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　今年も、全国各地で繰り返し豪雨に襲われています。
　こうした豪雨等による山腹崩壊等の災害の脅威は、
以前にも増して大きくなっているのではないでしょ
うか。
　兵庫県は、平成16年の一連の台風等による災害
を契機に、平成18年度から2期にわたり「災害に強
い森づくり」に取り組んできました。
　これまでの取り組みにより、森林からの土砂流出
量の減少、流木・土石流の災害の軽減、野生動物に
よる農作物被害の減少など、高い事業効果が実証さ
れています。
　また、平成26年8月豪雨では、丹波地域において
谷上流部の急峻な斜面崩壊に起因した流木・土石流
災害が発生したほか、六甲山系では表層崩壊が多発
しました。
　これらの課題にも対応するため、今年度から第3
期の「災害に強い森づくり」に引き続き取り組んで
います。
　森林は、土砂流出・崩壊防止機能、水源かん養機
能、地球温暖化防止、健康づくりなど多くの公益的
機能があり、兵庫県では、森林を県民共通の財産と
位置づけて、平成14年度から「新ひょうごの森づ
くり」を推進し、間伐の推進や里山林の再生事業並
びに森林ボランティアの育成等に取り組んでいます。

　当協会でも県とともに、地域住民、NPO法人、
ボランティア団体が行う森づくり活動への支援を実
施しています。
　特に、「緑の募金」には毎年多くの県民の皆様か
らご協力をいただいておりますが、この募金を活用
し、「森と緑とのふれあい支援事業」として“森林
ボランティア活動への支援”、“緑の少年団の育成”、
“ふるさとの巨樹の保存”、に取り組んでいます。
　さらに、里山林等の保全管理や森林資源を利活用
する体制を整備するため、国の「森林・山村多面的
機能発揮対策交付金」を活用した“森づくり活動等
への支援”や、企業が社会貢献の一環として行う
“企業の森づくりへの支援”も進めています。
　当協会ではこれからもこのような活動への支援に
ついて積極的に取り組んでまいりますので、県民の
皆様には「緑の募金」へのご理解、ご協力につきま
して、今後ともよろしくお願いいたします。
　こうした森づくり活動をさらに普及し、一層広げ
ていく催しとして、毎年「ひょうご森のまつり」を
開催しています。今年は11月6日に、洲本市小路谷、
「三熊山洲本城跡周辺」において県、洲本市ととも
に開催します。ぜひ、多くの方々がご来場ください
ますよう、心からお待ちしております。

公益社団法人　兵庫県緑化推進協会　　　
理事長　秋山　和裕（兵庫県環境部長）

虹技（株）による企業の森づくり「虹の森」（姫路市ゆめさきの森公園）森開き（平成28年4月22日）
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虹　の　森虹　の　森虹　の　森

「ひょうご森のまつり２０１６」のご案内「ひょうご森のまつり２０１６」のご案内

○日　　時：平成28年11月6日（日）10:00～15:00
○場　　所：洲本市小路谷「三熊山洲本城跡周辺」
○式　　典：表彰、森林ボランティア活動報告、緑の少年団宣誓、記念植樹　ほか
○ステージ：森の音楽会、洲本高校生徒によるダンス演技、和太鼓、武者行列など
○イベント：緑化作品コンクール展示、県産木材製品の展示、企業の森づくり活動や災害に強い

森づくりの紹介、木工クラフト（バードコールやシカ角アクセサリーづくりなど）、
地元特産品の販売　ほか

※事前申込：里山整備体験への参加は事前に申し込みが必要です。
　申 込 先：兵庫県豊かな森づくり課　℡078-362-3613　井上　哲

　森や緑は、生命の源である水や空気の浄化・供給などに欠かせない「県民共通の財産」です。
　県民総参加の森づくりをめざし、「山と海、史跡とともに森づくり～御食国の淡路島で自然と
歴史を感じよう」をテーマに開催する「ひょうご森のまつり2016」にぜひご参加いただき、瀬
戸内海の大海原を望む洲本城跡地の会場で森に親しみ、森を育てる大切さを体感してください。

タケノコ狩り

竹林コンサート

　虹技株式会社は、拠点となる本社及び工場を姫路市に置き、工業用の大型鋳物製品等の製造・
販売を主に行っていますが、製造工程で生じる廃棄物のリサイクルや環境装置製造及び太陽光発
電事業の取り組みなど環境関連設備の設計・製造により、社会環境・地球環境との調和を目指し
て環境貢献にも積極的に配慮した取り組みを行ってきました。
　同社は、このたび新たに「県立ゆめさきの森公園」内で「企業の森づくり活動」をスタートし、
整備活動のエリアを「虹の森」と命名し、下記事項に重点的に取り組んでいます。
（1）工場上流の水源を守り、森の再生による温室効果ガスの吸収と人と自然の共生の森づくり
（2）多数の社員の参加のもと、社員間交流と社員の環境意識の向上を図る
（3）公園等が開催する地域交流イベントへの積極的な参画と交流を通じた地域活性化への貢献

著／代表：小林弘子

「かぐや姫・竹林コンサート実行委員会」のご紹介「かぐや姫・竹林コンサート実行委員会」のご紹介「かぐや姫・竹林コンサート実行委員会」のご紹介森林ボランティア森林ボランティア森林ボランティア

竹林に響く音楽で心の豊かさを
　冬の空気の澄んだ日、竹同士がぶつかり合うカ
ーンと響くその音は別世界で宇宙と地球と自分が
一体になったような不思議な気持ちになります。
竹林に囲まれた時の凛とした空気、風、日射し、
悠久の時の流れを体感すると心の安らぎが得られ
ます。
　この気持ちを独り占めするのはもったいない、
もっと多くの方々に体感して頂きたいと有志数人
で始めた竹林コンサートですが、洲本市の「元気
基金」や国の「森林・山村多面的機能発揮対策事
業」の助成を受け、会員や地域の方々の協力も得
て竹林、森林、里山整備を毎年年間を通じて行う
事で　とてもきれいに整えられた竹林会場でのコ
ンサート開催は今年で9年目となります。昨年度
には（公社）兵庫県緑化推進協会より「ひょうご
森づくり活動賞」を受賞しました。コンサート会
場へ続く森林のふかふかの落ち葉の小道を踏みし
め、小鳥のさえずり、笹の葉揺れる音など　自然
と対話しながら聴くコンサートはわずか2時間ば
かりですが出演者、観客、スタッフ一同　現代の
ストレス社会とかけ離れた別世界の空間に身を置
いた感がいたします。森林浴や竹林浴効果は近年
科学的に研究され健康増進や免疫向上やリラクゼ
ーションに効果があることが実証されています。
それは4つの森の力が関与しているといわれてい
ます。

1つ目は　森林、竹林の植物、樹木がそれぞれ発
散している香り（フィトンチッド）が充満してい
る事です。そのフィトンチッドは抗菌、消臭、防
虫、自律神経の安定、快適な睡眠などの効果があ
ります。　

2つ目は　森林の緑色で　緑色は暖色でも寒色で
もない中間色ですので安定や調和を表し、安心感
を与える心理的効果、また感情をなぐさめる効果
があります。

3つ目は　完全に規則的でもなく完全にランダム
でもない1/ｆのゆらぎというものです。
　体のリズムと同じ1/ｆのゆらぎに触れると人
は同調し、心地よく安心感を得るのです。

4つ目は 森林に充満するマイナスイオンです。
それを含む空気を体内に取り込むと　脳の前頭前
野の活動を鎮静化させ　脳内はα波状態になりリ
ラックスします。

　初めて参加された方からの感動のお手紙、俳句、
短歌、写真など送って下さるのを拝見しますと竹
林浴・森林浴による心の癒し効果を確信いたしま
す。近年我々実行委員会は春のタケノコ狩り、コ
ンサート開催と合わせて　竹に関する講演会「里
山セミナー」を開催しています。淡路島の竹林状
況や竹林整備の大切さ、竹の利活用、竹林浴セラ
ピー等について　講師を招いてコンサート参加者
にも勉強して頂きます。また地域でとれた野菜や
果物、お米など物産展も行い地域活性化にも協力
しています。何百、何千年と生きている森林・竹
林は何も語りませんが人間にとってはなくてはな
らない存在ですので、会員の高齢化が進んでいま
すが今後も無理をせず活動を続けていきたいと思
っています。

（3）公園等が開催する地域交流イベントへ
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公益社団法人　兵庫県緑化推進協会
TEL  078（341）4070　 FAX  078（341）4071
ＵＲＬ：http://www.hyogo-green.net/

〒６５０-００１２
神戸市中央区北長狭通5丁目5－18

　森と緑は私たちの暮らしに限りない恵みをもたらし、豊
かな地球環境を残してくれています。
　このかけがえのない森と緑を守り育てていくために、「緑
の募金」として家庭募金、学校募金、職場募金、街頭募金、
団体募金、企業募金を県下各地域で行っています。

　ご協力いただく募金は、金額の多少を問わ
ず次の金融機関へ振込みをお願いします。
● 郵便振込
　 郵便振込の場合、公益社団法人兵庫県緑化
　 推進協会に直接お問い合わせ下さい。専用
　 の払込取扱票用紙をお送り致します。
● 銀行振込
　 口座：三井住友銀行兵庫県庁出張所
　 　　　普通 3198438（振込手数料が必要）
　 名義：公益社団法人　兵庫県緑化推進協会

ご寄付
の方法

春季　3月1日～ 5月31日
秋季　9月1日～10月31日

緑の募金緑の募金緑の募金緑の募金緑の募金緑の募金「 」にご協力をお願いします

募金運動の期間

森林学習体験支援事業
3,046千円 4％

ふるさとの巨樹保存事業
3,943千円 5％

中央交付金
（国土緑化推進機構）

2,453千円 3％

77,679千円
支出

地域活動助成金
22,359千円
29％

森林保全活動
支援事業
17,815千円
23％

次期繰越金
（地域活動助成金等）

6,963千円 9％

推進事業費等
12,333千円 16％

平成27年度　募金実績と使途 平成27年度は、59,782千円の募金をいただきました。
皆様に厚くお礼申し上げます。

77，679千円
収入

募金収入
59,682千円
77％

助成事業積立金
取崩収入
11,057千円 14％

前期繰越金等
6,940千円 9％

助成事業
資金積立金
8,767千円 11％

企業名
アサヒビール(株)
(株）池田泉州銀行
兼松エレクトロニクス株式会社
関西防水管理事業協同組合
(株）神戸酒心館
(株）神戸ポートピアホテル
(株)さくらケーシーエス
(一財）住吉霊園
ダイドードリンコ(株)
日本ハム（株）・関西スーパーマーケット
(株）ブックレット

50音順

緑の募金

ご寄付いただきました寄付金はボランティア団体への助成や子どもたちの
森林学習体験等に活用しています。

緑の募金にご協力いただきありがとうございます。

平成27年度緑の募金にご寄付いただきました企業様・団体様をご紹介します（10万円以上）

「ひょうごの森づくり」をみんなですすめよう！「ひょうごの森づくり」をみんなですすめよう！


