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公益的機能が発揮される健全な森づくりに向けて公益的機能が発揮される健全な森づくりに向けて
　平素は、当協会が実施する緑の募金活動や森林整
備の推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上
げます。
　森林は、水源かん養機能、災害防止機能、二酸化
炭素吸収機能、生物多様性保全機能などの公益的機
能を持つ「県民共通の財産」です。
　この機能を高度に発揮させるためには、自治体な
ど公的機関の努力だけではなく、県民の皆様、特に
森林ボランティアや企業の方々の協力が不可欠です。
　このため、当協会では、兵庫県が進める「県民総
参加の森づくり」の一翼を担い、森林ボランティア
団体が行う森林整備への支援や「企業の森づくり」
活動への支援を行っています。
　具体的には、森林ボランティア団体に対しては、
活動経費の一部を助成し、企業の森づくりに関して
は、「企業に森林整備をしてもらいたい」という地
域の方と、「兵庫県の健全な森づくりに貢献した
い」という企業の方のマッチングと活動のサポート
を行っています。
　このような取組を通じ、森林ボランティア数は平
成30年度末時点で、県の目標１万人に対し約１万
３千名となっており、企業の森づくりは、平成19
年度の開始から平成30年度までの間に、38箇所で

森林整備に取り組んでいただいております。
　今後も、県が毎年開催する森林ボランティア講座
を多くの方に受講いただきますとともに、新たな企
業の皆様の参画をお願いいたします。
　また、県、市町及び当協会との共催で、森づくり
活動の普及啓発の場として、「ひょうご森のまつり」
を毎年秋に開催しています。今年は11月９日（土）
に、県立甲山森林公園（西宮市）で開催します。是
非多くの方々にお越しいただきますようお願いいた
します。
　県民の皆様、企業の方々のご協力によって、本県
の森林がより健全になり、公益的機能がさらに高度
に発揮されることを心から願っています。
　　　公益社団法人　兵庫県緑化推進協会
　　　理事長　寺尾　俊弘（兵庫県農政環境部長）
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「奥中むらづくり協議会・ＮＰＯ法人
ひょうご森の倶楽部奥中活動地チーム」のご紹介
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ボランティア部門ボランティア部門

　奥中地域住民は、平成８年に兵庫県の「里山林整
備事業」の対象地指定を機に地域資源である里山の
再生にいち早く取り組んできました。平成９年には
「ひょうご森の倶楽部」の活動地として指定され、
地元との交流を重視した活動が始まり、平成12年に
は活動地である観音の森の整備活動の中心団体とな
る奥中むらづくり協議会が発足し、里山再生プロジ
ェクトが推進することとなりました。
　奥中むらづくり協議会では、集落が本来日常的に
保持していくコミュニティの連携が失われつつある
現状を踏まえ、地域資源と歴史文化をコンセプトに
田舎の風土に溶け込んだむらづくりを目指し、次の
ような活動に取り組んでいます。

１．里山再生・保全活動
　　「ＮＰＯ法人ひょうご森の倶楽部」と連携した
　　里山林「観音の森」の整備
２．伝統文化活動
　　毎年７月に里山の伝統文化である「稲の虫送り」
３．地域交流活動として「元旦ご来光登山」、「花造
　　り事業」、広報活動としてホームページの開設

　今後、高齢化等による森林整備の担い手の減少が
課題ではありますが、平成25年10月に住民有志によ
り結成された「奥中里山保全会」と「ひょうご森の
倶楽部奥中活動地チーム」が連携した活動をしてい
ること、また、昨年度には「ひょうご森づくり活動
賞」を受賞させていただいたことが、地域の励みに
なっています。
　これからも伝統文化や地域交流イベントを通じ、
集落内の絆を深め、ひょうご森の倶楽部とも連携を
図りながら、今まで以
上に充実した里山再
生・保全の実現を目指
し、今後も継続して活
動を続けていきたいと
思います。

「中播磨地区 緑の少年団交流体験学習会」の開催について「中播磨地区 緑の少年団交流体験学習会」の開催について
　姫路農林水産振興事務所では、市町と連携して
「緑の少年団連盟 中播磨地区連絡協議会」を組織し、
管内の「緑の少年団活動」を支援しています。
　毎年夏休みには、「中播磨地区 緑の少年団交流体
験学習会」を開催しています。今年は８月７日に
「リフレッシュパーク市川」（神崎郡市川町）におい
て実施しましたので、その内容を紹介します。
　当日は、神河町、市川町、福崎町から少年団55名、
市町、（一社）兵庫県治山林道協会、姫路農林水産
振興事務所からスタッフ22名の総勢77名が集まり、
「木工体験（本立て作り）」、「土石流実験装置」の
見学、「かぶと・くわがた わくわく館（昆虫展示施
設）」の見学、「かぶとむしどーむ（カブトムシ野外
飼育施設）」での体験、周囲の森林での「自然観
察」などのプログラムに取り組みました。
　「木工体験」では、子ども達は汗だくになりなが
ら、鋸や金づちを
使って本立て作り
に取り組みました。
　「土石流実験装
置」の見学では、
説明を注意深く聞
きながら、装置を
触ったり、後片付

けを手伝ったりしました。治山ダムの機能や土砂災
害について理解が進んだものと思います。
　「かぶと・くわがたわく
わく館」では、担当者か
ら世界のカブトムシやク
ワガタムシなどについて
の説明を受け、大変興味
を持って聞いていました。
　「かぶとむしどーむ」で
は、男子も女子も関係な
く夢中になってカブトム
シ体験を楽しんでいまし
た。
　「自然観察」では、落葉樹と常緑樹など里山の樹
木について説明したところ、木の葉を触りながら、
熱心に話を聞いてくれました。
　猛暑の中で大変でしたが、盛りだくさんのメニュ
ーで活気のある集いを実施することが出来ました。
閉会後、意気揚々と帰って行く少年団をスタッフ一
同ほっとして見送りました。
　当連絡協議会では、「緑の募金」の助成を受け、
「緑の少年団活動」を通して、次代を担う子ども達
が森と親しみ、森への理解を醸成する取組を今後も
継続して進めていこうと考えています。

【かぶとむしどーむでの体験】

【木工体験】

ひょうご森づくり活動賞受賞団体のご紹介ひょうご森づくり活動賞受賞団体のご紹介



「ひょうご森のまつり２０１９」のご案内「ひょうご森のまつり２０１９」のご案内

○日　時　令和元年11月９日（土）9：30～15：00
○場　所　兵庫県立甲山森林公園（西宮市）

○式　　典：表彰、森林ボランティア活動報告、アースレンジャー
宣誓、記念植樹　ほか

○ステージ：畠山　重篤氏（NPO法人 森は海の恋人 理事長）によ
る「記念講演」

○イベント：緑化作品コンクール展示、県産木材製品・間伐材利用
木工品の展示・販売、企業の森づくり活動紹介、森づ
くり活動団体の取組紹介、木工教室、シカ肉加工品の
販売　ほか

○事里山林整備体験：西宮市立甲山キャンプ場（甲山森林公園近
く）周辺の森林で森林ボランティア指導による里山林
整備体験も併せて実施します。

　　　　　　（要予約　申込先　兵庫県豊かな森づくり課　森づく
り普及班　℡078-362-3613）

○当日ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。阪神西宮駅・ＪＲ西宮駅からシャトルバスを運行します。
○案内ホームページ：https://www.nishi.or.jp/event/moyoshi/morinomatsuri2019.html

　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、「豊かな森から川、海へとつながるめぐみ、つながるいの
ち」をテーマに開催する「ひょうご森のまつり2019」に是非ご参加いただき、森に親しみ、森
を育てる大切さを体感してください。

企業の森づくりのご紹介
　～企業の森づくりにご参加の企業・団体様を紹介します～
企業の森づくりのご紹介
　～企業の森づくりにご参加の企業・団体様を紹介します～
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　医療検体検査機器メーカーのシスメックス（株）では、平成25年から「新ひょうごの森づく
り」に賛同し、小野市内のかわい快適の森公園内で「シスメックスの森」（２ha）と命名して、
企業の森づくり活動を実施しています。
　森づくりでは、社員と家族による森の整備を進めています。最近では、大人とキッズプログラ
ムに分けて作業をしています。開始から７年目を迎え、コナラ、アベマキ、アラカシなどの広葉
樹（樹高15m）中心の森づくりを進めるとともに空いた林内にモミジなどを植栽し、ヌルデなどは
努めて残して「色どりのある森」を目指しています。キッズプログラ
ムでは、動物防護柵内の自生したキンランなどの植物観察や森林内で
ポットにモミジ、ササユリの種をまいて、養成のため、持ち帰り育て
た苗を「シスメックスの森」に植栽してもらう取り組みをしています。

【色どりの里山の整備】 【自然観察】

【キッズプログラム種まき】



公益社団法人　兵庫県緑化推進協会
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ＵＲＬ：http://www.hyogo-green.net/
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 みなさまの募金は、このように使われています。

福崎町緑の少年団による募金活動福崎町緑の少年団による募金活動

平成30年度は、49,639千円の募金をいただ
きました。皆様に厚くお礼申し上げます。

企業名 順不同

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30年に緑の募金（10万円以上）のご寄付をいただいた企業・団体のご紹介（募金日順）

•地域活動助成金
　各市町緑化推進委員会が行う地域の特色をいか
した緑化活動(森のイベントの開催/花苗の配布
等）に対し助成します。
•森林保全活動支援事業
　森林ボランティア活動に必要な道具・資材及び
広報・案内板等の情報提供活動に助成します。
•森林学習体験支援事業
　市町やＮＰＯ等が子どもたちや緑の少年団に対
して森林学習体験活動（森の観察会・木工教室
等）を行う経費を助成します。
•ふるさとの巨樹保存事業
　地域の貴重な巨樹・巨木を守り育てていくため、
樹木の診断や治療に必要な資材を助成します。
•（公社）国土緑化推進機構の中央事業
　震災・災害復興事業や海外植林など中央事業に
助成します。

ダイドードリンコ株式会社
株式会社日本海水
株式会社神戸酒心館
株式会社日立物流西日本
株式会社神戸ポートピアホテル
さくらケーシーエスボランティア基金
株式会社ブックレット
リゾートトラスト株式会社
アサヒワンビールクラブ
関西防水管理事業協同組合
一般財団法人住吉霊園

　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、家庭募
金、学校募金、職場募金、街頭募金、団体募金、企業募金など
の「緑の募金」を県下各地域で行っています。

ご寄付
の方法

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

春季　3月1日～ 5月31日
秋季　9月1日～10月31日募金運動の期間

　ご協力いただく募金は、金額の多少を問わず次の
金融機関へ振り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。（手数料不要：協会負担）
● 銀行振込
　 口座：三井住友銀行兵庫県庁出張所
　 　　　普通 3198438（手数料が必要）
　 名義：公益社団法人　兵庫県緑化推進協会

森林学習体験支援事業
2,213 千円 5％

ふるさとの巨樹保存事業
2,300 千円 5％

（公社）国土緑化推進
機構の中央事業
2,012 千円 4％ 47,936千円

平成30年度
支出

地域活動助成金
21,249 千円
44％

森林保全活動
支援事業
7,568 千円
16％

推進事業費等
12,594 千円 26％


