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令和２年度ひょうご森づくり活動賞受賞団体のご紹介
こだにじょうせき ほ ぞんかい

森林ボランティア部門
公益社団法人兵庫県緑化推進協会では、森林整備

【活動内容】

に貢献された模範的な団体に対し「ひょうご森づく

１

森林整備活動

り活動賞」をお贈りしています。

手入れ不足であった小谷城跡周辺森林において、

加西市の森林ボランティア団体「小谷城跡保存

不要木の伐倒などの森林整備により、「ふるさと

会」様は、整備が行き届いていなかった小谷城跡周

の城山」である里山の保全を図る。
２

歩道の整備

ながら憩うことができる場所づくりにご尽力してこ

山頂の小谷城跡三の丸へ登る歩道の新設・補修

られました。

を行い、地域住民や地元小学生が自然にふれあえ

その活動に感謝の意を込めて、令和2年11月27
日、当協会の会長である井戸敏三知事から表彰楯を

様

主な活動内容と成果は次のとおりです。

などの森づくり活動を通じ、県民総参加の森づくり

辺の森林を手入れし、小学生や来訪者が歴史を学び

小谷城跡保存会

る場を創出する。
３

お贈りしました。

学習活動の実施
小学生等を対象にした学習会を開催することに

誠におめでとうございます。

より、地域の自然や歴史の普及啓発を図る。
【県民総参加の森づくりに関する成果】
１

森林整備と歩道整備によって、小谷城跡周辺森
林が以前と比較できないほど入山しやすくなり、
市民が自然や歴史とふれあう場として親しまれる
ようになった。

２

小学校の自然環境学習の場に取り入れられ、こ
どもたちを始めとする地域住民に森林の大切さや
整備の必要性を啓発する場となった。

令 和２年 度 緑 化

作 品コンクー ル 入 選 作 品 のご 紹 介

緑化作品コンクールには多くのご応募をいただき、ありがとうございました。
厳正なる審査の結果、次の作品が入選となりました。
一席の作品は、緑の募金のポスターなどに使用させていただきます。
。
次回（令和３年７月に募集案内の予定）も多くのご応募をお待ちしております。

小学生の部
ポスター

二席

一席
標語
一

席

小さな芽
大事にすれば

大きな木

加古川市立 陵北小学校
６年 フレミング アレキサンダー さん

二

席

うれしいな
あかるいみどりの つうがくろ
加古川市立 陵北小学校
２年 布目 颯一郎 さん

神戸市立 会下山小学校
１年 中橋 湊 さん

加古川市立 東神吉小学校
１年 松野 桔平 さん

播磨町立 播磨西小学校
３年 山口 聖愛 さん

ぼくたちも
緑をつなぐ 未来へと
姫路市立 荒川小学校
６年 大島 拓 さん

三
芽がでたよ
みらいの命

席
生かそうよ

三席

加古川市立 平荘小学校
５年 山本 徠太 さん

育てよう
思いを込めた

緑の種

丹波篠山市立 大山小学校
６年 雪岡 奈々聖 さん

西宮市立 名塩小学校
２年 東 玄記 さん

加古川市立 陵北小学校
２年 村上 波瑠 さん

緑化作品の活用事例
ポスター・標語の緑化作品は、次のように緑の募金
ポスターなどに活用させていただきました。

姫路市立 四郷学院
４年 藤生 真碩 さん

中学生の部
ポスター

二席

一席
標語
一
ひき継いだ
緑のバトン

席
未来へと

丹波篠山市立 丹南中学校
２年 前田 真柊 さん

二

席

咲かせよう
みんなの未来と 地球の未来
丹波篠山市立 丹南中学校
２年 大久保 実夢 さん

育てよう
緑ゆたかな

神戸市立 太山寺中学校
２年 木村 果鈴 さん

神戸市立 神出中学校
３年 坂口 古都 さん

豊岡市立 豊岡南中学校
３年 中西 野々花 さん

未来の芽

丹波篠山市立 丹南中学校
２年 鈴木 奏仁 さん

三

席

守ろうよ
緑の世界と

笑顔の世界

三席

福崎町立 福崎西中学校
３年 前田 桜花 さん

めざそうよ
人と緑の

共存生活
神戸市立 渚中学校
2年 岡 葉月 さん

たつの市立 新宮中学校
２年 栗山 加奈子 さん

高校生の部
ポスター

播磨町立 播磨中学校
3年 佐伯 和香 さん

豊岡市立 豊岡南中学校
3年 永瀬 蔵人 さん

二席

一席

標語
一

席

新緑よ
地球の支え

生きる意志

神戸市立 盲学校高等部
１年 篠田 竜輝 さん

兵庫県立 姫路工業高等学校
2年 日下部 心咲 さん

兵庫県立 龍野北高等学校
3年 福島 かすが さん

兵庫県立 龍野北高等学校
2年 宗接 柚子 さん

二 席
広げよう
緑と笑顔 みんなの未来
兵庫県立 農業高等学校
１年 生垣 羽音 さん

守ろうよ
広がる緑

花咲く未来

三席

兵庫県立 農業高等学校
３年 松田 智以 さん

美しい
緑と共に

育つ人

兵庫県立 農業高等学校
３年 村崎 甚平 さん

兵庫県立 姫路工業高等学校 兵庫県立 姫路工業高等学校
2年 桂 楓杏 さん
1年 竹越 愛夏 さん

ご協力いただける場合は次の方法でのお振込みをお願いいたします。

次の口座へのお振込みをお願いします。

令和2年度感謝状の贈呈状況（募金額10万円以上）
10万円以上の募金をしていただいた企業・団体に理事長から感謝状をお贈りしました。
株式会社神戸酒心館様
（令和2年9月4日）
六甲山系の自然から生まれる最良の素材・環境
によってお酒を醸すことができるとのお考えから、
六甲山系の自然環境保全や森林ボランティアの活
動支援に役立てることを願って、販売額の一定額
をご寄附いただいています。

ダイドードリンコ株式会社西日本第一営業部様
（令和2年11月24日）
美しい地球と豊かで元気な社会を次代に引き継
いでいくことが重要とのお考えから、「緑の募金
自販機」の設置を進められ、設置箇所のオーナー
様の協力をいただきながら、販売額の一定額をご
寄附いただいています。

関西防水管理事業協同組合様（令和2年6月10日）※新型コロナウイルスの影響もあり郵送
関西の自然環境を守るためのエコプロジェクトを実施されており、その一環として、年間事業収入の一定
額をご寄附いただいています。
株式会社さくらケーシーエス様（令和2年7月1日）※同様に郵送
国内外のボランティア団体等への寄附を目的として、役職員の有志と会社の「マッチングギフト」で基金
を設立されており、その基金からご寄附いただいています。
一般財団法人住吉霊園様（令和2年10月27日）※同様に郵送
立地している六甲山系の豊かな自然環境を保全していくことが、霊園にとっても社会にとっても重要であ
るとのお考えからご寄附いただいています。

このほかにもたくさんの募金をいただきました。皆様のご協力、誠にありがとうございました。

