第 3 回

ひょうご ユース
e c oフォーラム

日時：令和３年１２月２２日（水）１３：００～１６：００
会場：姫路市文化コンベンションセンター（アクリエひめじ）
主催：兵庫県/公益財団法人ひょうご環境創造協会
協力：兵庫県立人と自然の博物館/兵庫県立淡路景観園芸学校
絵：兵庫県立兵庫工業高等学校２年

前中夕奈

プログラム
(12:30～13:00）

（ポスター展示観覧）

13:00～13:25

オープニング・学生企画委員による発表

13:25～14:10

口頭発表（６団体）

14:10～14:15

生活協同組合コープこうべ「ワカモノ応援プロジェクト」説明

14:25～15:55

グループディスカッション

15:55～16:00

クロージング

(16:00～16:30）

（ポスター展示観覧）

会場：展示場 A

会場 展示会場Ａ

○ 総合コーディネーター
なかせ いさお

中瀬 勲

兵庫県立人と自然の博物館 館長
兵庫県立淡路景観園芸学校 学長
兵庫県立大学自然・環境学研究所長、同大学院緑環境景観マネジメント研究科長、
兵庫県立人と自然の博物館副館長、兵庫県立丹波の森公苑長等を歴任。
専門は多自然居住地域のまちづくり、ランドスケープ計画・設計論。国土交通省、
環境省、兵庫県、神戸市等多くの審議会委員・アドバイザーを務める傍ら、各地の地
域づくりにも深く関わる。
著書に「みどりのコミュニティデザイン」（共編著）、「私の風景論」等。

１

口頭発表
～次世代の担い手たちが語るわたしたちの環境活動～
○ 各団体の発表時間は７分（発表５分、質疑応答２分）です。
○ 会場では発表団体のポスター展示も行っております。（プログラムP.3～P.4参照）
○ 発表団体の紹介はプログラムP.5～P.6に掲載しております。

○ 口頭発表団体(発表順）
団 体 名

発表タイトル

（一社）ブナを植える会
１

甲南女子大学 シグマソサエティ部

豊かな自然の復元を願って

滝川中学校・高等学校 インターアクトクラブ
２

兵庫県立相生高等学校 自然科学コース

相生高校の鹿まっぷ
～シカの糞から探る行動範囲～

３

兵庫県立淡路景観園芸学校 SDGs推進チーム

SDGsに取り組む私たちが考える「エス・ディー・
ジーズ」とは

４

関西学院大学 CAMP×US（キャンプ・アス）

『ペットボトル削減エコシステム』 始動！
～学生×大学×企業による新たな取り組みでみんなを
HAPPYに～

５

兵庫県地球温暖化防止活動学生推進員

地球温暖化防止活動を広めるために
～学生推進員発足しました！～

２
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○ ポスター展示（口頭発表団体）
１

２

① （一社）ブナを植える会

３

兵庫県立淡路景観園芸学校 SDGs推進チーム

② 甲南女子大学 シグマソサエティ部

４

関西学院大学 CAMP×US（キャンプ・アス）

③ 滝川中学校・高等学校 インターアクトクラブ

５

兵庫県地球温暖化防止活動学生推進員

兵庫県立相生高等学校 自然科学コース

○ ポスター展示
１

認定こども園 七松幼稚園

22

海と空の約束プロジェクト

２

西宮市立山口中学校 モリアオガエル保存会

23

加古川の里山・ギフチョウ・ネット

３

淳心学院中学校・高等学校 生物部

24

グループ めだか

４

カネディアンアカデミィ エコクラブ

25

地球環境と産業化研究会

５

兵庫県立御影高等学校 環境科学部

26

はりま里山クラブ

６

兵庫県立神戸商業高等学校 理科研究部×生徒会

27

NPO法人はりま里山研究所

７

兵庫県立尼崎小田高等学校 サイエンスリサーチ科

28

兵庫医科大学 エコチル調査兵庫ユニットセンター

８

兵庫県立明石北高等学校 生物部

29

ひょうご環境保全連絡会

９

兵庫県立北条高等学校 人間創造コース
ＥＣＯチャレンジ班

30

兵庫県森林ボランティア団体連絡協議会

10

兵庫県立三木北高等学校 総合科学環境研究部

31

兵庫県地球温暖化防止活動推進員
温暖化防止こうべネット

11

兵庫県立農業高等学校 アライグマ生態調査

32

的形ふるさと里山会

12

兵庫県立農業高等学校 生物工学科 キノコ栽培チーム

33

武庫川づくりと流域連携を進める会

13

兵庫県立香寺高等学校 自然科学部

34

(株)カネカ

14

兵庫県立香寺高等学校 ため池探究チーム

35

生活協同組合コープこうべ 環境推進

15

兵庫県立龍野高等学校 課題研究 生物多様性班

36

生活協同組合コープこうべ 地域活動推進部

16

兵庫県立大学附属高等学校 自然科学部 生物班

37

ダイハツ工業（株）

17

神戸山手女子高等学校 (仮)カメら部

38

国立淡路青少年交流の家

18

兵庫県立森林大学校

39

ひょうごエコロコプロジェクト

19

神戸女学院大学
人間科学部環境・バイオサイエンス学科横田研究室

40

ひょうご高校生 環境・未来リーダー育成プロジェクト

20

相生湾自然再生学習会議

41

但馬イヌワシ・エイドプロジェクト

21

あびき湿原保存会

42

ひょうご環境体験館

４

参加団体の紹介
県内で環境問題の解決に取り組む団体による、活動紹介です。
普段から気になっていた団体や活動紹介を見て気になった団体、一緒に
活動できそうな団体など、団体間での交流にご活用ください。

１①

MEMO

（一社）ブナを植える会

創立41年目の自然保護団体です。私たちは、豊かな自然の復元を
願って活動を続けています。活動地は但馬地方と六甲山地です。
児童～生徒に環境学習を行っています。更に共同作業者と共に活
動しています。
【連絡先】神戸市灘区鶴甲3-5-29-106 ☎090-3166-9785

１②

MEMO

甲南女子大学 シグマソサエティ部

甲南女子大学 シグマソサエティ部では、主に植林活動などのボ
ランティア活動を行なっております。活動を通して様々な方々と
関わり、自然に対する知識を深めることを目的としています。
【連絡先】神戸市東灘区森北町6-2-23 ☎078-413-3276

１③

滝川中学校・高等学校 インターアクトクラブ

MEMO

インターアクトは、国際ロータリーの支援の下、国際理解や地域
奉仕活動を行う、中学生・高校生の奉仕クラブです。滝川高等学
校では1965年に設立されました。山・里・海で豊かな自然を守
る活動をしています。
【連絡先】神戸市須磨区宝田町2-1-1 滝川中学校・高等学校

２

☎078-732-1625

兵庫県立相生高等学校 自然科学コース

本校は、海と山の豊かな自然環境の中に立地しています。創立45
年目、自然科学コースは設置から35年目を迎え、探究活動や理科
実験を多く取り入れた授業、実習を行うことで、自然科学に関す
る学びを充実させています。
【連絡先】相生市山手1-722-10 ☎0791-23-0800

５

MEMO

３

兵庫県立淡路景観園芸学校 SDGs推進チーム

MEMO

2019年に学生が主体に、教職員との連携のもと活動を開始。
「やってみたい！」と思ったことを実践に移し、現在はヤギ部、土部、養
蜂部、海岸清掃部、野食部、薪部、竹部、お米部の計８つの部が活動して
います。
【連絡先】淡路市野島常盤954-2

４

☎0799-82-3131

関西学院大学 CAMP×US（キャンプ・アス）

MEMO

関西学院大学神戸三田キャンパス（KSC）を愛する学生たちが、
自分たちの学びの明日（あす）を創造するために集まった有志の
グループ。
【連絡先】三田市学園2-１ ☎079-565-7600(関西学院大学神戸三田キャンパス事務室)

５

MEMO

兵庫県地球温暖化防止活動学生推進員

私たちは、県知事の委嘱を受けて2021年９月に設立されたばかりの大学生
グループです。温暖化防止活動について学生ならではの視点で次世代に啓
発していくことを目的に、様々な温暖化防止活動を取材・体験・発信して
いきます。
【連絡先】神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県温暖化対策課

１

☎078-362-3284

認定こども園 七松幼稚園

MEMO

本園は尼崎市にある認定こども園七松幼稚園で、園児数は380名
です。教職員が園における教育活動の中でSDGsを意識している
実践と、意識しにくい実践についてどのように試行錯誤している
かを発表します。
【連絡先】尼崎市七松町2-27-20 ☎06-6418-6732

２ 西宮市立山口中学校 モリアオガエル保存会

MEMO

絶滅危惧種である「モリアオガエルの保護増殖活動」を理科部より受け継
ぎ、今年で５３年目の活動をしています。地域の自然を守り、豊かな森を
継承していくため、調査・啓発活動など様々な活動を行っています。
【連絡先】西宮市山口町上山口2-3-43 ☎078-904-0477

３

淳心学院中学校・高等学校 生物部

MEMO

姫路城のすぐ隣の淳心学院中学校・高等学校の生物部です。姫路
市内の河川で生物の観察や採取、水生生物の飼育などを行ってい
ます。また校舎2Fの庭園でベリーやシソなども育てています。
【連絡先】姫路市本町68 ☎079-222-3581

４

カネディアンアカデミィ エコクラブ

２００５年に発足した、小中高生の有志によるグループです。特
にペットボトルや紙類のリサイクルに力を入れています。エコへ
の意識を高める校内イベントの企画運営や校外の清掃活動などに
も取り組んでいます。
【連絡先】神戸市東灘区向洋町中４-１カネディアンアカデミィ ☎078-857-0100

６

MEMO

５

兵庫県立御影高等学校 環境科学部

MEMO

私たちは、通称「キノコ部」とよばれる日本で唯一のキノコに特
化した部活動です。普段は六甲山再度公園のキノコ調査を行い、
標本展示や研究発表を県内外で行うことによって生物多様性の啓
発活動を行っています。
【連絡先】神戸市東灘区御影石町4-1-1 ☎078-841-1501

６

兵庫県立神戸商業高等学校 理科研究部×生徒会

MEMO

神戸商業高校は神戸市垂水区にあり目の前の海は明石海峡です。
理科研究部は2013年から漂着ごみ回収と調査研究の発表を通して
海ごみ問題に取り組んできました。現在は生徒会そして学校全体
に活動の輪が広がっています。
【連絡先】神戸市垂水区星陵台４-３-１ ☎090-1283-6452

７

兵庫県立尼崎小田高等学校 サイエンスリサーチ科

MEMO

尼崎の海、特に尼崎運河を中心に、その環境再生と海の環境につ
いての課題研究を行っています。また、本校主催で、今年度11回
目になる瀬戸内海の地域課題を考える高校生サミットを開催して
います。
【連絡先】尼崎市長洲中通2-17-46 ☎06－6488－5335

８

兵庫県立明石北高等学校 生物部

MEMO

生物部では、明石市大久保地域にて兵庫県版レッドデータブック
Bランクのネビキグサ（アンペライ）の繁殖生態学的研究を今年
度から行っています。
【連絡先】明石市大久保町松陰364-1 ☎078-936-9100

９

兵庫県立北条高等学校 人間創造コース ＥＣＯチャレンジ班

MEMO

私たちは加西市にある県天然記念物のあびき湿原の環境保全活動
を継続的に行っております。今年度は市内全域に環境調査の活動
域を広げました。ため池や獣害・放置柿などの問題にも取り組ん
でいきます。
【連絡先】加西市段下町847-5 ☎0790-48-2311

10 兵庫県立三木北高等学校 総合科学環境研究部

MEMO

廃棄されるカーテンをリユースして布袋を作り、校内で育てたケ
ナフの花や樹皮で染色します。それを貸出エコバッグとしてスー
パーに提供します。また、学童保育所を対象にチリメンモンス
ターの出張講義も行っています。
【連絡先】三木市志染町青山6-25 ☎0794-85-6781

11 兵庫県立農業高等学校 アライグマ生態調査
学校での取組みである課題研究で、アライグマの生態調査、捕獲
を実施。森林動物研究センターや兵庫県、加古川市と連携し、兵
庫の自然や農家にできることを考え、奮闘する農業高校生です。
【連絡先】加古川市平岡町新在家902-4 ☎079-424-3341

７

MEMO

12 兵庫県立農業高等学校 生物工学科 キノコ栽培チーム

MEMO

現在、おがくずを使用してキノコの菌床栽培を行っています。将
来は雑草など多くのバイオマスを利用してキノコ栽培の可能性を
調べます。キノコ栽培に使用した菌床は収穫後にたい肥化も検討
しています。
【連絡先】加古川市平岡町新在家 902-4 ☎079-424-3341

MEMO

13 兵庫県立香寺高等学校 自然科学部
香寺高校自然科学部では、探究活動でため池を調べるチームとコ
ラボして、昨年の１０月から今年の９月まで香寺町内の自治会、
中学校、小学校にため池の生物を紹介する広報誌を発行してきま
した。夏には、小学生を募集して、学校に隣接するため池で、た
め池の生物を観察する「ため池の生物観察会」を実施しています。
【連絡先】姫路市香寺町土師547 ☎079-232-0048

MEMO

14 兵庫県立香寺高等学校 ため池探究チーム
香寺高校２年の探究活動の授業で、ため池に生育する植物を調べ
ているチームです。主に、ため池の堤防に生育する、日当たりの
よい草原に生育する草原性の植物に注目して調査しています。
【連絡先】姫路市香寺町土師547 ☎079-232-0048

15

15 兵庫県立龍野高等学校 課題研究 生物多様性班

MEMO

課題研究生物多様性班や自然科学部が中心となり、「生物多様性
龍高プラン」を実施しています。地域の生物多様性の保全だけで
なく、子どもたちに自然や生きものに興味関心を育むために科学
イベントに出展しています。
【連絡先】たつの市龍野町日山554 ☎0791-62-0886

16 兵庫県立大学附属高等学校 自然科学部 生物班

MEMO

学校付近の森や沢には様々な生き物が生息しており、スクール
ジーンファームをテーマに、生物多様性を守る活動を行っていま
す。
【連絡先】赤穂郡上郡町光都3-11-1 ☎0791-58-0722

MEMO

17 神戸山手女子高等学校 (仮)カメら部
2010年から近隣で淡水ガメ捕獲調査を、2011年から神戸市立相
楽園にニホンイシガメを導入してその後の動向を調査する域外飼
育、環境DNAの抽出実験を行っています。この活動を通して「生
物多様性の維持」をアピールできればと考えています。
【連絡先】神戸市中央区諏訪山町6-1 神戸山手女子高等学校

☎078-341-2133

18 兵庫県立森林大学校
2017年４月、森林林業の担い手を養成する専修学校として宍粟市
に開校しました。定員40名の学生が、森林の整備と保全や林業の
技術、森林セラピーや野生鳥獣被害対策などの専門知識を２年間
で幅広く学びます。
【連絡先】宍粟市一宮町能倉772-1 ☎0790-72-2700

８

MEMO

19 神戸女学院大学 人間科学部環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科横田研究室

MEMO

当研究室では野生メダカの健全な保護、育成を目的に、兵庫県南
部に生息する野生メダカの遺伝子型及び遺伝的撹乱の実態を調査
しています。今年度は姫路市内の野生メダカの調査を行いました
ので報告します。
【連絡先】西宮市岡田山4-1 神戸女学院大学人間科学部

☎0798-51-8618

MEMO

20 相生湾自然再生学習会議
藻場・干潟の創出、那波港の水質浄化と悪臭除去の取組みを通じ
て播磨灘・相生湾を生物多様性の豊かな里海に甦らせ「カブトガ
ニ」が再び相生湾に姿を見せてくれることを夢見て子供達と力を
合わせて取組みをしています。
【連絡先】相生市那波西本町17-22 ☎0791-23-1845

MEMO

21 あびき湿原保存会
加西市網引町にある、あびき湿原。そこに生息する、昆虫や植物
がこれまでどおり生息出来る環境を守る為、地元高校生（北条・
小野高校）、陸上自衛隊の隊員ボランティアと協力して、保全活
動を実施しています。
【連絡先】加西市網引町1652-1 ☎090-8757-6481

MEMO

22 海と空の約束プロジェクト
多様なセクターと協働し、判りやすい環境学習や防災学習を展
開しています。紙芝居や自然体験学習など工夫しています。
河川や海岸の保全活動団体や大学生団体ともコラボしています。
【連絡先】明石市朝霧東町1-5-31 ☎090-1441-9571

23 加古川の里山・ギフチョウ・ネット

MEMO

加古川地域に生息するギフチョウ（絶滅危惧Ⅱ類）とヒメヒカゲ
（ⅠB類）の保全を中心に自然保護活動を20年以上継続している
ボランティア団体で、青少年や一般市民への啓発努力も続けてい
ます。
【連絡先】高砂市高砂町松波町40-114

☎090-8530-3652

MEMO

24 グループ めだか
グループ名「めだか」は、童謡めだかの学校の歌詞に「だれが生
徒か先生か」とあるように互いに切磋琢磨して地球温暖化問題に
ついて共に学び合い、身近な出来ることについて、皆様方の協力
を得て活動しています。
【連絡先】加古川市別府町西町6-1 梅谷秀夫

☎090-5168-7392

25 地球環境と産業化研究会
地球環境問題に取り組み、「将来を担う世代に夢と住み良い地球
環境を！」「地球環境産業が発展し楽しく活気のある地域を！」
を目指し、そのソリューション創出に繋がるような「交流の場」
を提供しています。
【連絡先】info.sgeis@gmail.com

９

MEMO

MEMO

26 はりま里山クラブ
令和２年(2020)４月、ひょうご環境体験館のサポ－ター仲間の有
志が集まり設立しました。体験館に来館されるお客様が安心安全
に施設周辺で自然環境学習が行える様、遊歩道や周辺の放置林等
の整備等に取り組んでいます。
【連絡先】佐用郡佐用町光都1-330-3 ひょうご環境体験館内
☎090-3868-5195(淵瀬)

はりま里山クラブ

MEMO

27 NPO法人はりま里山研究所
里山・里川整備の環境保全活動を行い整備地で1 年を通してプ
レーパークを行っています。里山公園では子どもから青少年ま
で自然体験や学習会を開催し、まちづくりや他団体の支援も行
っています。
【連絡先】姫路市香寺町須加院2-847 ☎080-6183-4189

28 兵庫医科大学 エコチル調査兵庫ユニットセンター

MEMO

私たちエコチル調査は、子どもたちの成長や健康に影響を与える
化学物質と環境要因について研究を進めています。
子どもたちが健やかに成長できる環境・安心して子育てができる
環境の実現を目指しています。
【連絡先】西宮市武庫川町1-1 ☎0798-45-6636

MEMO

29 ひょうご環境保全連絡会
平成26 年に、兵庫県瀬戸内海環境保全連絡会と兵庫県大気環境
保全連絡協議会を統合して設立されました。環境の保全と創造を
総合的かつ効果的に推進することにより、豊かで美しいひょうご
の実現を目指しています。
【連絡先】神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県水大気課内
資 ☎078-341-7711(内線3388)

30 兵庫県森林ボランティア団体連絡協議会

MEMO

兵庫県下の60団体が加盟している団体です。活動地は広く県下に
広がり、森づくりや自然環境の保全に努めています。更に、その
フィールドに児童～生徒を迎えて環境学習に努めています。是非、
一度訪ねてください。
【連絡先】神戸市灘区鶴甲3-5-29-106 桑田結方

☎090-3166-9785

31 兵庫県地球温暖化防止活動推進員 温暖化防止こうべネット

MEMO

温暖化防止こうべネットとは、兵庫県から委託された、神戸地区
の地球温暖化防止活動推進員からなる組織です。2003年より、市
民に対して温暖化防止の意識向上を図る啓発活動を推進していま
す。
【連絡先】神戸市垂水区塩屋北町1-19-5

32

☎078-752-8122

的形ふるさと里山会

的形こども園、小学校、中学校の支援活動、的形ふるさと里山回
廊の案内、的形の泊山・礒地区歴史探訪の案内をしています。
子ども主体のポスターですが、子どもが植えたノジギクを秋、大
人が楽しんでいます。環境体験学習で児童が樹木に取付けた樹木
名の名札を登山者が見て話が弾んでいます。
【連絡先】姫路市的形町的形1304 ☎080-3762-2598

10

MEMO

33

MEMO

武庫川づくりと流域連携を進める会

兵庫県武庫川流域委員会を前身に行政と住民のパートナー･中間
支援組織団体として、温暖化による気候変動を背景に健全な水循
環が巡る安寧の流域圏をめざして行政･専門家･住民の三位一体住
民主導の川づくりを展開中。
【連絡先】宝塚市清荒神2丁目19-16 ㈲IDP内
☎0797-81-2782(IDP)、080-1437-1193(携帯)

MEMO

34 (株)カネカ
株式会社カネカは、総合化学メーカーとして環境・エネルギー、
食糧、健康といった様々な社会課題にソリューションを提供する
ことを目指しています。本フォーラムでは、カネカ生分解性ポリ
マーGreen Planet®をご紹介します。
【連絡先】高砂市高砂町宮前町1-8 ☎079-445-2500

MEMO

35 生活協同組合コープこうべ 環境推進
生協は環境保全のためフードドライブをはじめ、①くらしの見直
し運動をすすめ、環境保全型社会への転換を推進②事業活動から
発生する直接・間接の環境負荷の低減を推進しています。
【連絡先】神戸市東灘区住吉本町1-3-19 ☎078-856-1212

36 生活協同組合コープこうべ 地域活動推進部

MEMO

生協の主役は組合員。「一人ではできないことも、みんなで助け
合って夢や希望を形にしていく」組織です。よりよいくらしと地
域づくりをめざして、組合員といっしょにさまざまな活動をすす
めています。
【連絡先】神戸市東灘区住吉本町1-3-19 ☎078-856-1212

MEMO

37 ダイハツ工業（株）
ダイハツ工業は、環境に優しいクルマづくりだけでなく、自然を
未来へ残すことに貢献したいと考え、地域の自然や生物多様性を
守る活動を進めています。
【連絡先】大阪府池田市ダイハツ町1-1 ☎072-754-3348 (LYU・SDGs・環境推進室)

38

MEMO

国立淡路青少年交流の家

淡路島の最南端に位置する当施設は、体験活動を通した青少年の
自立を目指す青少年教育施設です。特に今年度からは「防災教
育・ESD」に力を入れて取り組み、子供たちが自ら考える力を育
みます。
【連絡先】南あわじ市阿万塩屋町757-39

☎0799-55-2695

MEMO

39 ひょうごエコロコプロジェクト
県内全ての乳幼児が、一定の専門性をもつ指導者による環境体験
を継続的に受けられる体制を構築するため、幼稚園等が実施する
環境体験を支援するとともに、乳幼児期における環境体験の機会
の増加を目指しています。
【連絡先】神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県環境政策課

11

☎078-362-9895

40 ひょうご高校生 環境・未来リーダー育成プロジェクト

MEMO

地球温暖化の進行による異常気象や災害の頻発などの環境問題
を多角的に捉え、その解決策を考え、実践できる資質を身につ
けた高校生を育成することを目的に、｢ひょうご高校生環境・
未来リーダー育成プロジェクト｣を展開しています。
【連絡先】神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県環境政策課

41

☎078-362-9895

但馬イヌワシ･エイドプロジェクト

MEMO

但馬地域において絶滅危惧種であるイヌワシを頂点とする生態
系ピラミッドを保全し、貴重種を保護するため、地域住民、
NPO、行政等と連携して人工林の伐採等を今後行っていきます。
【連絡先】三田市弥生が丘6丁目

☎079-559-2001

42 ひょうご環境体験館
ひょうご環境体験館は、こどもから大人まで多くの皆様が地球
温暖化をはじめとする環境問題について「気づき」「学び」
「知る」ことができる施設です。展示をリニューアルし、マス
コット「ひょうゴン」が誕生しました。ぜひお越しください。
【連絡先】佐用郡佐用町光都1-330-3 ☎0791-58-2065

［ M E M O］
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MEMO

グループディスカッション
ひょうごの里山里海を守り育てる
～コロナ禍の先にある暮らし方～
○コーディネーター
たけやま

ひろし

嶽山

洋志

兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科

准教授

大阪府立大学大学院農学生命科学研究科博士前期課程修了。兵庫県立人と自然の博
物館研究員を経て、2008年より現職。2018年度ルイジアナ州立大学ランドスケー
プデザイン学科客員研究員。主たる専門は「こども環境学」で、子どもの創造力が
育つ遊び場のデザインや学習プログラムについて研究。こども環境学会論文賞
（2006）、日本造園学会奨励賞（2014）。博士（緑地環境科学）、保育士。

○ファシリテーター
1 おおもと しんや
班 大本 晋也/国立淡路青少年交流の家 所長

16 すが のりあき
班 菅 範昭/兵庫県 農政環境部 環境管理局 局長

2 いなや ふくこ
班 稲家 福子/兵庫県 教育委員会事務局 社会教育課 指導主事

17 たかはし きりこ
班 高橋 桐子/兵庫県 産業労働部 国際局 国際交流課 主幹

ささはら しんご
3
笹原 新吾/兵庫県 教育委員会事務局 教職員課 指導主事兼
班
管理主事

18 たにだ のりひと
班 谷田 徳史/兵庫県 教育委員会事務局 義務教育課 指導主事

4 あずま ともこ
班 東 朋子/NPO法人 コミュニティ事業支援ネット 理事長

19 なかの やすこ
班 中野 靖子/兵庫県 農政環境部 環境創造局 自然環境課 主任

5 ありもと あきこ
班 有本 晃子/兵庫県 健康福祉部 社会福祉局 地域福祉課 班長

20 にしたに ひろし
班 西谷 寛/海と空の約束プロジェクト 代表

6 あんどう やすたか
班 安東 靖貴/兵庫県人権啓発協会 次長

21 はしもと よしのぶ
班 橋本 佳延/兵庫県立人と自然の博物館 主任研究員

いしまる きょうこ
7
石丸 京子/兵庫県立尼崎の森中央緑地 生物多様性チーフ
班
コーディネーター

ひとら あやこ
22
人羅 亜矢子/認定NPO法人 CS神戸 生きがいしごとサポート
班
センター神戸 センター長

8 いまい ひろこ
班 今井 ひろこ/NPO法人 たじま海の学校 副代表

23 ひらくし たけし
班 平櫛 武/里山サバイバルクラブ

9 おおせ よしこ
班 大瀬 祥子/兵庫県立大学 地域創造機構 非常勤研究員

24 ふじわら よしみつ
班 藤原 良光/兵庫県立夢前高等学校 校長

10 おおひら かずひろ
班 大平 和弘/兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 講師

ほった かな
25
堀田 佳那/公益財団法人 ひょうご環境創造協会 環境技術事業
班
本部 環境調査課

11 からつ しゅうへい
班 唐津 周平/NPO法人 しゃらく

まんげつ たかし
26
満月 卓/兵庫県 農政環境部 環境管理局 温暖化対策課 副課長
班
兼班長

12 くまべ やすはる
班 隈部 康晴/兵庫県 農政環境部 環境管理局 環境整備課 主査

27 みずの これきよ
班 水野 是清/兵庫県立南但馬自然学校 主任指導主事

13 こうづき さやこ
班 上月 さやこ/兵庫県 教育委員会事務局 高校教育課 指導主事

28 やまもと りゅういち
班 山本 竜一/兵庫県 農政環境部 環境管理局 水大気課 課長

14 さわだ よしひろ
班 澤田 佳宏/兵庫県立淡路景観園芸学校 准教授

わたなべ まり
29
渡辺 真理/NPO法人 あまがさき環境オープンカレッジ
班
副理事長

15 しんみ みつる
班 新見 満/兵庫県 農政環境部 環境創造局 鳥獣対策課 班長
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学生企画の紹介
今年のユースecoフォーラム開催に向け、高校生、大学生の学生企画委員（10名）とオンラ
イン会議やリアル会議を通して企画を考えてきました。本日の司会進行や受付などの運営は学
生企画委員の手によります。
また、それぞれの学生企画委員が環境を良くするために自分たちに何ができるかを考えた結
果、３つの学生企画を実施することになりました。学生企画の展示もご覧ください。

ごみから作るエコツリー

【メンバー】
駒倉 璃弥
小原 樹聖
井住 啓大
神岡 宏輔
藤居 晃斗
中村 真人

淡路島で拾ったごみを素材にツリーを作ることで、
淡路島に流れ着くゴミの種類をわかりやすく表現し
ました。どうやっ
てこれらはゴミに
なったのか。観光
客や漁業で出た
ごみなのか・・・。
そういったことも
考えながら作った
ツリーです。

リユースショップの活用法
兵庫県内のリユースショップなどのリサーチや、実
際にリユースショップを利用してものを売ってみた
結果や感想などをまとめて発表します。
リユースショップを
実際に利用し、自分
たちの感じたことや
考えたことを発表す
ることで、より多く
の人がリユースショ
ップを利用してゴミ
の少ない社会を目指
します。

おうちで育てる観葉植物
観葉植物を育てることによってどのような効果が得
られるのかを、植物ごとに分類して私たちがお伝え
します！！
身近に植物を置く楽しみに加
え、植物についての興味を持
ち、庭、公園、地域環境とい
った行動の輪をどんどん広げ
ていただき、環境保護活動の
一歩になることを目指してい
ます。

（県立農業高等学校）
（県立農業高等学校）
（滝川高等学校）
（滝川高等学校）
（吉備国際大学）
（吉備国際大学）

［メンバーからの一言］
ツリーのデザインに苦戦しました。
ぜひ会場に展示してあるツリーを
見てください。

【メンバー】
今岡 紗碧
前中 夕奈
駒倉 璃弥
小原 樹聖
井住 啓大
神岡 宏輔
藤居 晃斗
中村 真人
辻本 楓
塩濱 聡子

（県立兵庫工業高等学校）
（県立兵庫工業高等学校）
（県立農業高等学校）
（県立農業高等学校）
（滝川高等学校）
（滝川高等学校）
（吉備国際大学）
（吉備国際大学）
（甲南女子大学）
（甲南女子大学）

［メンバーからの一言］
リユースショップの魅力を伝えられるよう学生企画
委員みんなで取り組みました。

【メンバー】
辻本 楓
塩濱 聡子
今岡 紗碧
前中 夕奈

（甲南女子大学）
（甲南女子大学）
（県立兵庫工業高等学校）
（県立兵庫工業高等学校）

画像出典「photo AC https://www.photo-ac.com

［メンバーからの一言］
育てたくなるような紹介
の仕方をたくさん話し合
い、私たちが育てたい観
葉植物をお伝えしたいの
で是非ご覧ください！！

[学生企画委員（10名）]
今岡
小原
藤居
塩濱

紗碧（県立兵庫工業高等学校）
樹聖（県立農業高等学校）
晃斗（吉備国際大学）
聡子（甲南女子大学）

前中 夕奈（県立兵庫工業高等学校）
井住 啓大（滝川高等学校）
中村 真人（吉備国際大学）
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駒倉 璃弥（県立農業高等学校）
神岡 宏輔（滝川高等学校）
辻本 楓（甲南女子大学）

グループディスカッション
ポスター展示エリア

7班

15班
23班

１班

8班

16班
24班

2班

9班

17班

3班

10班

18班

19班
27班

5班

12班

20班
28班

6班

13班

21班
29班

14班

22班

ポスター展示エリア

オープニング：自由席(一部指定席があります。※指定席には椅子に団体名の
席札を貼っています。)
グループディスカッション：班でお座りください。
※班は本プログラムに挟み込んでいる参加者名簿をご覧ください。
第３回ひょうごユースｅｃｏフォーラム （令和３年12月22日）
編集発行
兵庫県 農政環境部 環境創造局 環境政策課 活動支援班
〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10-1
ＴＥＬ:078-362-9895 FAX:078-362-4024
電子メール： kankyouseisakuka@pref.hyogo.lg.jp
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出 入 口

11班

席

4班

者

26班

引 率

ステージ

25班

