
北播磨地域　活動団体リスト 2016年11月15日

市町名 活動団体名称 活動分野 依頼内容

西脇市 1- 001 ガーデンボランティアしばざくらフルール 景観まちづくり ―

002 ガーデンボランティア夢うさぎ 景観まちづくり ―

三木市 2- 001 三木城下町まちづくり協議会 景観まちづくり ―

小野市 3- 001 NPO法人　ひょうごグリーンスタッフ 景観まちづくり ―

002 おのガーデニングボランティア 景観まちづくり ―

加西市 4- 001 はばタンの風 景観まちづくり ―

002 ボンブルームの会 景観まちづくり ―

003 宇仁郷まちづくり 景観まちづくり ―

004 花家族の会 景観まちづくり ―

005 高峰クラブ 景観まちづくり ―

006 あびき湿原保存会 自然景観保全、自然景観整備 ―

007 横尾歴史街道つどいの会 自然景観保全 ―

008 NPO法人　まちづくり北条 景観まちづくり ―

加東市 5- 001 ハチドリの会 自然景観整備 ―

多可町 6- 001 岩座神棚田の里づくり委員会 自然景観保全 ―

002 箸荷むらづくり委員会 自然景観保全 ―

No.



西脇市 

｢しばざくら｣を通じてふるさとづくり広げる 「ガーデンボランティアしばざくらフルール」

北播磨の活動団体 

活動分野 景観まちづくり 

団体名称 ガーデンボランティアしばざくらフルール 

代表者名 米田 育子 

事務局 

連絡先 

所在地 兵庫県西脇市郷瀬町536 

TEL/FAX （0795）22-1444 ※FAXなし 

Email  

URL  

設立年月 平成21（2009）年9月10日 

主な活動地 
・上戸田南交差点交通島 ・日本へそ公園 ・市立西脇病院 ・旧来住家住宅 

・西脇公園、天神池スポーツセンター（育苗基地） 

活動の新規参加 可  ・ □否 

新規参加の条件 平日午前中に作業に参加できること 

関連深い景観資源や 

景観づくり活動 

平成21年、西脇市花と緑の協会による募集のもと、市花である「しばざくら」の普及を目的にボランティ

アグループ「しばざくらフルール」を結成しました。 

公園等にある育苗基地２か所でしばざくらを育苗し、上戸田南交差点交通島や日本へそ公園に植栽。美しい

状態を保つため、年間50回以上除草や植替えなどの作業を行っています。 

平成24年には協会から発展的に独立し、四季を通じてまちに潤いを与えられるよう、しばざくら以外の花

の育苗・植栽にも取り組んでいます。 

七夕ゆかたまつり等のイベントで花苗を来場者への配布用に提供し、公共花壇だけでなく、広く市民の家庭

にも花の輪を広める活動に取り組んでいます。 

花と緑のふれあいをきっかけにふるさとづくりに興味関心を持ち、ボランティア活動に参加しようとする心

豊かな市民を増やすことを目的に、出前講座や講習会などを積極的に実施しています。

上戸田南交差点交通島

雑草の生い茂る荒れ地となって
いた交通島（国道175号と県道
427号の交差地点）を花でいっ
ぱいにしようと植栽を行い、新
たに「しばざくらの丘」として生
まれ変わらせた。 

『グラス・ルーツ vol.３』

日本へそ公園内にあるしばざくら
花壇の草引きを、イベントとして
市民に参加を呼びかけ、中高生を
含む約100人が参加した。 

花と緑の出前講座

西脇市花と緑の協会※が実施する出
前講座の講師として、希望のあった
団体に派遣している。写真は、西脇
おやこ交流教室の親子20組を対象
に、「親子でミニ寄せ植えづくり」を
指導されたときのもの。 
※市内の緑化団体の活動を総括する団体 



西脇市 

「花いっぱいの芳田の里づくり」を目指す 「ガーデンボランティア夢うさぎ」

北播磨の活動団体 

活動分野 景観まちづくり 

団体名称 ガーデンボランティア夢うさぎ 

代表者名 谷川 志津世 

事務局 

連絡先 

所在地 西脇市岡崎町172-28 芳田の里ふれあい館 

TEL/FAX （0795）27-0658 / （0795）27-0658 

Email  

URL  

設立年月 平成18（2006）年4月1日 

主な活動地 
・県道西脇八千代市川線沿 ・県道多可北条線沿 ・野間川芳田公園 

・落方町ビニールハウス（育苗基地） 

活動の新規参加 可  ・ □否 

新規参加の条件 原則として芳田地区での活動になるため、その地域に住む人の方がよい 

関連深い景観資源や 

景観づくり活動 

平成20年２月、芳田地区まちづくり委員会の発展的解消に伴い、花部会のメンバーを中心に「ガーデンボ

ランティア夢うさぎ」を結成しました。 

花づくりを通して世代と地域を越えた交流の輪を広げ、「花いっぱいの芳田の里づくり」を目指すことを目

的としています。 

メンバーは、活動拠点であるビニールハウスにおいて、他の地域の緑化グループ等と協力して種から花の育

苗に取り組んでいます。 

育った花苗は、市内の公共施設や県道西脇八千代市川線・多可北条線沿いの花壇やプランターへ植栽し、水

やり等の管理を行っています。 

また、芳田地区全域が花いっぱいのまちになるよう、芳田地区の全戸にも花苗を配布しています。 

ビニールハウスでの育苗

ビニールハウスを活動拠点に、

種から花苗を育てている。 

この写真は、鉢上げ用ポットに

土入れし、移植準備をしている

ところ。 

道路沿いへの植栽

育てた苗は、主に地区内の県道沿い

に植栽されている他、芳田地区の全

戸に配布している。 

この写真は、芳田シルバーボランテ

ィアのメンバーと一緒に植栽した

ときの様子。 

ゴーヤの苗の提供

市が温暖化対策の一環として実施

している「緑のカーテン大作戦」に

向け、学校園等へ配布するゴーヤ

約800株を育苗している。 

この写真は、芳田幼稚園に受渡し

をされたときの様子。



三木市 

三木城下町の活性化を目指す 「三木城下町まちづくり協議会」

北播磨の活動団体 

活動分野 景観まちづくり 

団体名称 三木城下町まちづくり協議会 

代表者名 山口 種啓 

事務局 

連絡先 

所在地  

TEL/FAX  

Email  

URL http://www.mikimachikyo.org/index.html 

設立年月 平成14（2002）年11月 

主な活動地 

三木城下町（東篠町、大塚町、県住、平山町、芝町、大手町、滑原町、上町、新

町、大宮町、宮前町、大日町、明石町、中町、丸一町、下町、前田町、栄町、清

水町、杣宮町） 

活動の新規参加 可  ・ □否 

新規参加の条件 三木城下町（上記参照）に在住、もしくは在勤の方 

関連深い景観資源や 

景観づくり活動 
湯の山街道、旧玉置家住宅、旧小河家別邸 

三木にしかない魅力や歴史文化をより多くの人に伝えたい。暮らす人々、訪れる人々の記憶に残るすてき

な”まちづくり”ができるよう楽しみながら活動しています。 

三木市の旧市街地を対象に約20の自治会が母体となり、伝統的まち並み・文化、地場産業等の地区特性を

活かした安全・安心で住み良く活力のあるまちづくりを推進することを目的としています。 

●活 動 目 的：『住民自ら考え、自分達の街は自分達で創る』～ 元気で誇りある街の実現に向けて ～ 

       １．自然環境を生かし、育てるまちづくり 

２．賑わいと活力のあるまち 

３．歴史・文化を活かすまちづくり 

４．都市環境の整ったまちづくり 

５．ふれあいとコミュニティ豊かなまちづくり 

●活 動 内 容：三木の歴史を学び、現在に活かすまちづくり 

●活動の特徴：伝統ある歴史街道の魅力あるまち並を保全、育成するための活動を行っている 

●活 動 頻 度：定期的に運営委員会やイベントの開催 

出典：三木城下町まちづくり協議会HP



小野市 

地域住民との協働による色と香りのまちづくり 「NPO 法人 ひょうごグリーンスタッフ」

北播磨の活動団体 

活動分野 景観まちづくり 

団体名称 NPO法人 ひょうごグリーンスタッフ 

代表者名 理事長 藤本 さよ子 

事務局 

連絡先 

所在地 小野市王子町181 

TEL/FAX （090）6822-4805 / （0794）62-8074 

Email hyogogreenstaff@outlook.jp 

URL 作成中 

設立年月 平成23（2011）年6月 

主な活動地 小野市内 

活動の新規参加 可  ・ □否 

新規参加の条件 小野・三木市が開催するガーデニング学習講座を受講し、フラワーマイスターに認定された方 

関連深い景観資源や 

景観づくり活動 

●活 動 目 的：北播磨及び周辺地域において、花と緑を愛しみ育む人々の輪を広げ、地域住民と協働して花と

緑による色と香りのまちづくりを推進する 

●活 動 内 容：講習・緑化活動、花壇等植栽管理委託業務、花壇制作受託業務、各種イベント会場フラワーデ

ィスプレイ、イベントブース出展 


