活動の支援や学校教育の現場と連携して学習支援の役割が期待されます。
③生物多様性に関する大学カリキュラムの導入を通じた若者の育成や地域活動・地域産業などとのつ
ながりの強化が期待されます。
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【参考】各主体に期待される取り組みの例
ⅨӋᎋⅩӲɼ˳↚ࢳↄ↻↺ӕ↹ኵ↮↝̊‒
行政、市民、NPO等活動団体、事業者、大学等研究機関が、それぞれの役割に沿って取り組む際の
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参考になる取り組みの例や実際の取組事例を示します。
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（２）市民の取り組み例
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（３）NPO等活動団体の取り組み例
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（４）
事業者（協同組合や公益団体含む）の取り組み例
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 ᧄℂᔨⴕޟߣޠേᜰ㊎ࠍޠቯࠆ
ᧄℂᔨⴕޟߣޠേᜰ㊎ࠍޠቯࠆ
 ߣߣ߽ߦޔಽ⼑ߩ㐿⊒߿ᧁ᧚⺞
ߣߣ߽ߦޔಽ⼑ߩ㐿⊒߿ᧁ᧚⺞
 ㆐ߦ㑐ߔࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦࠍ⸳ߌߡ
㆐ߦ㑐ߔࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦࠍ⸳ߌߡ
 ߹ߔޕ
߹ߔޕ
⾗ᢱ㧦ᄢࡂ࠙ࠬᎿᬺᩣᑼળ␠ࡎࡓࡍࠫ

⾗ᢱ㧦ᄢࡂ࠙ࠬᎿᬺᩣᑼળ␠ࡎࡓࡍࠫ




ԙ↢‛ᄙ᭽ᕈߦ㈩ᘦߒߚᬺᵴേࠍⴕ߁ߎߣߥߤߦࠃࠅ‛↢ޔᄙ᭽ᕈߦ߷ߔᓇ㗀ߩૐᷫࠍ

ԙ↢‛ᄙ᭽ᕈߦ㈩ᘦߒߚᬺᵴേࠍⴕ߁ߎߣߥߤߦࠃࠅ‛↢ޔᄙ᭽ᕈߦ߷ߔᓇ㗀ߩૐᷫࠍ

 ࿑ࠅޔᜬ⛯น⢻ߥ↪ߦദࠆ
 ࿑ࠅޔᜬ⛯น⢻ߥ↪ߦദࠆ
 㧕↪㧦ᚲ߮㓞ធၞޔታᣉਛߪ⸘↹ਛߩᬺߥߤ
 㧕↪㧦ᚲ߮㓞ធၞޔታᣉਛߪ⸘↹ਛߩᬺߥߤ
 ▤ℂߢߪ↢ޔᕷ↢⢒ⅣႺ߿↢ᘒ♽ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩഃߥߤߦ㈩ᘦߔࠆ
 ▤ℂߢߪ↢ޔᕷ↢⢒ⅣႺ߿↢ᘒ♽ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩഃߥߤߦ㈩ᘦߔࠆ
 ↪ࠍᡷᄌߐߖࠆ႐วߦߪޟޔ࿁ㆱᦨޔዊൻୃޔᱜୃᓳޔシᷫޔઍఘ㧔ࡒ࠹ࠖࠥ
 ↪ࠍᡷᄌߐߖࠆ႐วߦߪޟޔ࿁ㆱᦨޔዊൻୃޔᱜୃᓳޔシᷫޔઍఘ㧔ࡒ࠹ࠖࠥ
 ࡚ࠪࡦ㧕ࠍޠᬌ⸛ߔࠆߥߤ‛↢ޔᄙ᭽ᕈߦߟߡㆡᱜߦ㈩ᘦߔࠆ
 ࡚ࠪࡦ㧕ࠍޠᬌ⸛ߔࠆߥߤ‛↢ޔᄙ᭽ᕈߦߟߡㆡᱜߦ㈩ᘦߔࠆ
 
 
Ⅸӕኵʙ̊Ⅹ‒
Ⅸӕኵʙ̊Ⅹ‒

 ޡᬺ㧔㐿⊒㧕ߦ߅ߌࠆ↢‛ᄙ᭽ᕈోౣ↢⢒ᚑߩขࠅ⚵ߺޢ
 ޡᬺ㧔㐿⊒㧕ߦ߅ߌࠆ↢‛ᄙ᭽ᕈోౣ↢⢒ᚑߩขࠅ⚵ߺޢ

ޟⅣႺߣߩ↢߁ߣޠℂᔨࠍ߆߆ߍߡታᣉߐࠇߚᎺᄢቇࠠࡖࡦࡄࠬ⛔ว⒖ォᬺߪޔ
ޟⅣႺߣߩ↢߁ߣޠℂᔨࠍ߆߆ߍߡታᣉߐࠇߚᎺᄢቇࠠࡖࡦࡄࠬ⛔ว⒖ォᬺߪޔ


ࠠࡖࡦࡄࠬ↪ߩㅧᚑᢛߦ߅ߡޟ⒳ߩ⛘Ṍࠍߎߐߥޠ
ޟᨋ㕙Ⓧࠍᷫࠄߐߥߣޠ
ࠠࡖࡦࡄࠬ↪ߩㅧᚑᢛߦ߅ߡޟ⒳ߩ⛘Ṍࠍߎߐߥޠ
ޟᨋ㕙Ⓧࠍᷫࠄߐߥߣޠ


߁  ߟߩ⋡ᮡࠍឝߍ‛↢ޔᄙ᭽ᕈߩోߦขࠅ⚵ࠎߢ߹ߔޕ
߁  ߟߩ⋡ᮡࠍឝߍ‛↢ޔᄙ᭽ᕈߩోߦขࠅ⚵ࠎߢ߹ߔޕ

 
 
 =↢‛ᄙ᭽ᕈో࠱ࡦߩ⸳ቯ?
 =↢‛ᄙ᭽ᕈో࠱ࡦߩ⸳ቯ?

٤ࠠࡖࡦࡄࠬ⛔ว⒖ォ⸘↹ߢߪ↹⸘ޔᒰೋޔ
٤ࠠࡖࡦࡄࠬ⛔ว⒖ォ⸘↹ߢߪ↹⸘ޔᒰೋޔ


ၒ┙ߡࠆ੍ቯߣߒߡߚㅧᚑ↪ౝߩ
ၒ┙ߡࠆ੍ቯߣߒߡߚㅧᚑ↪ౝߩ


⼱ㇱࠍ‛↢ޟޔᄙ᭽ᕈో࠱ࡦߡߒߣޠ
⼱ㇱࠍ‛↢ޟޔᄙ᭽ᕈో࠱ࡦߡߒߣޠ


ቯޔㅧᚑߢᶖᄬߒߡߒ߹߁േᬀ‛ࠍ⒖ߒ
ቯޔㅧᚑߢᶖᄬߒߡߒ߹߁േᬀ‛ࠍ⒖ߒ


ߡోߒߡ߹ߔޕ
 ߡోߒߡ߹ߔޕ
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㧕ࠗࡦࡊ࠶࠻㧦ේ᧚ᢱ╬ߩ⺞㆐ޔណขߥߤ




↢‛ᄙ᭽ᕈߩᕺߺ߆ࠄᓧࠄࠇࠆ⾗Ḯ↪㊂ߩૐᷫࠍ࿑ࠆ
↢‛ᄙ᭽ᕈߩోߣᜬ⛯น⢻ߥ↪ࠍࠃࠅ㊀ⷞߒߚ↢‛⾗Ḯߩ↪ࠍⴕ߁



ࠨࡊࠗ࠴ࠚࡦฦᲑ㓏ߩᬺ⠪߇‛↢ޔᄙ᭽ᕈߦ㈩ᘦߒߚේ᧚ᢱ⺞㆐ࠍ࿑ࠆ



ඳᄙ᷼ߥߤߢߩࡃࠬ࠻᳓ኻ╷ޔᬌ∉ᐲ߳ߩදജߥߤᄖ᧪⒳ߩᜬߜㄟߺߦ㈩ᘦߔࠆ






Ⅸӕኵʙ̊Ⅹ‒

ޡ↥ᳰᶖࠍㅴࠆߚߩขࠅ⚵ߺޟඳᄙߓࠂ߁߽ࠎߐࠎޠ
』ޢ
『地産地消を進めるための取り組み「博多じょうもんさん」



 地産地消や、食における「安全」と「安心」への関心が
                        

 高まり、食品における残留農薬や添加物の基準があらたに
↥ᶖ߿ޔ㘩ߦ߅ߌࠆޟోޟߣޠᔃߩ߳ޠ㑐ᔃ߇
 㜞߹ࠅޔ㘩ຠߦ߅ߌࠆᱷ⇐ㄘ⮎߿ᷝട‛ߩၮḰ߇ࠄߚߦ
設定される中、JA 福岡市では、環境に十分な配慮をもって
ጟᏒߢߪޔⅣႺߦචಽߥ㈩ᘦࠍ߽ߞߡ
 ⸳ቯߐࠇࠆਛޔ,#
管内で生産された青果物を「博多じょうもんさん」ブラン
 ▤ౝߢ↢↥ߐࠇߚ㕍ᨐ‛ࠍޟඳᄙߓࠂ߁߽ࠎߐࠎࡦࡉޠ
ドとして、直営直売所等で販売しています。
 ࠼ߣߒߡ⋥ޔ༡⋥ᄁᚲ╬ߢ⽼ᄁߒߡ߹ߔޕ
⾗ᢱ㧦JA ጟᏒࡎࡓࡍࠫ



㧕ࠕ࠙࠻ࡊ࠶࠻㧦ൻቇ‛⾰ᳪᨴ‛⾰ᑄ᫈‛ߩឃޔឭଏߔࠆຠࠨࡆࠬߥߤ

╙ਃ⠪⸽ขᓧຠߥߤ↢‛ᄙ᭽ᕈߦ㈩ᘦߒߚຠࠨࡆࠬߩขࠅᛒࠍଦㅴߔࠆ

↢‛ᄙ᭽ᕈߩోߦⓍᭂ⊛ߦขࠅ⚵ડᬺߦᛩ⾗Ⲣ⾗ࠍⴕ߁㊄Ⲣຠࠍ㐿⊒ߔࠆ

ឃ᳓㊂᳓⾰ޔൻቇ‛⾰ᳪᨴ‛⾰ᑄ᫈‛ߩឃޔᄛ㑆ᾖߦࠃࠆశኂߥߤߦߟߡޔ

↢‛ᄙ᭽ᕈ߳ߩᓇ㗀ߩૐᷫߦദࠆ


Ⅸӕኵʙ̊Ⅹ‒

ޡᜬ⛯น⢻ߥṪᬺടᎿߐࠇߚຠߩ⽼ᄁផㅴޢ















ޡᶏߩࠛࠦࡌ࡞ޔߪޢ021 ᶏᵗ▤ℂද⼏ળߩ⸽ᐲࠍ
ㅢߓߡޔ㒢ࠅࠆ᳓↥⾗Ḯࠍࠆߚߦޔㆡಾߦ▤ℂߐࠇᜬ
⛯น⢻ߢࠆߣࠄࠇߚṪᬺߢ₪ࠄࠇߚ᳓↥‛㧔/5% ⸽
ຠ㧕ߦߩߺઃߌࠄࠇࠆࡌ࡞ߢߔޕ
ࡑ࠶ࠢࠬࡃࡘᎺ㧔ࠗࠝࡦࠣ࡞ࡊ㧕ߢߪޔ/5% ⸽Ṫ
ᬺߢṪ₪ߐࠇߚ㝼ࠍᐫౝടᎿߒߡᶏߩࠛࠦࡌ࡞ઃຠߣߒ
ߡ⽼ᄁߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޟ/5%㧙%1% ⸽ޠขᓧߒ⽼ޔᄁߔࠆ
ߎߣߢޔ㒢ࠅࠆ᳓↥⾗Ḯߩోߦദߡ߹ߔޕ

⾗ᢱ㧦ࠗࠝࡦࡎࡓࡍࠫ
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㩷
㩷㧕␠ળ⽸₂㧦ࡊࡠࠣࡓᢛ⋡ޔᮡ⸳ቯࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޔታᣉߥߤ
㩷࿖ౝᄖߦ߅ߌࠆၞߩ↢‛ᄙ᭽ᕈߩో߿ౣ↢ߦ㑐ߔࠆ⽸₂ᵴേ߿ᡰេᵴേࠍታᣉߔࠆ
㩷↢‛ᄙ᭽ᕈߦ㑐ߔࠆⅣႺᢎ⢒ޔᐢႎᵴേ╬ࠍታᣉߔࠆ
㩷

Ⅸӕኵʙ̊Ⅹ‒

㩷

㩷 ޡၞߦ߅ߌࠆ↢‛ᄙ᭽ᕈోᵴേߩផㅴޢ
㩷
㩷

⢒ᨋᵴേ㧔ਅ⨲ಿ㧕ࠍⴕ߁ޟᎺ߰ࠆߐߣߩߠߊࠅޠ

㩷

ࠍ 㧔ᐔᚑ 㧕ᐕᐲࠃࠅᎺฦߢዷ㐿ߒࠇߎޔ

Ꮊ㔚ജߢߪޔၞߩ⊝ߐ߹ߣ৻✜ߦߥߞߡᬀ᮸߿

㩷 ߹ߢߦ⚂  ਁᧄߩᬀ᮸ࠍⴕߞߡࠆ߶߆ޔᅚሶ⇌࠳
㩷 ࡓㄝߥߤห␠߇ߔࠆ⼾߆ߥ⥄ὼⅣႺࠍᵴ↪ߒߚ
㩷 ⥄ὼⷰኤળߣㄭ㓞⊒㔚ᚲ㧔᳓ജᾲ㧕ࠍቇߔࠆࠛ
㩷 ࡀ࡞ࠡቇળߥߤࠍ⚵ߺวࠊߖߚⅣႺᢎ⢒ᡰេᵴ
㩷 േߥߤࠍታᣉߒߡ߹ߔޕ
߹ߚޔኅᐸߦ߅ߌࠆⅣႺᢎ⢒ߩᜂᚻߢࠆ߅Უߐ

 ࠎ㆐ߣߩⅣႺࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦࠍ࿑ࠆߚޔฦߩ
 ⢒߿ᐜ⒩ߥߤޔሶߤ߽߿⼔⠪߇㓸߹ࠆ႐ࠍ⸰
 ߒ‛↢ޔᄙ᭽ᕈࠍߚⅣႺ㗴߳ߩޟ᳇ߠ߈ߣޠ
 ߥࠆⅣႺ⚕⦼ዬߩ⺒ߺ⡞߆ߖ߿ኅᐸߢߢ߈ࠆ⋭ࠛࡀ
 ࡞ࠡᖱႎࠍવ߃ࠆࠦࠛޟ㨯ࡑࠩᵴേࠍޠㅢߒߡޔ
 ၞ᳃߿ᰴઍጀ߳ߩⅣႺߦ㑐ߔࠆᗧ⼂ߩ㜞឴ࠍ
 ࿑ߞߡ߹ߔޕ





Ⅸӕኵʙ̊Ⅹ‒

‛↢ࠆࠃߦ࠻ࡦࡌࠗࠖ࠹ࡖ࠴ޡᄙ᭽ᕈో߳ߩ⽸₂ޢ

ጤ↰ደ㨯ጟਃߢߪޔ99( ഃ┙  ᐕߦࠊߖ㨮↢‛ߩᄙ

᭽ᕈߣ⛘Ṍෂᗋ⒳ߩേ‛ࠍࠆ࠴ࡖ࠹ࠖࠠࡖࡦࡍࡦ

ޡ-KUUVJG'CTVJ ੱߦߦఝߒࠠࠬ㨮ࠍ㨫ࠍޢታᣉߒߡ

߹ߔޕ

↢‛ᄙ᭽ᕈ߇߽ߚࠄߔᄙߊߩᕺߺࠍࠆߚߦ࠻ࡑࠬޔ

࠻ߣࡑࠣࡑߩࠬ࠻࠶ࡊࠍ⽼ᄁߒޔ⋉ߩ৻ㇱࠍ࠴ࡖ

࠹ࠖ㊄ߣߒߡ 99( ࠫࡖࡄࡦߦነઃߒࡑࠬࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗޔ

࠻ፉߩ↢‛ᄙ᭽ᕈߣ⛘Ṍෂᗋ⒳ࠍࠆᵴേߥߤߦᓎ┙ߡߡ


⾗ᢱ㧦Ꮊ㔚ജࡎࡓࡍࠫ

߹ߔޕ

⾗ᢱ㧦ጤ↰ደ㨯ጟਃࡎࡓࡍࠫ
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Ԛข⚵ߩផㅴ╬ࠍᢛߔࠆࠃ߁ദࠆ

⚻༡ጀ߇ޔᬺߦ߅ߌࠆ↢‛ᄙ᭽ᕈߩขࠅ⚵ߺߩ㊀ⷐᕈࠍℂ⸃ߔࠆ

↢‛ᄙ᭽ᕈಽ㊁ߩขࠅ⚵ߺߩផㅴ⠪ޔข⚵ផㅴߩߚߩ⽿છ⠪ࠆߔ⟎⸳ࠍ❱⚵ޔ

ᓥᬺຬߦኻߔࠆ␠ౝߢߩ⎇ୃ‛↢ޔᄙ᭽ᕈߩขࠅ⚵ߺߦߟߡ␠ᄖߩኾ㐷ኅ߆ࠄߩᗧ
㩷

 ࠍ⡬ߊ


Ⅸӕኵʙ̊Ⅹ‒

‛↢ޡᄙ᭽ᕈోߦะߌߚ␠ౝផㅴ⚵❱ߩ᭴▽ޢ


ฎᴡ㔚Ꮏࠣ࡞ࡊߢߪޔᣂߚߦⅣႺᵴേ࠹ࡑߩ৻ߟߣߒߡឝߍߚ↢‛ᄙ᭽ᕈోࠍផㅴߔ



ࠆߚ⚻ޔ༡ડ↹⺞᧚⾗ޔ㆐ੱޔ✚ോ⎇ޔⓥ㐿⊒↥↢ޔᛛⴚޔ%54 ផㅴߥߤߩ㑐ଥㇱ⟑ߢ᭴


ᚑߔࠆ‛↢ޟᄙ᭽ᕈផㅴࡢࠠࡦࠣࠣ࡞ࡊ‛↢ޔߒ⟎⸳ࠍޠᄙ᭽ᕈ߳ߩขࠅ⚵ߺࠍ⋓ࠅㄟࠎ

ߛⅣႺၮᧄᣇ㊎ࠍ╷ቯߒ␠ޔౝߩⅣႺ▤ℂᆔຬળޔข✦ᓎળߩᛚࠍ⚻ߡߦ⥸৻ޔ㐿␜ߒߡ

߹ߔޕ



（５）
大学等研究機関の取り組み例
ίᾄὸܖٻሁᄂᆮೞ᧙ỉӕ↹ኵ↮̊‒


Ԙ࿖ౝᄖߩࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍᵴ↪ߒߚㅪ៤ߩଦㅴ߿ᖱႎߩ⫾Ⓧឭଏ

⎇ⓥᯏ㑐ห჻ߩㅪ៤߿ᬺ⠪ߣߩㅪ៤ߥߤࠍㅢߓߡޔᄙ᭽ߥਥߦࠃࠆᐢၞࡀ࠶࠻ࡢ
 ࠢߩᒻᚑࠍଦㅴߔࠆ

⎇ⓥᯏ㑐ߩදജࠍᓧߡ↢‛ᄙ᭽ᕈ㑐ㅪᖱႎߩ࠺࠲ࡌࠬ᭴▽⛽ᜬߒ࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔ
 ࠻ߦࠃࠆℂᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿ࠍⴕ߁

Ⅸӕኵʙ̊Ⅹ‒

ޡᬀ‛ᄙ᭽ᕈోὐࡀ࠶࠻ࡢࠢ ޢ㩷

ో࿖ߩᬀ‛߇ߘࠇߙࠇߩᓧᗧߥㇱಽࠍಽᜂߒޔജࠍࠊߖߡᵴേߔࠆߎߣ߇ਇนᰳߢ

 ࠆߚޔᣣᧄᬀ‛දળߢߪోޔ࿖ߩฦᬀ‛߇᳇ၞኾ㐷ಽ㊁╬ߩ․⦡ࠍᵴ߆ߒߥ
 ߇ࠄޔㅪ៤ߒߡᬀ‛ߩᄙ᭽ᕈࠍోߔࠆᵴേࠍⴕ߁ޟᬀ‛ᄙ᭽ᕈోὐࡀ࠶࠻ࡢࠢޠ
 ࠍࠬ࠲࠻ߐߖޔᬀ‛ోߩఝవ㗅ߩ⏕ൻޔᬀ‛ߩ㓸ሽ߿᥉⊒ߥߤߦขࠅ
 ⚵ࠎߢ߹ߔޕ









⾗ᢱ㧦␠࿅ᴺੱᣣᧄᬀ‛දળࡎࡓࡍࠫ

37

37




ԙၞߩᄙ᭽ߥᵴേߩᡰេ߿ቇᩞᢎ⢒ߩ႐ߣㅪ៤ߒߡቇ⠌ᡰេ

‒ ၞ᳃ߣ৻ߣߥߞߡᄙ᭽ߥᵴേࠍዷ㐿ߒޔቇᩞᢎ⢒ߩ႐ߣ߽ㅪ៤ߒߡቇ⠌ᡰេࠍ
・地域住民と一体となって多様な活動を展開し、学校教育の現場とも連携して学習支援を
‒ ⴕߥ߁
行う
‒ ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࡒ࠽ߩ㐿ޔ
・シンポジウム・セミナーの開催、出版事業、展示企画事業などを通じて、生物多様性に
ᬺޔዷ␜ડ↹ᬺߥߤࠍㅢߓߡ‛↢ޔᄙ᭽ᕈߦ
‒ 㑐ߔࠆ↢ᶦᢎ⢒߿␠ળᢎ⢒ߥߤࠍᡰេߔࠆ
関する生涯教育や社会教育などを支援する
‒
‒ Ԛ↢‛ᄙ᭽ᕈߦ㑐ߔࠆᄢቇࠞࠠࡘࡓߩዉࠍㅢߓߚ⧯⠪ߩ⢒ᚑ߿ၞᵴേၞ↥ᬺ
‒ ߥߤߣߩߟߥ߇ࠅߩᒝൻ
‒ ᄢቇߩᱜⷙ⑼⋡ߦ‛↢ޔᄙ᭽ᕈߦ㑐ߔࠆ㛎⊛ቇ⠌ࠍ⚵ߺㄟߺޔၞߩㄘᨋ᳓↥ᬺߩᣇޘ
‒ ߣߩㅪ៤දജߦࠃࠅ⧯ޔ⠪ߩ⢒ᚑࠍⴕ߁
‒ 
Ⅸӕኵʙ̊Ⅹ‒
‒
ޡᄢቇߩ㛎ቇ⠌⑼⋡ߣࡦ࡚ࠪࡃࡠࠣޟ㘩ࠆߌ߅ߦޠขࠅ⚵ߺ ޢ㩷
‒
ጟᅚሶᄢቇߢߪޔቇ↢߇ኾ㐷⍮⼂ࠍᷓࠆߛߌߢߪߥߊޔ
‒
␠ળߢ⥄ࠄߩੱ↢ࠍಾࠅ㐿ߡߊജࠍりߦߟߌࠆߚߦޔ
‒
ࠞࠠࡘࡓ㧔ᱜⷙ⑼⋡㧕ߦ㛎ቇ⠌⑼⋡ࠍขࠅࠇߡ߹
‒
ߔޕ
‒
ߎߩ߁ߜޔᐕ㑆ࠍㅢߒߡ㧝ᰴ↥ᬺࠍ㛎⊛ߦቇߴࠆࡠࠣޟ
‒
ࡃ࡚ࠪࡦߣ㘩ޔߪߢࡓࠣࡠࡊޠṪද໊ᴱᡰᚲߩද
‒
ജࠍᓧߡࠠࠞޔ㙃ᱺᬺߩ㛎߿ࠞࠠടᎿຠߩ㐿⊒⽼ޔᄁଦ
‒
ㅴᵴേߩડ↹ㆇ༡ࠍⴕߞߡ߹ߔޕ
‒
ߎߩࡊࡠࠣࡓࠍㅢߓߡޔ
ޟ㘩ߴࠆޔࠆߊߟޟߣޠ⢒ߡࠆޠ
‒
ޟᄁࠆߩޠ㑐ㅪᕈࠍ႐ߣⓍᭂ⊛ߦ㑐ࠊࠆߎߣߦࠃߞߡℂ⸃
‒
ߒ‛↢ޔᄙ᭽ᕈࠍⷞ㊁ߦࠇߚ⺖㗴⸃⢻ജߩᶩ㙃ࠍ࿑ߞߡ
‒
߹ߔ ޕ㩷
⾗ᢱ㧦ጟᏒࡎࡓࡍࠫ

38 38

ᇹᾃᇘᴾ ٶಮễɼ˳ểỉᡲઃểᡶᘍሥྸᴾ
≔≑ٶಮễɼ˳ểỉᡲઃᴾ
第４章 多様な主体との連携と進行管理
ᧄᚢ⇛ࠍലᨐ⊛ߦផㅴߒ⋡ޔᮡࠍ㆐ᚑߒߡߊߚߦߪޔᐡౝߩ㑐ଥฦዪޔㄝⴕ
ᯏ㑐⋧ߩㅪ៤ߩߺߥࠄߕޔ
Ꮢ᳃ޔ021 ╬ᵴേ࿅ޔᬺ⠪ߥߤߣߩㅪ៤߇ᔅⷐߢߔޕ
１．
多様な主体との連携
ߎߩߚޔએਅߩࠃ߁ߥขࠅ⚵ߺࠍផㅴߒ߹ߔޕ


本戦略を効果的に推進し、目標を達成していくためには、庁内の関係各局、周辺行政機関相互の連
携のみならず、市民、NPO等活動団体、事業者などとの連携が必要です。

ίᾀὸࠊൟẆᵬᵮᵭ
ሁѣ˳ׇẆʙಅᎍẆܖٻሁᄂᆮೞ᧙ễỄٶಮễɼ˳ểỉᡲઃ˳Сᴾ
このため、以下のような取り組みを推進します。
ᧄᏒߪޔᏒ᳃ޔ021 ╬ᵴേ࿅ޔᬺ⠪ޔᄢቇ╬⎇ⓥᯏ㑐ߥߤᄙ᭽ߥਥߣߩㅪ៤
（１）
市民、NPO等活動団体、事業者、大学等研究機関など多様な主体との連携体制
ߦᔅⷐߥ⥄↱ߥ⼏⺰ߩ႐ޔᖱႎ឵ߩ႐ޔᡰេ⓹ญ╬ߩࡊ࠶࠻ࡈࠜࡓ㧔ද
本市は、市民、NPO等活動団体、事業者、大学等研究機関など多様な主体との連携に必要な自由
⼏ޔᖱႎ㓸⚂⊒ା╬ߩ႐㧕ᯏ⢻ߩਛᔃ⊛ᓎഀࠍᜂ߹ߔޕ
な議論の場、情報共有
・交換の場、支援窓口等のプラットフォーム（協議、情報集約・発信等の場）

機能の中心的役割を担います。

ίᾁὸẆჄẆᡈᨩࠊထẆԗᡀᜂểỉᡲઃ˳Сᴾ
↢‛ᄙ᭽ᕈ࿖ኅᚢ⇛ߣߩㅪ៤ޔᏒၞࠍ߃ߚᐢၞ⊛ߥขࠅ⚵ߺߥߤޔ࿖ޔ⋵ޔㄭ㓞
Ꮢ↸⾗ޔḮଏ⛎ၞߥߤߣⓍᭂ⊛ߦㅪ៤දജࠍ࿑ࠅ߹ߔޕ
生物多様性国家戦略との連携、市域を越えた広域的な取り組みなど、国、県、近隣市町村、資源

（２）国、県、近隣市町村、周辺諸国との連携体制

ᐢၞߩ↢ᘒ♽ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩోߥߤᏒၞࠍ߃ߚᐢၞ⊛ߥขࠅ⚵ߺߦ₸వߒߡ
供給地域などと積極的に連携
・協力を図ります。

ᡈ
ᨩ
ࠊ
ထ


දജߔࠆߣߣ߽ߦޔฦၞߢߩขࠅ⚵ߺࠍᡰេߒ߹ߔޕ
広域の生態系ネットワークの保全など市域を越えた広域的な取り組みに率先して協力するととも
に、各地域での取り組みを支援します。
ᷰࠅ㠽ߩ↢ᕷ↢⢒ⅣႺߩో߿ᶏᵗᳪᨴޔṫᵹṫ⌕ߏߺ߳ߩኻ╷ߥߤᄙ࿖㑆߇
渡り鳥の生息・生育環境の保全や海洋汚染、漂流・漂着ごみへの対策など多国間が協調して実施す
ද⺞ߒߡታᣉߔߴ߈ขࠅ⚵ߺߦදജߒ߹ߔޕ
べき取り組みに協力します。
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２．進行管理
（１）進行管理の考え方
本戦略は、自然環境の保全・再生・育成を行い、その自然と共生し、恵みを享受しながら 100年後
にその恵みを継承し、都市の魅力を継承発展する未来都市を目標としています。
本戦略では、現在の本市の生物多様性のポテンシャルを踏まえて、この目標の達成に向けて重点
的に取り組むべき 5つの「基本的方向」を設定し、この枠組みで、庁内あるいは、広域行政体におけ
る個別の行政計画に位置づけられた各施策を生物多様性の視点を加えて整理しています。
そして、本戦略の目標の達成には、個別に各施策の取り組みを推進していくこと以上に、その進
捗のバランスや調和が重要になると考えています。
そのため、整理した各施策の進捗状況を踏まえ、「基本的方向」ごとの取組状況を評価し、新たに
必要となる方向性などを検討して、次に取り組むべき施策を再整理し、戦略の目標の達成を目指し
ていきます。
まず、初期段階として、当初の 10年間は、本市の基本計画や各行政計画に生物多様性の考え方が
導入されることを目標とし、全体としては、長期間にわたって取り組みのバランスを維持しながら
生物多様性のポテンシャルを高めていくことを、本戦略の進行管理の考え方とします。
（２）管理サイクル
既に述べたように本戦略の期間を 100年間とし、長期目標の 100年後を見据えつつ、自然環境や社
会情勢の変化に対応するために、10年程度を目処として、見直しを行います。
そのため、本戦略では、概ね 10年間を基本的なサイクルとして、毎年、継続的なモニタリングを
行い、施策の進捗状況を点検します。
（３）進行管理
個別の行政計画に位置づけられた各施策について、今後作成する「生物多様性ふくおか指標（仮称）」
に基づき、進捗状況の継続的モニタリングを行い、毎年、施策の進捗を点検するとともに、必要な
見直しを行います。さらに、概ね 10年ごとに「基本的方向」の評価を行うとともに、評価結果に基
づいた見直しを行います。
また、モニタリングの結果や「基本的方向」及び「施策」の見直しについては、庁内あるいは、関
連する広域行政体などに周知します。
なお、進行管理にあたっては、以下に示す会議を設置し、生物多様性ふくおか戦略の推進を図っ
ていきます。
【進行管理において設置する会議】
１）生物多様性ふくおか戦略推進関係課長会議
○本戦略の推進及び進行管理に係る検討、連絡調整の役割を担います。
２）多様な主体による会議
○本戦略の推進を図るため、各主体の取組状況や目標達成に係る各種事項の協議を行う会議を
定期的に開催します。
○市民、NPO等活動団体、事業者、大学等研究機関、国、県、近隣市町村などから必要に応じ
て参加を求め、設置します。
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【進行管理の流れ】
１）進捗状況の継続的モニタリング
○生物多様性ふくおか指標（仮称）に基づく評価に必要となる情報を本戦略の所管部署が中心
となって、継続的なモニタリングを行います。
２）
「施策（取り組み）」の点検及び見直し検討（毎年）
○モニタリング結果に基づき、毎年、施策（取り組み）の進捗状況を点検します。
○点検結果を踏まえ、必要に応じて施策の追加や見直しを行います。
３）
「基本的方向」の評価及び見直し検討（概ね 10年ごと）
○さらに、概ね 10年ごとに「基本的方向」ごとの取組状況を生物多様性ふくおか指標（仮称）
に基づいて評価し、評価結果を、多様な主体による会議に報告し、意見を聴取した上で、次
の 10年間の「基本的方向」を検討します。
（４）生物多様性ふくおか指標（仮称）の作成
生物多様性ふくおか戦略の推進にあたっては、本市の生物多様性の変化の状況を的確に把握する
必要があるため、評価指標を作成する必要があります。
評価指標は、従来の生物種や生息数などの自然環境調査に加え、農産物や文化など生態系サービ
スの維持に係わる社会的・経済的な観点も含めた総合的な指標を検討します。
【指標例】
＜社会への浸透＞
・生物多様性の認識度・講習会参加者数・環境保全活動団体数

など

＜保全・利用＞
・生物種・個体群の数・貴重生物の種数・個体数・公園等の利用者数

など

＜生態系サービス＞
・土地利用の改変率・雨水の実質浸透率・公園・保護区等の一人当たり面積
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