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はじめに 

 

昭和 40 年頃、春の田は多くのカエルが鳴き競い、赤紫色のレンゲソウの花

が絨毯を縁取るようにあぜに咲き乱れていました。田の周りでは、ホタルが

飛び交い、エビや魚を捕ったりする子どもたちの姿をよく見かけたものでし

た。それから半世紀、高度成長期を経て私たちの生活は豊かになり、姫路市

は播磨の中核都市として発展してきました。 

一方で、自然環境は明らかに姿を変え、気がつけば、不変で満ち溢れていた

はずの安全で美味しい水や空気を得るために、多くの人が浄水器や空気清浄

機を利用するようになっています。私たちにとって不可欠なこれらの水や空

気、食料、医薬品の原料などの多くは、多様な生物が共につながり、支え合

う自然環境の中で生産されています。これらの恩恵を安全で安心なものとし

て、私たちが利用していくためには、その生産基盤である自然環境を保全し、

その構成員である多様な生物とのつながりを維持していく必要があります。

そして、その環境の実現は、将来にわたり姫路市が発展を続けるための新た

な恩恵を私たちにもたらしてくれるはずです。本戦略は、それらの恩恵を理

解し、後世まで持続的に利用していくための取り組みです。 

この度、新たに策定した本戦略は、基本目標「多様な生きものと共生するま

ちをみんなの力で未来につなぐ」の実現を目指して、市民の皆さまと共に進

める方策を示したものです。この目標の達成には、市民の皆さまや地域、事

業所等のご協力が不可欠です。皆さまにおかれましては、それぞれの立場に

おいて、一層のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

最後に、本戦略の策定にあたり、ご審議を賜りました姫路市生物多様性地域

戦略検討会の委員のみなさま、貴重なご意見をお寄せ頂きました市民のみな

さまに心から感謝申し上げます。 

 

平成 28年（2016 年）3月  

姫路市長            
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