
1 北海道
知床世界自然遺産地域における生物
多様性保全事業

知床・海と森の生物多様性保全協議会
（北海道斜里町）

野生動植物保護管理対策
重要生物多様性地域対策

H20 ～ H22

2 宮城県
ラムサール条約湿地「蕪栗沼・周辺水
田」生物多様性保全事業

マガンの里づくり研究会
（宮城県大崎市）

野生動植物保護管理対策
重要生物多様性地域対策

H20 ～ H22

3 埼玉県 ムサシトミヨ保護事業
ムサシトミヨ保全推進協議会
（埼玉県熊谷市）

野生動植物保護管理対策 H20 ～ H21

4 千葉県
夷隅川流域における生物多様性保全
再生事業

夷隅川流域生物多様性保全協議会
（千葉県）

野生動植物保護管理対策
重要生物多様性地域対策

H20 ～ H22

5 石川県
いしかわの里山の生物多様性保全再
生事業

石川の里山生物多様性保全再生事業推
進協議会（石川県）

野生動植物保護管理対策
外来生物防除対策

H20 ～ H22

6 石川県 かが里山イヌワシの森再生事業
かがイヌワシの森再生協議会
（石川県加賀市）

野生動植物保護管理対策 H20 ～ H22

7 福井県
中池見における湿生希少野生動植物
の保全管理ならびに賢明な利活用推
進事業

中池見湿地生物多様性保全協議会
（福井県敦賀市）

野生動植物保護管理対策
重要生物多様性地域対策

H20 ～ H21

8 長野県 千曲市生物多様性保全事業
千曲市生物多様性保全協議会
（長野県千曲市）

野生動植物保護管理対策
外来生物防除対策

H20 ～ H22

9 長野県
富士見町アツモリソウの里環境保全事
業

富士見町アツモリソウ再生会議
（長野県富士見町）

野生動植物保護管理対策 H20 ～ H22

10 愛知県 東三河生物多様性保全事業 東三河自然環境ネット（愛知県）
野生動植物保護管理対策
重要生物多様性地域対策

H20 ～ H22

11 愛知県
名古屋ため池生き物いきいき計画事
業

名古屋ため池生物多様性保全協議会
（愛知県名古屋市）

外来生物防除対策 H20 ～ H22

12 滋賀県 東近江市ニホンジカ保護管理事業
東近江市野生動物保護管理対策協議会
（滋賀県東近江市）

野生動植物保護管理対策 H20 ～ H22

13 滋賀県
たかしま生物多様性保全推進支援事
業

たかしま獣害対策協議会（滋賀県高島
市）

野生動植物保護管理対策 H20 ～ H22

14 大阪府
ニッポンバラタナゴの保護を通じた八
尾市の生物多様性保全事業

環境アニメイティッドやお（大阪府八尾市）
野生動植物保護管理対策
外来生物防除対策
重要生物多様性地域対策

H20 ～ H21

15 兵庫県 ため池生物多様性保全計画
いなみ野ため池ミュージアム運営協議会
（兵庫県）

野生動植物保護管理対策
外来生物防除対策

H20 ～ H21

16 兵庫県 豊岡コウノトリ生息地保全対策事業
コウノトリ生息地保全協議会
（兵庫県豊岡市）

野生動植物保護管理対策 H20 ～ H22

17 広島県 アルゼンチンアリ防除モデル事業
アルゼンチンアリ対策広域行政協議会
（広島県）

外来生物防除対策 H20 ～ H22

18 鹿児島県屋久島生物多様性保全再生事業
屋久島生物多様性保全協議会
（鹿児島県屋久島町）

野生動植物保護管理対策
重要生物多様性地域対策

H20 ～ H22

19 沖縄県 南大東島生物多様性保全再生事業
南大東島生物多様性保全協議会
（沖縄県南大東村）

野生動植物保護管理対策
重要生物多様性地域対策

H20 ～ H22

20 北海道 阿寒湖のマリモ保護管理事業
阿寒湖のマリモ保全対策協議会
（北海道釧路市）

野生動植物保護管理対策
重要生物多様性地域対策

H21 ～ H23

21 新潟県 トキの餌場環境再生対策事業
朱鷺と暮らす郷づくり推進協議会
（新潟県佐渡市）

野生動植物保護管理対策 H21 ～ H23

22 愛知県 田原市アルゼンチンアリ対策事業
田原市アルゼンチンアリ対策協議会
（愛知県田原市）

外来生物防除対策 H21 ～ H23

23 京都府
京都北中部特定外来生物（アライグ
マ）防除対策事業

南丹・中丹地域生物多様性保全協議会
（京都府）

外来生物防除対策 H21 ～ H23

24 京都府
亀岡市アユモドキ生息環境保全回復
事業

亀岡市保津地域アユモドキ保全協議会
（京都府亀岡市）

野生動植物保護管理対策 H21 ～ H23

25 兵庫県 神戸カワバタモロコ保全推進事業
神戸カワバタモロコ保全推進協議会
（兵庫県神戸市）

野生動植物保護管理対策 H21 ～ H22

26 福岡県 今津干潟カブトガニ産卵場整備事業 今津干潟保全協議会（福岡県福岡市）
野生動植物保護管理対策
重要生物多様性地域対策

H21 ～ H23

27 北海道 北海道エゾシカ対策事業 北海道エゾシカネットワーク（北海道）
野生動植物保護管理対策
重要生物多様性地域対策

H22 ～ H24

28 福井県
陣ヶ岡丘陵地域生態系ネットワーク保
全・再生事業

陣ヶ岡丘陵地域生物多様性保全協議会
（福井県坂井市）

野生動植物保護管理対策
外来生物防除対策

H22 ～ H24

29 滋賀県 竹生島生物多様性保全推進事業
竹生島カワウ対策協議会（滋賀県長浜
市）

野生動植物保護管理対策 H22 ～ H24
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30 愛知県
都市部における生物多様性の保全と
外来生物対策

なごや生物多様性保全活動協議会
（愛知県名古屋市）

野生動植物保護管理対策
外来生物防除対策

H23 ～ H25

31 兵庫県
豊岡生物多様性・生態系サービス保全
推進モデル事業

コウノトリ生息地保全協議会
（兵庫県豊岡市）

野生動植物保護管理対策
重要生物多様性地域対策

H23 ～ H25

32 徳島県
徳島県美波町でのアカウミガメの保全
活動

ウミガメ保護対策協議会（徳島県美波町）
野生動植物保護管理対策
重要生物多様性地域対策

H23 ～ H25

33 鹿児島県屋久島生物多様性保全再生事業
屋久島生物多様性保全協議会
（鹿児島県屋久島町）

野生動植物保護管理対策
重要生物多様性地域対策

H23 ～ H24

34 沖縄県 竹富町クジャク防除対策事業
竹富町クジャク防除対策協議会
（沖縄県竹富町）

外来生物防除対策 H23 ～ H25

35 宮城県
市民と農民が取り組むシナイモツゴと
ゼニタナゴの保全事業

旧品井沼周辺ため池群自然再生協議会
（宮城県大崎市）

野生動植物保護管理対策
外来生物防除対策
重要生物多様性地域対策

H23 ～ H26

36 北海道 旭川市外来生物対策推進事業
旭川市生物多様性保全推進協議会
（北海道旭川市）

外来生物防除対策 H24 ～ H26

37 北海道 外来生物防除対策事業
然別湖生物多様性保全協議会
（北海道鹿追町）

外来生物防除対策 H24 ～ H26

38 北海道 標津町における生物多様性保全事業
標津アニマル・プロジェクト協議会
（北海道標津町）

野生動植物保護管理対策 H24

39 栃木県
多田羅沼自然環境保全地域生態系維
持回復事業

多田羅沼自然環境保全地域生態系維持
回復協議会（栃木県市貝町）

野生動植物保護管理対策
外来生物防除対策

H24

40 福井県 コウノトリが舞う里づくり推進事業
越前市コウノトリが舞う里づくり推進協議
会
（福井県越前市）

野生動植物保護管理対策
外来生物防除対策

H24 ～ H26

41 岐阜県 各務原市アルゼンチンアリ対策事業
各務原市アルゼンチンアリ対策協議会
（岐阜県各務原市）

外来生物防除対策 H24 ～ H26

42 京都府
京都広域特定外来生物（ほ乳類）防除
対策事業

アライグマ防除京都広域協議会（京都府） 外来生物防除対策 H24 ～ H26

43 広島県 ヒョウモンモドキの保護管理事業
ヒョウモンモドキ保全地域協議会
（広島県三原市）

野生動植物保護管理対策 H24 ～ H26

44 宮崎県
綾BR地域生物多様性調査及び地域戦
略策定事業

綾生物多様性協議会（宮崎県綾町）
野生動植物保護管理対策
外来生物防除対策
重要生物多様性地域対策

H24 ～ H26

45 福井県 三方五湖生物多様性保全事業
三方五湖生物多様性保全協議会（福井
県）

外来生物防除対策
重要生物多様性地域対策

H25 ～ H27

46 石川県 イカリモンハンミョウ保護対策事業
イカリモンハンミョウ保護対策協議会
（石川県）

野生動植物保護管理対策 H25 ～ H27

47 群馬県 群馬県尾瀬シカ対策事業
群馬県尾瀬地域生物多様性協議会
（群馬県）

野生動植物保護管理対策
重要生物多様性地域対策

H25 ～ H27

48 福島県 尾瀬のニホンジカ対策事業
南会津尾瀬ニホンジカ対策協議会
（福島県）

重要生物多様性地域対策 H25 ～ H27

49 新潟県 トキと暮らす島　環境再生対策事業
朱鷺と暮らす郷づくり推進協議会
（新潟県佐渡市）

野生動植物保護管理対策 H25 ～ H27

50 神奈川県
よこすか外来生物防除による生物多
様性保全推進事業

横須賀市外来生物防除協議会
（神奈川県横須賀市）

外来生物防除対策 H25 ～ H27

51 滋賀県 琵琶湖北部生物多様性保全推進事業
琵琶湖北部カワウ等対策事業推進協議
会
（滋賀県長浜市）

野生動植物保護管理対策 H25 ～ H27

52 京都府 アルゼンチンアリ防除対策事業
京都市伏見区アルゼンチンアリ防除対策
協議会（京都府）

外来生物防除対策 H25 ～ H27

53 熊本県 荒尾干潟自然環境調査事業
荒尾干潟保全・賢明利活用協議会
（熊本県荒尾市）

重要生物多様性地域対策 H25

54 長崎県 ツシマヤマネコ生息環境保全事業
対馬市生物多様性協議会（長崎県対馬
市）

野生動植物保護管理対策 H25 ～ H27

55 宮崎県 サンゴ群集保全推進支援事業
日南海岸サンゴ群集保全協議会（宮崎
県）

重要生物多様性地域対策 H25 ～ H27

56 北海道
洞爺湖ウチダザリガニ生息状況調査
及び捕獲事業

洞爺湖生物多様性保全協議会
（北海道洞爺湖町）

特定外来生物防除対策 H26 ～ H28

57 栃木県
ラムサール条約登録湿地「渡良瀬遊水
地」第２調節池及び周辺地域生物多様
性保全事業

ラムサール条約登録湿地「渡良瀬遊水
地」第２調節池及び周辺地域生物多様性
保全協議会（栃木県小山市）

特定外来生物防除対策
重要生物多様性保護地域保全再生

H26 ～ H28

58 栃木県
前日光県立自然公園井戸湿原生態系
維持回復事業

横根高原保全・活用協議会
（栃木県鹿沼市）

国内希少野生動植物等対策 H26
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59 長野県 霧ヶ峰生物多様性保全活動推進事業 霧ヶ峰草原再生協議会（長野県）
特定外来生物防除対策
重要生物多様性保護地域保全再生

H26 ～ H27

60 滋賀県 琵琶湖外来水生植物対策事業
琵琶湖外来水生植物対策協議会（滋賀
県）

国内希少野生動植物等対策
特定外来生物防除対策
重要生物多様性保護地域保全再生

H26 ～ H28

61 兵庫県 明石市ミシシッピアカミミガメ対策事業
明石市ミシシッピアカミミガメ対策協議会
（兵庫県明石市）

特定外来生物防除対策 H26 ～ H28

62 山口県
西中国山地ツキノワグマ地域個体群
保全調査事業

西中国山地ツキノワグマ保護管理対策協
議会（山口県）

国内希少野生動植物等対策 H26 ～ H27

63 福岡県 黄金川スイゼンジノリ保全事業
黄金川スイゼンジノリ保全協議会
（福岡県朝倉市）

国内希少野生動植物等対策 H26 ～ H28

64 北海道
特定外来種セイヨウオオマルハナバチ
駆除拡大事業

北海道セイヨウオオマルハナバチ対策推
進協議会（北海道生物多様性保全活動連
携支援センター）

特定外来生物防除対策 H27 ～ H28

65 北海道
協働取組による旭川地域の外来種対
策事業

旭川市生物多様性保全推進協議会
（北海道旭川市）

特定外来生物防除対策 H27 ～ H29

66 福井県
越前市豊かな水辺と生き物を守る里づ
くり事業

越前市コウノトリが舞う里づくり推進協議
会
（福井県越前市）

国内希少野生動植物等対策
特定外来生物防除対策

H27 ～ H29

67 兵庫県 上山高原生物多様性保全再生事業
上山高原エコミュージアム運営協議会
（兵庫県）

国内希少野生動植物等対策
重要生物多様性保護地域保全再生

H27 ～ H29

68 兵庫県 篠山市外来生物対策事業
農都ささやま外来生物対策協議会
（兵庫県篠山市）

特定外来生物防除対策 H27 ～ H29

69 広島県
ヒョウモンモドキの新生息環境の創出
と生息域外保全個体の定着事業

ヒョウモンモドキ保全地域協議会
（広島県三原市）

国内希少野生動植物等対策 H27 ～ H29

70 徳島県
徳島市津田海岸町からアルゼンチンア
リの根絶を目指す協働防除事業

徳島市津田アルゼンチンアリ対策協議会
（徳島県）

特定外来生物防除対策 H27 ～ H29

71 福井県 三方五湖生物多様性保全推進事業
三方五湖生物多様性保全協議会
（福井県）

特定外来生物防除対策
重要生物多様性保護地域保全再生

H28 ～ H30

72 福井県 北潟湖生物多様性保全推進事業
北潟湖の自然再生に関する協議会
（福井県あわら市）

国内希少野生動植物等対策
特定外来生物防除対策
重要生物多様性保護地域保全再生

H28 ～ H30

73 京都府
京都市伏見区アルゼンチンアリ根絶事
業

京都市伏見区アルゼンチンアリ根絶協議
会（京都府）

特定外来生物防除対策 H28 ～ H30

74 滋賀県
琵琶湖竹生島タブノキ林の保全・再生
事業

竹生島タブノキ林の保全・再生事業推進
協議会（滋賀県長浜市）

国内希少野生動植物等対策
特定外来生物防除対策
重要生物多様性保護地域保全再生

H28 ～ H29

75 広島県
芦田川水系スイゲンゼニタナゴ地域連
携保全事業

芦田川水系スイゲンゼニタナゴ保全地域
協議会（広島県福山市）

国内希少野生動植物等対策 H28 ～ H30

76 長崎県 外来種ツマアカスズメバチ駆除事業
対馬市生物多様性協議会（長崎県対馬
市）

特定外来生物防除対策 H28 ～ H30

77 熊本県
熊本県特定外来生物スパルティナ属
対策事業

熊本県特定外来生物スパルティナ属対策
協議会（熊本県）

特定外来生物防除対策 H28 ～ H30

78 宮崎県 サンゴ群集保全推進支援事業
日南海岸サンゴ群集保全協議会（宮崎
県）

重要生物多様性保護地域保全再生 H28 ～ H30

79 奈良県 飛鳥地域外来種駆除事業
生物多様性飛鳥地域保全活動推進協議
会
（橿原市昆虫館）

特定外来生物防除対策 H28 ～ H29

80 徳島県 鳴門・藍住アルゼンチンアリ対策事業
鳴門・藍住アルゼンチンアリ対策協議会
（徳島県）

特定外来生物防除対策 H28 ～ H29

81 山梨県 富士山北部生物多様性保全推進事業
富士山北部生物多様性保全協議会
（山梨県鳴沢村）

国内希少野生動植物等対策
重要生物多様性保護地域保全再生

H29 ～ H30

82 群馬県
尾瀬地域における生物多様性保全推
進のための情報整備事業

尾瀬総合学術調査推進協議会
（公益財団法人尾瀬保護財団）

国内希少野生動植物等対策
重要生物多様性保護地域保全再生

H29 ～ R1

83 栃木県
「渡良瀬遊水池第2調節地」外来種対
策・普及啓発・環境教育促進事業

「渡良瀬遊水地第2調節池」外来種対策・
普及啓発・環境教育促進協議会
（栃木県小山市）

特定外来生物防除対策
重要生物多様性保護地域保全再生

H29 ～ R1

84 富山県
立山地区生物多様性・環境保全推進
支援事業

立山黒部環境保全協議会（富山県立山
町）

重要生物多様性保護地域保全再生 H29 ～ H30

85 兵庫県
ハチ高原ウスイロヒョウモンモドキの保
全再生事業

高丸山ウスイロヒョウモンモドキ保全再生
協議会（兵庫県）

国内希少野生動植物等対策 H29 ～ R1

86 兵庫県 明石・神戸アカミミガメ対策事業
明石・神戸アカミミガメ対策協議会
（兵庫県明石市）

特定外来生物防除対策 H29 ～ R1

87 滋賀県 琵琶湖外来水生植物管理対策事業
琵琶湖外来水生植物対策協議会（滋賀
県）

国内希少野生動植物等対策
特定外来生物防除対策
重要生物多様性保護地域保全再生

H29 ～ R1
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88 佐賀県
肥前鹿島干潟アゲマキガイ生息調査
事業

鹿島市ラムサール条約推進協議会
（佐賀県鹿島市）

重要生物多様性保護地域保全再生 H29 ～ R1

89 北海道
「海鳥を取りまく自然環境の保全」と
「羽幌地域の産業振興」の両立に向け
た取組

羽幌地域生物多様性保全協議会
（北海道羽幌町）

重要生物多様性保護地域保全再生
広域連携生態系ネットワーク構築

H30 ～ R2

90 宮城県 奥松島地域生物多様性保全推進事業
奥松島生物多様性保全協議会
（宮城県東松島市）

特定外来生物防除対策 H30 ～ R1

91 群馬県
邑楽館林地域クビアカツヤカミキリ対
策事業

邑楽館林地域クビアカツヤカミキリ対策協
議会（群馬県館林市）

特定外来生物防除対策 H30 ～ R2

92 大阪府 能勢の里山活力創造推進事業
能勢の里山活力創造推進協議会
（大阪府能勢町）

広域連携生態系ネットワーク構築 H30 ～ R2

93 徳島県 徳島アルゼンチンアリ対策事業
徳島アルゼンチンアリ対策協議会（徳島
県）

特定外来生物防除対策 H30 ～ R2

94 愛媛県
石鎚山系における希少野生植物等保
全事業

愛媛県石鎚山系生物多様性保全推進協
議会（愛媛県）

重要生物多様性保護地域保全再生 H30 ～ R2

95 福岡県
福津市生物多様性地域戦略の実践事
業

ふくつ環境トラスト運営協議会
（福岡県福津市）

広域連携生態系ネットワーク構築 H30 ～ R1

96 北海道
北海道崕山固有キリギシソウの遺伝
的多型を守る生息域外保全事業

北海道大学北方生物圏フィールド科学セ
ンター

国内希少野生動植物種生息域外保
全

H30 ～ R2

97 富山県
南九州―琉球産国内希少野生動植物
種の生息域外保全

公益財団法人花と緑の銀行
（富山県中央植物園）

国内希少野生動植物種生息域外保
全

H30

98 大阪府
紀伊半島特産ホロテンナンショウと小
笠原固有種ハザクラキブシ保全

大阪府立花の文化園
国内希少野生動植物種生息域外保
全

H30 ～ R2

99 熊本県
熊本市動植物園におけるニホンイヌワ
シの生息域外保全事業

熊本市
国内希少野生動植物種生息域外保
全

H30 ～ R2

100 大阪府
南大東島に生育するダイトウサクラタ
デ及びアラゲタデの種子繁殖

大阪市立大学理学部附属植物園
国内希少野生動植物種生息域外保
全

H30 ～ R2

101 北海道
北海道に生息するタンチョウの保全活
動効率化対策

特定非営利活動法人タンチョウ保護研究
グループ

国内希少野生動植物種保全 H30 ～ R1

102 千葉県
国内希少野生動植物種シャープゲンゴ
ロウモドキおよびマルコガタノゲンゴロ
ウの生息状況解明および保全対策

千葉シャープゲンゴロウモドキ保全研究
会

国内希少野生動植物種保全 H30 ～ R1

103 福井県
越前市希少な水辺の生き物を守る人
づくり連携・協働事業

越前市コウノトリが舞う里づくり推進協議
会
（福井県越前市）

国内希少野生動植物種保全 H30 ～ R2

104 京都府
亀岡市アユモドキ分布状況調査・生息
地改善事業

京都府 国内希少野生動植物種保全 H30 ～ R2

105 広島県
ヒョウモンモドキ生息域外保全個体の
定着と野生復帰個体群の維持

ヒョウモンモドキ保全地域協議会
（広島県三原市)

国内希少野生動植物種保全 H30 ～ R2

106 鹿児島県
屋久島における国内希少野生植物種
の調査と保全計画の立案

屋久島照葉樹林ネットワーク 国内希少野生動植物種保全 H30 ～ R2

107 秋田県
秋田市大森山動物園におけるシマフク
ロウの生息域外保全事業

秋田市
国内希少野生動植物種生息域外保
全

H30 ～ R1

108 茨城県
繁殖条件未知種における生息域外保
全手法開発と実践適用

国立科学博物館筑波実験植物園
国内希少野生動植物種生息域外保
全

H30 ～ R2

109 富山県
富山市ファミリーパーク・ライチョウ保
全プロジェクト

公益財団法人富山市ファミリーパーク公
社

国内希少野生動植物種生息域外保
全

H30 ～ R2

110 熊本県
九州島の絶滅危惧シダ植物の生育域
外保全

熊本大学薬学部附属薬用資源エコフロン
ティアセンター

国内希少野生動植物種生息域外保
全

H30 ～ R1

111 岐阜県
希少な生き物・郷土の宝イタセンパラを
守る地域・人づくり連携事業

羽島市 国内希少野生動植物種保全 H30 ～ R2

112 岡山県
フサヒゲルリカミキリの住み続ける草原
の生息環境保全事業

岡山県真庭市 国内希少野生動植物種保全 H30 ～ R2

113 熊本県 熊本県山鹿市のヒュウガシケシダ保全
熊本大学薬学部附属薬用資源エコフロン
ティアセンター

国内希少野生動植物種保全 H30

114 熊本県
阿蘇地域におけるハナシノブ生息再生
による生物多様性保全推進事業

認定NPO法人　阿蘇花野協会 国内希少野生動植物種保全 H30 ～ R2

115 群馬県
みなかみBR生物多様性調査並びに保
全計画策定及び実施事業

みなかみBR生物多様性保全推進協議会
（群馬県みなかみ町）

重要生物多様性保護地域保全再生 R1 ～ R3

116 福井県 北潟湖生物多様性保全推進事業
北潟湖自然再生協議会
（福井県あわら市）

特定外来生物防除対策
重要生物多様性保護地域保全再生
国内希少野生動植物種保全

R1 ～ R2
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117 福井県 三方五湖生物多様性保全推進事業
三方五湖生物多様性保全協議会
（福井県）

特定外来生物防除対策
重要生物多様性保護地域保全再生

R1 ～ R3

118 愛知県
堀川特定外来生物スパルティナ属対
策事業

碧南市 特定外来生物防除対策 R1

119 兵庫県 外来生物早期発見対策事業
兵庫県外来生物対策協議会
（兵庫県）

特定外来生物防除対策 R1 ～ R3

120 和歌山県鳥ノ巣半島生物多様性保全推進事業
鳥ノ巣半島生物多様性保全推進協議会
（和歌山県）

重要生物多様性保護地域保全再生 R1 ～ R3

121 島根県
出雲・雲南地域広域連携生態系ネット
ワーク推進事業

出雲・雲南地域広域連携生態系ネット
ワーク推進協議会（島根県雲南市）

広域連携生態系ネットワーク構築 R1 ～ R3

122 長崎県
特定外来生物ツマアカスズメバチ化学
的防除事業

対馬市生物多様性協議会
（長崎県対馬市）

特定外来生物防除対策 R1 ～ R3

123 熊本県
熊本県特定外来生物スパルティナ属
対策事業

熊本県特定外来生物スパルティナ属対策
協議会（熊本県）

特定外来生物防除対策 R1 ～ R3

124 宮崎県
宮崎県特定外来生物（ハイイロゴケグ
モ）防除対策事業

宮崎県 特定外来生物防除対策 R1 ～ R2

125 沖縄県 名蔵アンパル保全・利活用推進事業
名蔵アンパル保全・利活用推進協議会
（沖縄県石垣市）

重要生物多様性保護地域保全再生 R1 ～ R2

126 北海道

北海道等のカラフトグワイの遺伝的多
様性を守る生息域外保全事業　：開
花・種子発芽条件の解明と増殖法の開
発、及び、隔離された遺存集団の遺伝
的多型・分化の保全

北海道大学北方生物圏フィールド科学セ
ンター植物園

国内希少野生動植物種生息域外保
全

R1 ～ R3

127 北海道 タンチョウ飼育繁殖環境改善事業
釧路市教育委員会
(釧路市動物園）

国内希少野生動植物種生息域外保
全

R1

128 兵庫県
オガサワラハンミョウ生息域外保全事
業

公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団
国内希少野生動植物種生息域外保
全

R1 ～ R3

129 山形県
鳥海山周辺湖沼群におけるコシノハゼ
等の絶滅危惧種の保全

山形県希少野生動物調査会 国内希少野生動植物種保全 R1 ～ R3

130 静岡県
桶ケ谷沼におけるベッコウトンボ等の
生息環境改善事業及び環境状況調査

桶ケ谷沼管理運営委員会 国内希少野生動植物種保全 R1 ～ R3

131 石川県
珠洲市の里山における生物多様性の
持続的保全に向けた現状調査と体制
構築

珠洲市 国内希少野生動植物種保全 R1 ～ R3

132

京都
府、徳
島県、
福井県

コウノトリの全国への生息地拡大に向
けた京都府京丹後市、徳島県鳴門市、
及び福井県越前市・坂井市における新
繁殖地形成モデル事業

コウノトリの個体群管理に関する機関・施
設間パネル（IPPM-OWS）

国内希少野生動植物種保全 R1 ～ R3

133 岡山県
蒜山高原におけるフサヒゲルリカミキリ
の保全事業

特定非営利活動法人　日本チョウ類保全
協会

国内希少野生動植物種保全 R1 ～ R3

134 沖縄県

ミヤコカナヘビの保全に向けた基礎調
査と地域連携型活動体制の構築およ
び宮古島モデルの他の諸島地域への
波及

公益財団法人　世界自然保護基金ジャパ
ン（ＷＷＦジャパン）宮古島保全プロジェク
ト

国内希少野生動植物種保全 R1 ～ R2

135 栃木県
栃木県那珂川流域アメリカミンク生息
状況調査事業

栃木県
特定外来生物早期防除計画策定事
業

R1

136 大阪府
大阪府クビアカツヤカミキリ防除対策
推進事業

大阪府
特定外来生物早期防除計画策定事
業

R1

137 茨城県
牛久沼に生息するアカミミガメ除去事
業

牛久沼流域水質浄化対策協議会
（茨城県龍ケ崎市）

重要生物多様性保護地域保全再生 R1 ～ R3

138 富山県
立山地域特定外来生物早期防除計画
策定事業

立山黒部環境保全協議会
（富山県立山町）

特定外来生物防除対策 R1

139 宮崎県 サンゴ群集保全推進支援事業
日南海岸サンゴ群集保全協議会
（宮崎県）

重要生物多様性保護地域保全再生 R1 ～ R2

140 群馬県
館林市教育施設クビアカツヤカミキリ
対策事業

館林市 特定外来生物防除対策 R1 ～ R2

141 熊本県
熊本市動植物園におけるトサシミズサ
ンショウウオの生息域外保全事業

熊本市
国内希少野生動植物種生息域外保
全

R1 ～ R2

142 東京都
ツシマウラボシシジミ・フサヒゲルリカミ
キリ生息域外保全事業

体験型いきものパークマネジメント
(足立区生物園)

国内希少野生動植物種生息域外保
全

R1 ～ R3

143 沖縄県
沖縄県内に生育する国内希少野生動
植物種の生息域外保全

一般財団法人沖縄美ら島財団
国内希少野生動植物種生息域外保
全

R1 ～ R3

144 沖縄県
ヤンバルクイナ保護増殖事業計画に
基づくヤンバルクイナの分散飼育及び
普及啓発

公益財団法人沖縄こどもの国
国内希少野生動植物種生息域外保
全

R1 ～ R3

145 沖縄県
生息域外保全・生態展示を視野に入
れたキクザトサワヘビの飼育技術の開
発

ＮＰＯ法人久米島ホタルの会
国内希少野生動植物種生息域外保
全

R1
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146 京都府
亀岡市域産アユモドキ保全のための
外来魚防除事業

特定非営利活動法人　亀岡　人と自然の
ネットワーク

国内希少野生動植物種保全 R1

147 北海道 洞爺湖生物多様性保全推進事業
洞爺湖生物多様性保全協議会
（北海道壮瞥町）

特定外来生物防除対策 R2 ～ R4

148 宮城県
外来種防除による旧品井沼周辺ため
池群の自然再生

旧品井沼周辺ため池群自然再生協議会 特定外来生物防除対策 R2 ～ R4

149 福島県 堀川水域ウチダザリガニ防除事業 西郷村 特定外来生物防除対策 R2 ～ R4

150 栃木県
足利市クビアカツヤカミキリ防除対策
事業

足利市 特定外来生物防除対策 R2 ～ R4

151 東京都 外来種の積極的防除事業 青梅市 特定外来生物防除対策 R2 ～ R4

152 静岡県
浜松市クリハラリス分布拡大防止及び
低密度化事業

浜松市 特定外来生物防除対策 R2 ～ R4

153 滋賀県 琵琶湖地域沿岸植生回復・復元事業
琵琶湖外来水生植物対策協議会
（滋賀県）

特定外来生物防除対策
重要生物多様性保護地域保全再生

R2 ～ R4

154 大阪府

大阪狭山市クビアカツヤカミキリ対策
事業
～市の木「さくら」を守り、大阪府南河
内地域の生物多様性の保全へ～

大阪狭山市 特定外来生物防除対策 R2 ～ R3

155 大阪府
河内長野市クビアカツヤカミキリ対策
事業～市民・事業者と共に～

河内長野市 特定外来生物防除対策 R2 ～ R3

156 兵庫県
明石・神戸アカミミガメ等外来種対策に
よる自然環境保全事業

明石・神戸アカミミガメ対策協議会
（兵庫県明石市）

特定外来生物防除対策 R2 ～ R4

157 岡山県 蒜山自然再生協議会設立事業
蒜山自然再生協議会設立準備会
（岡山県真庭市）

広域連携生態系ネットワーク構築 R2 ～ R3

158

兵庫県
鹿児島

県
沖縄県

マルバネクワガタ類の生息域外保全事
業

公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団
（伊丹市昆虫館）

国内希少野生動植物種生息域外保
全

R2 ～ R4

159 栃木県 栃木県ミヤコタナゴ生息地保全事業 栃木県 国内希少野生動植物種保全 R2 ～ R4

160 千葉県
千葉県のトウキョウサンショウウオの
分布と保全・啓発活動

千葉県野生生物研究会 国内希少野生動植物種保全 R2 ～ R4

161
千葉県
沖縄県

ヤンバルクイナの野生個体と野生復帰
個体との比較、生息環境改善

公益財団法人　山階鳥類研究所 国内希少野生動植物種保全 R2 ～ R4

162
神奈川

県

三浦半島におけるトウキョウサンショウ
ウオの最小存続可能性個体数の担保
性向上を目的としたボトムアップ事業

NPO法人三浦半島生物多様性保全 国内希少野生動植物種保全 R2

163 福井県
ヤシャゲンゴロウを保全・普及啓発す
る地域・人づくり連携事業

南越前町 国内希少野生動植物種保全 R2 ～ R3

164 奈良県
奈良県川上村のゴイシツバメシジミ生
息地保全事業

特定非営利活動法人　やまと自然と虫の
会

国内希少野生動植物種保全 R2 ～ R3

165 岡山県
岡山県と広島県に分布する国内希少
野生動植物種スイゲンゼニタナゴの生
息状況解明および生息環境改善

岡山大学 国内希少野生動植物種保全 R2 ～ R4

166
長崎県
兵庫県

兵庫県における休耕田を利用したタガ
メの保全活動

長崎大学 国内希少野生動植物種保全 R2 ～ R4

167 鹿児島県
奄美世界自然遺産核心地域調査・保
全事業

鹿児島県 国内希少野生動植物種保全 R2 ～ R4

168 栃木県
栃木県クビアカツヤカミキリ対策初動
体制整備事業

栃木県 特定外来生物早期防除計画策定 R2

169 奈良県
奈良県クビアカツヤカミキリ早期防除
計画策定事業

奈良県 特定外来生物早期防除計画策定 R2

170 和歌山県
友ヶ島におけるタイワンジカ交雑種防
除計画策定事業

和歌山県 特定外来生物早期防除計画策定 R2

171 沖縄県
名護市におけるツルヒヨドリ防除実施
計画策定事業

沖縄県名護市 特定外来生物早期防除計画策定 R2

172 北海道 春採湖ウチダザリガニ捕獲事業 釧路市 特定外来生物防除対策 R3 ～ R4

173 栃木県
栃木県クビアカツヤカミキリ被害拡大
防止事業

栃木県 特定外来生物防除対策 R3 ～ R4

174 栃木県 栃木市クビアカツヤカミキリ防除計画 栃木市 特定外来生物防除対策 R3 ～ R4
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175 群馬県 前橋市クビアカツヤカミキリ対策事業 前橋市 特定外来生物防除対策 R3 ～ R4

176 群馬県
邑楽館林地域クビアカツヤカミキリ対
策支援事業

邑楽館林地域クビアカツヤカミキリ対策協
議会
（群馬県館林市）

特定外来生物防除対策 R3 ～ R4

177 千葉県
手賀沼流域ナガエツルノゲイトウ等外
来水生植物対策事業

千葉県 特定外来生物防除対策 R3

178 東京都 福生市特定外来生物防除事業 福生市 特定外来生物防除対策 R3 ～ R4

179 神奈川県川崎市外来生物防除事業 川崎市 特定外来生物防除対策 R3 ～ R4

180 福井県 北潟湖自然再生事業
北潟湖自然再生協議会
（福井県あわら市）

特定外来生物防除対策
重要生物多様性保護地域保全再生

R3 ～ R4

181 京都府
京都府生物多様性センター機能整備
事業

京都府 地域民間連携促進活動 R3 ～ R4

182 大阪府
松原市クビアカツヤカミキリ防除対策
事業～日本の象徴「さくら」を守る～ 松原市 特定外来生物防除対策 R3 ～ R4

183 大阪府 能勢の里山活力創造推進事業
能勢の里山活力創造推進協議会
（大阪府能勢町）

広域連携生態系ネットワーク構築 R3

184 奈良県
奈良県クビアカツヤカミキリ防除推進
事業～GIS活用による予測・警戒強
化、予防技術検証～

奈良県 特定外来生物防除対策 R3 ～ R4

185 和歌山県
友ヶ島におけるタイワンジカ交雑種防
除対策事業

和歌山県 特定外来生物防除対策 R3 ～ R4

186 広島県
廿日市市アルゼンチンアリ分布状況調
査事業

廿日市市 特定外来生物防除対策 R3 ～ R4

187 鹿児島県
出水ツル越冬地の持続可能な自然環
境の保全と地域との共生に向けた取
組

出水ツル越冬地生物多様性協議会
（鹿児島県出水市）

重要生物多様性保護地域保全再生 R3 ～ R4

188 兵庫県
東播磨地域ナガエツルノゲイトウ・バス
ターズによる自然回復

いなみ野ため池ミュージアム運営協議会
（兵庫県）

特定外来生物早期防除計画策定 R3

189 宮崎県
日向市スウィンホーキノボリトカゲ防除
計画策定事業

日向市 特定外来生物早期防除計画策定 R3 ～ R4

190 沖縄県
名護市屋我地島におけるマングース防
除実施計画策定業務

名護市 特定外来生物早期防除計画策定 R3

191 福島県 フチトリゲンゴロウ生息域外保全事業
公益財団法人ふくしま海洋科学館
（アクアマリンいなわしろカワセミ水族館）

国内希少野生動植物種生息域外保
全

R3 ～ R5

192 茨城県
繁殖特性に基づく国内希少種の生息
域外保全手法開発

国立科学博物館筑波実験植物園
国内希少野生動植物種生息域外保
全

R3 ～ R5

193 東京都
父島における国内希少野生植物３種
の生息域外保全事業

特定非営利活動法人小笠原野生生物研
究会
（森林総合研究所 清瀬樹木園）

国内希少野生動植物種生息域外保
全

R3 ～ R5

194 新潟県
新潟県産コシノハゼ生息域外保全事
業

公益財団法人新潟市海洋河川文化財団
（新潟市水族館マリンピア日本海 ）

国内希少野生動植物種生息域外保
全

R3 ～ R5

195 富山県
暖温帯・亜熱帯産国内希少野生動植
物種の生息域外保全

公益財団法人花と緑の銀行
（富山県中央植物園）

国内希少野生動植物種生息域外保
全

R3 ～ R5

196 長野県
中央アルプス野生ライチョウ家族受け
入れ事業

一般社団法人長野市開発公社
（長野市茶臼山動物園）

国内希少野生動植物種生息域外保
全

R3 ～ R5

197 大阪府
紀伊半島特産ジュロウカンアオイとホ
ロテンナンショウ保全

大阪府立花の文化園
国内希少野生動植物種生息域外保
全

R3 ～ R4

198 高知県 キリシマイワヘゴ保全増殖事業
公益財団法人高知県牧野記念財団
（高知県立牧野植物園）

国内希少野生動植物種生息域外保全 R3 ～ R5

199 熊本県
アマクサミツバツツジの生育域外保全
事業

熊本大学薬学部薬用植物園 国内希少野生動植物種生息域外保全 R3 ～ R5

200 沖縄県
沖縄県内に生育するキバナシュスラ
ン、コウシュンシュスラン、ナンバンカモ
メランの生息域外保全

一般財団法人沖縄美ら島財団 国内希少野生動植物種生息域外保全 R3 ～ R5

201 埼玉県
鴻巣市におけるコウノトリの採餌環境
調査と保全計画の立案事業

鴻巣市 国内希少野生動植物種保全 R3 ～ R5

202 千葉県 千葉県ミヤコタナゴ保全推進事業 千葉県 国内希少野生動植物種保全 R3 ～ R5

203 長野県
ヤツガタケキンポウゲ生息域内保全事
業

長野県環境保全研究所 国内希少野生動植物種保全 R3 ～ R5



生物多様性保全推進支援事業　実施箇所一覧

No.
事業実施期間
（予定を含む）

事業名 該当する要件
交付対象事業者

（事務局、施設名）
都道府

県

204 福岡県
“チーム北九州”による九州で唯一の
チュウヒ繁殖地の生態系保全のため
の地域共創

特定非営利活動法人
北九州ビオトープ・ネットワーク研究会

国内希少野生動植物種保全 R3 ～ R5

205 宮崎県
キリシマイワヘゴ及び自生地周辺の自
然保護事業

都城市 国内希少野生動植物種保全 R3 ～ R5

206 鹿児島県
屋久島における国内希少野生植物種
の調査と保全、及び低地照葉樹林保
護指定のための政策提案

屋久島照葉樹林ネットワーク 国内希少野生動植物種保全 R3 ～ R4

207 栃木県
前日光県立自然公園井戸湿原生態系
維持回復事業 （里山未来拠点型）

横根高原保全・活用協議会
（栃木県鹿沼市）

里山未来拠点形成支援事業 R3 ～ R4

208 佐賀県
グリーンインフラを活用した森里川海
干潟でつながる多良岳⇒有明海のワ
イズユース

肥前鹿島里山未来拠点協議会
（佐賀県鹿島市）

里山未来拠点形成支援事業 R3 ～ R4

209 長崎県
三井楽ふるさと景観の椿林・円畑・スケ
アン再生で地産品ブランド化

五島里海里山未来拠点協議会
（ＮＰＯ法人カメリア五島）

里山未来拠点形成支援事業 R3 ～ R4

210 長崎県
玉之浦地区の生物多様性維持につな
げるインタープリター育成

玉之浦町未来拠点協議会
（長崎県五島市）

里山未来拠点形成支援事業 R3 ～ R4

211 千葉県 きさらづ里山里海プロジェクト
きさらづ里山里海未来拠点形成推進協議
会（一般社団法人木更津市観光協会）

里山未来拠点形成支援事業 R3 ～ R4

212 京都府
京都市北部山間地域チマキザサ再生
事業

チマキザサ再生委員会
（京都市左京区）

里山未来拠点形成支援事業 R3 ～ R4

213 兵庫県
コウノトリ舞う豊岡の豊かな里地里山
を次世代に遺す「自然の中での育ち」

豊岡里地里山・人・未来協議会
（兵庫県豊岡市）

里山未来拠点形成支援事業 R3 ～ R4

214 千葉県
鴨川におけるオオバナミズキンバイの
駆除対策事業

京都府 特定外来生物防除対策 R3 ～ R4

215 京都府
白河市表郷地区ビャッコイ保全推進の
ための調査事業

国立大学法人福島大学 国内希少野生動植物種保全 R3

216 兵庫県 但馬イヌワシ・エイドプロジェクト
上山高原エコミュージアム運営協議会
（兵庫県）

国内希少野生動植物種保全 R3 ～ R5

217 北海道
知床ヒグマ問題個体化予防「緩衝地帯
創出」生態系保全事業

羅臼町地域生物多様性協議会
（北海道羅臼町）

重要生物多様性保護地域保全再生 R4

218 群馬県
みなかみBRの生物多様性保全上重要
な里地里山における実効性ある保全
手法の開発

みなかみBR-OECM登録検討協議会
（群馬県みなかみ町）

重要生物多様性保護地域保全再生 R4 ～ R5

219 千葉県
手賀沼・印旛沼流域ナガエツルノゲイト
ウ等外来水生植物対策事業

千葉県 特定外来生物防除対策 R4 ～ R5

220 千葉県 外来水生植物再繁茂監視・駆除事業
手賀沼水環境保全協議会
（千葉県）

特定外来生物防除対策 R4 ～ R5

221 東京都
外来生物駆除及び生物現況調査委託
（有栖川宮記念公園池）

港区 特定外来生物防除対策 R4 ～ R5

222 静岡県
清水区セアカゴケグモ・アルゼンチンア
リ防除推進事業

静岡市 特定外来生物防除対策 R4 ～ R5

223 三重県 大台町生物多様性保全推進事業
大台町生物多様性協議会
（NPO法人大杉谷自然学校）

重要生物多様性保護地域保全再生 R4 ～ R5

224 兵庫県
兵庫県の地域性に応じた外来生物防
除推進事業

兵庫県外来生物対策協議会
（兵庫県）

特定外来生物防除対策 R4 ～ R5

225 山口県 光市アルゼンチンアリ対策事業
光市アルゼンチンアリ対策協議会
（山口県光市）

特定外来生物防除対策 R4 ～ R5

226 徳島県 徳島アルゼンチンアリ広域対策事業
徳島アルゼンチンアリ対策協議会
（徳島県）

特定外来生物防除対策 R4 ～ R5

227 長崎県
対馬地域ツマアカスズメバチ巣探索技
術開発事業

対馬市生物多様性協議会
（長崎県対馬市）

特定外来生物防除対策 R4 ～ R5

228 熊本県
熊本県特定外来生物スパルティナ属
対策事業

熊本県特定外来生物スパルティナ属対策
協議会（熊本県）

特定外来生物防除対策 R4 ～ R5

229 鹿児島県
志布志市生物多様性センター整備事
業

志布志市 地域民間連携促進活動 R4 ～ R5

230 沖縄県
名護市屋我地島におけるマングース防
除事業

沖縄県名護市 特定外来生物防除対策 R4 ～ R5

231 栃木県 栃木県クリハラリス生息状況調査事業 栃木県 特定外来生物早期防除対策 R4

232 新潟県
新潟県アライグマ防除実施計画策定
事業

新潟県 特定外来生物早期防除対策 R4

233 兵庫県
伊丹市アルゼンチンアリ防除計画策定
事業

伊丹市 特定外来生物早期防除対策 R4

234 北海道
北海道固有の石灰岩植物シリベシナ
ズナの遺伝的多様性を守る生息域外
保全事業

国立大学法人北海道大学
北方生物圏フィールド科学センター 国内希少野生動植物種生息域外保全 R4 ～ R6



生物多様性保全推進支援事業　実施箇所一覧

No.
事業実施期間
（予定を含む）

事業名 該当する要件
交付対象事業者

（事務局、施設名）
都道府

県

235 栃木県
那須どうぶつ王国・ライチョウ野生復帰
事業

那須高原リゾート開発株式会社
（那須どうぶつ王国）

国内希少野生動植物種生息域外保全 R4 ～ R6

236 長野県
白馬五竜高山植物園を活用した絶滅
危惧種の域外保全

株式会社五竜
（白馬五竜高山植物園）

国内希少野生動植物種生息域外保全 R4 ～ R6

237 愛知県
ライチョウ野生復帰に必要な腸内細菌
維持等技術開発

学校法人中部大学 国内希少野生動植物種生息域外保全 R4 ～ R6

238 大阪府
ツシマウラボシシジミ飼育技術向上事
業

環境科学大阪株式会社
（大阪府営箕面公園昆虫館）

国内希少野生動植物種生息域外保全 R4 ～ R6

239 兵庫県
オガサワラハンミョウ・フサヒゲルリカミ
キリ生息域外保全事業

公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団
（伊丹市昆虫館）

国内希少野生動植物種生息域外保全 R4 ～ R6

240 北海道
鶴居村タンチョウと共生するむらづくり
推進事業

鶴居村 国内希少野生動植物種保全 R4 ～ R6

241 北海道
北海道十勝地域タンチョウ越冬地分散
推進事業

一般社団法人タンチョウ研究所 国内希少野生動植物種保全 R4 ～ R6

242 北海道
-アカモズの郷-いしかり希少種保全事
業

石狩市 国内希少野生動植物種保全 R4 ～ R6

243 東京都

北海道十勝地方および釧路地方にお
けるアサマシジミ北海道亜種および岡
山県真庭市におけるウスイロヒョウモ
ンモドキの保全

特定非営利活動法人　日本チョウ類保全
協会

国内希少野生動植物種保全 R4 ～ R6

244 山梨県 三ッ峠アツモリソウ植生保護調査事業 山梨県 国内希少野生動植物種保全 R4

245 島根県 トキ生息適地候補調査事業 出雲市 国内希少野生動植物種保全 R4 ～ R5

246 青森県
白神山地サスティナブル・ツーリズムの
創発

鰺ヶ沢白神グリーンツーリズム推進協議
会
（白神自然学校一ツ森校）

里山未来拠点形成支援事業 R4 ～ R5

247 福井県 三方五湖の持続可能な地域づくり事業
三方五湖生物多様性保全協議会
（福井県）

里山未来拠点形成支援事業 R4 ～ R5

248 京都府
京北地域における里山の持続可能な
生物多様性保全推進事業

京都里山SDGｓラボ運営協議会
（京都里山ＳＤＧｓラボ）

里山未来拠点形成支援事業 R4 ～ R5

249 大阪府 地域自然資源開発センター設立事業
能勢の里山活力創造推進協議会
（大阪府能勢町）

里山未来拠点形成支援事業 R4 ～ R5

250 和歌山県鳥ノ巣半島生物多様性保全推進事業
鳥ノ巣半島生物多様性保全推進協議会
（和歌山県）

里山未来拠点形成支援事業 R4 ～ R5


