
川西市

生物多様性
ふるさと川西戦略

概要版

　川西市には、茶道用道具炭である菊炭 （一庫炭や池田炭とも呼ばれています） の生産が今も続く日本一の里山、

ニュータウンや市街地を流れる猪名川渓谷と周囲を彩るエドヒガン、 笹部や赤松にある農村風景を残す棚田、 そ

して特産品であるイチジク、 クリ、 モモなど、 全国に誇れるすばらしい自然があります。 これらの自然は、 昆虫や

鳥類などたくさんの生きものを育むだけでなく、 私たちにも食べ物や製品の原材料、 そして心の安らぎなど、 さま

ざまな恩恵を与えてくれています。

　近年、 これらのすばらしい自然が、 開発や外来種の繁茂による直接的な影響、 人と自然のつながりが薄れてき

たことによる間接的な影響など、 さまざまな要因により失われつつあります。 川西市内でも身近にいたメダカが全

国的には絶滅が心配されるようになり、 ドジョウも川西市でも見られる場所が限られるようになってしまいました。

今、 私たちに豊かな恵みをもたらしてくれるこの自然は、 未来の子どもたちから預かったものです。 私たちの時代

で、 これらの自然や生きものたちをなくすわけにはいきません。 私たちには、 川西市の自然や生きものだけでなく、

そこから得られる恵みを次世代に引き渡していく責務があります。

　そこで 「生物多様性ふるさと川西戦略」 では、 川西市のすばらしい自然と文化のもとになる生物多様性を次世

代に引き継ぎ、持続的に利用することを目的に、私たちのふるさとである川西に誇りと愛着を持って、自然や文化、

生物多様性の理解を深め、 川西総動員で生物多様性を守り、 育み、 共生するまちづくりを進めていくために取る

べき行動について提言しました。

生物多様性 ふるさと川西戦略について
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生態系の多様性　生きもののすむ環境の種類が豊かなこと

「生態系のつながり」

「種のつながり ( 食物連鎖 )」

「いろいろな個性」

種の多様性　生きものの種類が豊かなこと

遺伝子の多様性　同じ生きものにおける個性の違いのこと

病気に弱いが
乾燥には強い？

病気に強いが
乾燥には弱い？

病気に強いし
乾燥にも強い？

生物多様性について

生物多様性～個性とつながり～

生物多様性をおびやかす４つの危機

生物多様性 川西ふるさと戦略の策定の背景

3 つのレベルの生物多様性～種・生態系・遺伝子～
◆種の多様性：種の多様性とは、 「種の豊かさ」 のことです。 同じ環

境の中、 例えばため池に、 よりたくさんの生きものがすんでいる

方が、 種の多様性が高いと言えます。 そして各種の間では、 食う、

食われるという食物連鎖などの 「つながり」 の中ですべての種が

生きているのです。

◆生態系の多様性：川、 ため池、 田んぼ、 畦の草原、 里山や鎮守の

森などいろいろな環境、 すなわち生態系の多さのことです。 生き

もの中には、 モリアオガエルのように 「ため池」 と 「里山」 の複

数の生態系の 「つながり」 が必要な種もいます。

◆遺伝子の多様性：同じ種の中でも色や大きさ、 性質など 「個性」

の違いがあり、 それを遺伝子の多様性といいます。 同じ種でも、

関東や関西、 さらには川西市内の同じ場所においても、 それぞ

れの個体が違うことがあります。

1992 年の環境と開発に関する国際連合会議 （地球サミット） において、 温暖化、 オゾン層の破壊、 酸性雨、 生物多様

性の減少など地球規模の環境問題が国際的に提示されました。 その後、 日本では生物多様性条約の締結、 生物多様性

国家戦略が作成され、 2010 年名古屋で開催された COP10 （生物多様性条約第 10 回締約国会議） により、 この問題

を広く国民が知るところとなりました。 また、 2008 年の生物多様性基本法により、 国だけでなく、 県や市町においても

生物多様性戦略 （地域戦略） の作成が求められるようになりました。

川西市においても、 生物多様性ひょうご戦略の作成を受け、 2013 年の第 5 次川西市総合計画において、 川西市におけ

る生物多様性地域戦略の作成が位置づけられました。

宅地開発や美しい植物の乱獲など、

直接的な影響です。

里山などでの人と自然のつながりが

減少する影響です。

主に外国から持ち込まれ、 野生化し

た種による影響です。

生物多様性とは、 長い地球上の歴史の中で、 私たち人間を含む多種

多様な生きものが様々な環境の中で、 相互に関係しながら存在してい

る概念のことをいいます。 目に見えるものではないため、 理解しにくい

ところもありますが、 「種の豊かさ」、 「つながり」、 「個性」 という視点

から捉えることで理解しやすくなります。

◆ 人間活動などの直接的な要因 ◆ 外来種の野生化による要因◆ 人の働きかけが減少する◆ 人の働きかけが減少する
　 ことによる間接的な要因　 ことによる間接的な要因



コラム 生物多様性を保全する上で、望ましくない生きもの

様々なものを
供給してくれる恩恵

多様な文化を
作りだす恩恵

自然に守られる
私たちの暮らし

生きものがうみだす大気と水などの恩恵

生物多様性からの恩恵

生物多様性 ふ る さ と 川西戦略

生物多様性の大切さ～生物多様性を守る 4つの意味～

二酸化炭素などの温室効果ガスの排出

による地球温暖化の影響です。

◆ すべての生命の基礎となっています
地球上の生物は、 地球生態系という一つの環の中で深く関わり合い、 つながりあって生きています。 生きものやそれらが作る生

態系は、 酸素を作り、 水を循環させるなど、 さまざまな働きを通じて、 現在および将来のすべての生命にとって欠かすことので

きない基礎となっています。

◆ 人間にとって有用な価値を持っています
私たちの生活は、 多様な生物を利用することによって成り立ってきました。 食料や食材、 薬品や衣服などの加工品など、 さまざ

まな形で生物を直接的、 間接的に利用しています。

◆ 豊かな文化の根源となります
人は、 自然と一体となった自然観を有し、 自然を尊重し、 自

然と共生する暮らしの中で多様な文化を形成してきました。

生物多様性は、 精神の基盤となり、 地域色豊かな固有の財

産ともいうべき文化の多様性を支えるものであり、 その根源

となっています。

◆ 将来にわたって安全な暮らしを保証します
多様な植物や生きものからなる健全な森林を整備 ・ 保全す

ることや、 環境保全型の農業では、 土砂の流出や崩壊防止、

安全な飲み水や食料の確保に寄与しています。 生物多様性の

観点から、 自然と人の利用のバランスを健全に保つことは、

長い目で見れば、 世代を超えて効率的に暮らしの安全性を保

証することにつながります。

◆ 地球温暖化による要因
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猪猪 名名 川川

9川西北小前の水路9川西北小前の水路

4エノキ林4エノキ林

1日本一の里山1日本一の里山

2妙見山のブナ2妙見山のブナ

3棚田3棚田（赤松）（赤松）

3棚田3棚田（笹部）（笹部）

5神社林5神社林（多太神社）（多太神社）

5神社林5神社林（満願寺）（満願寺）

6初谷川6初谷川

8鼓が滝8鼓が滝

7猪名川渓谷7猪名川渓谷

5神社林5神社林（平野神社）（平野神社）

5神社林5神社林（八坂神社）（八坂神社）

5神社林5神社林（小戸神社）（小戸神社）

5神社林5神社林（鴨神社）（鴨神社）

7 猪名川渓谷
ニュータウンの一角にある猪名川渓谷
では、河川の侵食によりできた美しい
自然景観を見ることができます。エド
ヒガンというめずらしい桜の群生地も
あり、春には渓谷がピンク色に染まります。す

5 神社林
神社には神の宿る森として大事に守ら
れてきた自然性の高い林を見ることが
できます。多太神社や満願寺には、シ
イなどの里山にはあまりない照葉樹か
らなる林が生えています。市街地にある神社の林は、小面積でも
限られた緑地として非常に大切です。

神社 林 小 積

4 エノキ林
南部市街地には河岸段丘があり、エノ
キの林を見ることができます。洪水な
どのかく乱を受ける場所に生える林で
すが、猪名川の近くは市街化が進んで
いるためほとんど見ることができません。この河岸段丘には陸生
のホタルであるヒメボタルもすんでいます。

ん 河岸段丘 は陸生

8 鼓が滝
鼓が滝は、西行法師が見事な滝をなが
めて歌を詠んだと言い伝えられる場所
です。増水すると水につかる岩場には、
サツキと同じく庭木として馴染みのあ
るユキヤナギが野生で生えており、大群落をつくっています。群落を く す

9 川西北小前の水路
川西北小学校近くの水路では、二枚貝
やそれに産卵して繁殖する風変わりな
魚のタナゴ類が生息しています。猪名
川水系でこのような場所は、ほとんど
なく、市街地における貴重な自然となっています。す

6 初谷川
初谷川は、猪名川の源流部のひとつで
す。流れが急で、増水すると水につか
る岩場には、庭木としてよく植えられ
るサツキの野生種を見ることができま
す。猪名川水系でサツキが生える場所はここしかありません。

3 棚田（赤松・笹部）
赤松や笹部には、美しい棚田の景観を
見ることができます。畦にはチガヤや
ススキの草原が見られ、山林では出会
うことのない植物や昆虫が生活してい
ます。

2 妙見山のブナ
氷ノ山や六甲山の山頂などの冷涼な地
域に生えるブナが、妙見山にも分布し
ています。県南部ではブナは限られた
地域でしか見ることができません。

1 日本一の里山
黒川には、一庫炭を生産するクヌギか
らなる里山林が今なお残り、伐採年度
の異なる林をパッチワーク状に見るこ
とができます。これが里山本来の景観
であり、私たち日本人の原風景でもあります。黒川の里山は、「日
本一の里山」と言われています。

す 川 山 「

特徴的な自然環境

川西市のすばらしい自然

　生物多様性の重要性を知るためには、 まずは私たちの

ふるさと川西のすばらしい自然や文化を知る必要がありま

す。 ここでは川西市を代表する自然環境や文化、 農産物

について紹介します。



シンボル（農産業）

13 イチジク
イチジクの栽培は、明治時代から始ま
りました。猪名川の地下伏流水が豊富
で、しかも水はけがよい砂地であるこ
とがイチジクの生産に適しています。

15 モモ
市域で生産されるモモは、通常よりも
一月早く収穫できる早生（わせ）桃で、
兵庫県下でもこれを作っているのは川
西市だけです。

16 一庫炭
北部の山林は、千利休や豊臣秀吉が愛用
した一庫炭（池田炭・菊炭）を産する
ことで全国的に有名でした。黒川では、
今もなお一庫炭を生産し続けています。

14 クリ（銀寄）
市域のクリは、多くの銀札を寄せたので
「銀寄（ぎんよせ）」と呼ばれました。よ
く管理されたクリ林は明るく、時にめ
ずらしい生き物を見ることができます。

12 ヒメボタル
市域には、陸生のホタルであるヒメ
ボタルがすむ林を見ることができま
す。よく知られた水生のゲンジボタル
やヘイケボタルと同じように光ります
が、光り方が少し異なります。金色に短く光る様子はまるでフラッ
シュライト、夜の林をにぎやかに照らします。

く光 様

11 台場クヌギ
猪名川上流域の里山では、クヌギを地
上1～2ｍの高さで繰り返し伐採する
方法が一般的でした。このため、土台
となるクヌギの主幹はだんだん太くな
り、台場状（台場クヌギ）となりました。
この台場クヌギは、日本一の里山の象
徴的な存在といえます。

シンボル（自然）

10 エドヒガン
猪名川上流域、特に市域の北部の山林
にはエドヒガンが数多く生えていま
す。日本に自生する桜の中ではもっと
も長寿で木の高さは20ｍ以上になり
ます。猪名川上流域のほか、県下では但馬、西播でしか見ること
のできないめずらしい桜です。また、桜の代表品種であるソメイ
ヨシノは、エドヒガンとオオシマザクラの雑種です。

但 播 と
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課 題川西市の生物多様性を守るための課題

生物多様性 ふ る さ と 川西戦略

・ 市民における生物多様性の言葉や意味の認識、 川西市の自

然環境や文化の認識の不足

・生物多様性の現状や守るべき自然の詳細な情報の不足

・市民へ情報発信や市、 市民、 企業などとの協働の方法

・新名神高速道路建設による一部の里山の分断や改変

・ 過去に造成されたニュータウンや市街地での環境保全や環

境改善

・ 日本一の里山、 棚田や水路やエドヒガン、 ヒメボタルなどの

保全

・ シカの食害やナラ枯れの対策

・ 湖沼のブラックバス、 猪名川河川敷のアレチウリおよび農作

物に被害を与えるアライグマやヌートリアなどの外来生物の

対策

◆川西市の生物多様性に関する認識と情報の不足

◆人の活動による直接的な影響

◆人の働きかけの減少による影響

◆外来種の影響



目指すべき川西市の将来像
一人ひとりが川西市のすばらしい自然を誇りに思い、それらを守り共生するまち

◆ 短期目標（3年目まで）：生物多様性の理解と行動の開始

◆ 中期目標（3～ 8年間）：生物多様性保全意識の向上と行動の継続

◆ 長期目標（8～ 18 年間）：主体間の連携、拡大による自然と共生するまちづくり

「生物多様性ふるさと川西戦略」の目標

「生物多様性ふるさと川西戦略」の具体的な戦略

ふるさと川西市民戦略

基本戦略１：環境教育の充実

基本戦略３：生物多様性保全の取り組み強化

基本戦略２：自然に関する情報発信

基本戦略４：連携による活動の継続と拡大

将来像と行動計画

生物多様性ふるさと川西戦略では、 2015 年度から 2032 年度までの 18年間を計画期間とし、 生物多様性の豊かな川西市の将

来像を見据え、 目標とそれを達成するための戦略として 「ふるさと川西市民戦略」 と 4 つの基本戦略を定め、 具体的な行動計

画を提案します。



戦略に基づいた行動計画

生物多様性 ふ る さ と 川西戦略

ふ
る
さ
と
川
西
市
民
戦
略

（１）川西市の自然・文化に触れる

通勤や通学、 散歩時に自然を観察する、 地域のことを紹介しているパンフレットなどに留意する。

（２）日常にできる行動

４
つ
の
基
本
戦
略

（１）環境教育の充実による「ふるさと川西」意識の熟成および生物多様性教育（基本戦略１）

　１）児童・生徒を対象とした環境教育の実施【担当部署：こども未来部・教育推進部】

「森の幼稚園」、 「環境体験学習」、 「里山体験学習」、 「トライやる ・ ウィーク」 の実施

　２）教職員や市民を対象とした研修の実施【担当部署：教育推進部】

教職員対象とした 「環境体験研修」 やレフネック、 りんどう学園などの生涯学習の充実

（２）自然に関する情報発信による生物多様性保全の普及・啓発（基本戦略２）

　１）広報やＨＰによる情報発信【担当部署：美化環境部・市民生活部・キセラ川西整備部・教育推進部】

ホームページや広報かわにしなどで、 川西市の自然環境や地域の特産品に関する情報の発信など

　２） 川西市によるモデル整備や景観計画による情報発信【担当部署：美化環境部・キセラ川西整備部・都市整備部】

低炭素のまちづくりの推進、 市役所本庁舎の太陽光発電システム設置による啓発など

（３）生物多様性保全の取り組みの強化（基本戦略３）　

　１）市民生活での生物多様性保全の活動の支援【担当部署：美化環境部・都市整備部】

市民や事業者ができる生物多様性の向上手法や外来種対策などをＨＰなどで広報し活動を支援する

　２）川西市による文化財の指定および生物多様性向上の事業の実施【担当部署：教育推進部・市民生活部・都市整備部】

天然記念物の指定、 ため池、 農業用水路や都市緑地などでの外来生物の対策の強化など

　３）川西市による生物多様性に被害を与える獣害対策などの実施【担当部署：市民生活部・都市整備部】

ナラ枯れの被害拡大防止、 外来植物対策、 イノシシやシカ、 特定外来生物のアライグマ、 ヌートリアの捕獲 ・処分など

（４）各主体の連携による生物多様性保全活動の継続と拡大（基本戦略４）

　１）市民、団体、企業などとの連携の構築【担当部署：美化環境部・市民生活部・都市整備部】

生物多様性に取り組む市民活動団体や事業者への支援や情報交換できる機会や場所の設置など

　２）兵庫県や市民団体との既存事業の継続【担当部署：美化環境部・市民生活部・都市整備部】

兵庫県との連携による里山の保全 （北摂里山博物館）、 猪名川水系の美化環境の保全

不適切に生ゴミなどを出すと

カラスやネコなどが荒らすよう

になり、 生態系や景観に悪影

響を与えてしまいます。

？？
外来種について、 まずは正しい

情報を知ること、 そしてむやみ

に飼わない、 捨てない （逃が

さない）、 広げないの３原則を

守る必要があります。

地域の農産物を意識し、 消費

するようにします。 需要が増え

ることで、 豊かな農村の環境が

維持され、 生物多様性が確保

されます。

自宅の庭やベランダに、 樹木

や草花を植える時、 チョウや

鳥が訪れる種なども意識して

植えるようにします。
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推進体制と進行管理

◆進行管理計画

◆庁内担当部署との連携強化

◆体制、連携の強化などの検討

◆「生物多様性ふるさと川西戦略推進委員会」の設置

◆進行の管理システム

進行管理

推進体制
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