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令和４年度ひょうご森づくり活動賞受賞団体のご紹介令和４年度ひょうご森づくり活動賞受賞団体のご紹介

　公益社団法人兵庫県緑化推進協会では、森林整備な
どの森づくり活動を通じ、県民総参加の森づくりに貢
献された模範的な団体に対し「ひょうご森づくり活動
賞」をお贈りしています。
　丹波篠山市の森林ボランティア団体「八幡共有山組
合」様は、地域の山城跡を巡回できる歩道の維持管理
と周辺森林の整備のほか、訪問者が地域の歴史や森林
についての学習ができる説明標識の設置等を行い、県
民の森林利用と森林整備活動の促進を図ってこられま
した。
　その活動への感謝の意を込めて、令和4年10月30日
に開催されたひょうご里山フェスタ2022において、
服部洋平兵庫県副知事から表彰楯を贈呈しました。
　誠におめでとうございます。
　主な活動内容と成果は次のとおりです。

【活動内容】
１　歩道の維持管理と周辺の森林整備
　　「大沢ロマンの森」の歩道の修繕を行うとともに、
各所に道標や史跡説明看板等を設置している。

　　また、歩道周辺の倒木や危険木の伐倒・除去を行

い、来訪者が安全に森林散策や山城跡の巡回ができ
るように努めている。

２　広葉樹林の保育
　　県の「災害に強い森づくり」（針葉樹林と広葉樹
林の混交林整備）で整備された広葉樹林の除伐等保
育作業を行い、整備効果の維持・増進を図っている。

３　地域住民や訪問者への普及啓発
　　地域の子どもたちの登山大会を実施し、自然とふ
れあい、森林の重要性を学ぶ場を提供している。

【県民総参加の森づくりに関する成果】
１　歩道や標識の整備、普及啓発活動により、地域内
外からの来訪者が増加し、多くの県民が歴史や森林
を学習しながら安全に利用できる里山になっている。

２　「災害に強い森づくり」整備森林の適切な維持管
理により、県民緑税を活用した森林整備の重要性を
広く県民にＰＲしている。

森林ボランティア部門　八幡共有山組合 様（丹波篠山市）
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姫路市立 峰相小学校
３年 安積 さくら さん

姫路市立 峰相小学校
５年 宗野 楓々 さん

神戸市立 多井畑小学校
１年 澤　夏寧 さん

神戸市立 霞ヶ丘小学校
４年 上村　杏 さん

西宮市立 安井小学校
２年 西　慶人 さん

神戸市立 多井畑小学校
２年 木戸 史悠 さん

一　席

加古川市立 志方小学校
６年　河田 春音 さん

学校名と学年は
応募時のもの

つなげよう
　緑のタスキ　未来へと

二　席

宝塚市立 西山小学校
４年　塚本 大雅 さん

守ろうよ
　ゆたかな緑　人の手で

たつの市立 河内小学校
３年　名倉 一秀 さん

1本の芽
　そこからつながる　緑の大地

三　席

加古川市立 志方東小学校
　６年　岸本 莉歩 さん

育てよう
　豊かな緑と　みんなの笑顔

加古川市立 志方東小学校
１年　長谷川 堅汰 さん

きれいだね
　はなやみどりのあふれる　ふるさと

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。

小学生の部
ポスター

　　　一席

二席

三席

標語

令和4年度
応募点数

緑化作品の活用事例緑化作品の活用事例

令和4年度緑化作品コンクール 入選作品のご紹介令和4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５年６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
885

中学生
645

高校生
153

計
1,683

小学生
458

中学生
305

緑化ポスター 緑化標語
高校生
85

計
848
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姫路市立 大的中学校
１年 石原 好華 さん

兵庫県立 姫路工業高等学校
２年 沼田 詩音 さん

加古川市立 陵南中学校
３年 世良 歩夢 さん

神戸市立 神出中学校
２年 古川 幸來 さん

蒼開中学校
２年 樫谷 ゆいか さん

神戸市立 大原中学校
２年 今村　梛 さん

一　席

姫路市立 香寺中学校
３年　佐藤 結毎 さん

豊かな緑
　守ってつなぐ　地球の未来

二　席

福崎町立 福崎西中学校
　１年　安積 梨愛 さん

この手から
　守り育てる　緑の大地

福崎町立 福崎西中学校
１年　藤原 あかり さん

育てよう
　小さな芽から　明るい未来

三　席

福崎町立 福崎西中学校
２年　酒井 未海 さん

森の生命は　自分の生命
　未来の地球の大事な生命

赤穂市立 坂越中学校
３年　寺下 空輝 さん

ゴミ拾う
　小さな事でも　守れる自然

中学生の部
ポスター

　　　一席

二席

三席

兵庫県立 姫路工業高等学校
２年 小田 莉奈 さん

三席

標語

一　席

神戸市立 盲学校高等部
２年　小谷 勇樹 さん

守り抜く
　森の命を　尊ぶ心

二　席

兵庫県立 山崎高等学校
２年　木下 結月果 さん

つなげよう
　緑のバトン　君の手で

兵庫県立 山崎高等学校
１年　山部 このみ さん

広げよう
　緑の力で　豊かな世界

三　席

兵庫県立 西はりま特別支援学校高等部
１年　上田 桂馬 さん

つくろうよ
　緑と町の　共生生活

兵庫県立 山崎高等学校
２年　髙國 朔矢 さん

森林は
　環境守る　道しるべ

標語

兵庫県立 姫路工業高等学校
１年 川野　結 さん

兵庫県立 姫路工業高等学校
２年 小谷 結彩 さん

兵庫県立 姫路工業高等学校
１年 末廣 天翔 さん

兵庫県立 三木東高等学校
２年 堀川 真愛 さん

高校生の部
ポスター

　　　一席

二席

姫路市立 朝日中学校
３年 川合 士朗 さん
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　令和4年10月30日（日）、兵庫県立丹波並木道中央公園（丹波篠山
市）において、「ひょうご里山フェスタ2022」が開催されました。
　ご協力・ご来場ありがとうございました。
１ 開催テーマ：森よ 緑よ ふるさとよ  ～豊かな里山 未来への継承～
２ 来場者数：約3,200名
３ 主な内容
　 式典：表彰、森林ボランティア活動報告、緑の少年団宣誓 等
　 出展：緑の募金のPR、里山林整備体験、ファミリーハイキング 等

ひょうご里山フェスタ2022の開催概要

令和４年度下半期緑の募金等感謝状の贈呈状況
緑の募金等のご協力に対し、感謝状をお贈りしました。誠にありがとうございます。

【緑の募金ご協力への感謝状】

〒６５０-００１2  神戸市中央区北長狭通5‐5‐18
TEL.０７８‐３４１‐４０７０

緑の募金に関するお問い合わせは

公益社団法人 兵庫県緑化推進協会 各市町緑化推進委員会 にお願いいたします。又は

検索兵庫県緑化推進協会

森林ボランティア団体の
活動報告

※詳細は兵庫県緑化推進協会のホームページに掲載しています。

里山林整備体験

令和4年9月～令和5年1月
10万円以上ご寄附分

　ダイドードリンコ株式会社様では、地球の恵みを
享受した飲料等を届ける事業活動の中で、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、オーナー様のご協力のもと、毎年ご寄
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

【ひょうご里山フェスタ2022開催支援への感謝状】

　ひょうご里山フェスタ2022開催にあたり、
TOYO TIRE株式会社様の「環境保護基金」から公
益社団法人兵庫県緑化推進協会に多額の助成をいた
だきました。

TOYO TIRE 株式会社様

　一般財団法人住吉霊園様では、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、財団
にとっても社会にとっても重要であるとのお考えか
ら、毎年「緑の募金」にご協力をいただいています。

一般財団法人住吉霊園様

　株式会社平和堂様では、環境保全活動を進めるこ
とにより、持続可能な循環型社会の形成を目指され
ています。その一環として、昨年度に引き続き、森
林整備や緑化推進のため、レジ袋の代金を当法人に
ご寄附いただきました。

株式会社平和堂様

緑 へのご たします緑の募金へのご協力をお願いいたします

ご協力いただける場合は、次の方法でお願いいたします。
１　金融機関からのお振込み
①　郵便局(手数料不要）
　　　専用の払込用紙をお送りしますので、当協会にご一報ください。……☎078-341-4070
　②　銀行(手数料必要）
　　　次の口座へのお振り込みをお願いします。
　　　三井住友銀行　兵庫県庁出張所　普通3198438　公益社団法人兵庫県緑化推進協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (ｺｳｴｷｼｬダﾝﾎｳジﾝﾋｮｳゴｹﾝﾘｮｯｶｽｲｼﾝｷｮｳｶｲ)
２　キャッシュレス決済
　　ソフトバンクの｢つながる募金｣からキャッシュレスでご協力いただけます。

　森と緑は、二酸化炭素吸収や水源かん養などの
働きで、私たちの暮らしを支えてくれています。
　森と緑を育てるための募金をお願いしています。

　緑の募金は、森林ボランティアの森林整備活動、
子どもたちの環境学習、地域の巨樹保存などに活
用させていただいています。

募金のページ
QRコード
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