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兵庫県森林ボランティア団体連絡協議会とは 
 

県内には、森林ボランティア団体が多数結成されてい

ます。活動場所も森林整備の方法も違いますが、身近な

森林や自然環境を守っていきたいとの思いは同じです。 

各団体が更なる活動を展開していくために、森林整備

の技術、安全対策、企画運営、人材育成など団体間の情

報交換や交流を進め、研鑽していくことが必要であると

考え、平成１７年に開催された「兵庫県森林ボランティ

ア大会」を契機に設立されました。 

各団体の研鑽とともに、森づくりイベント等を通じて

森林の大切さを呼びかけ、森林ボランティア活動の輪を

社会全体へ拡げ深めて、県民総参加の森づくりを進めて

います。 

 

 

 

      代表理事 桑田 結 ＜（一社）ブナを植える会＞ 

            令和４年１０月現在 会員数 ６４団体  

 



令和４年10月現在
地域 番号 団　体　名 活　動　地 ページ

1 特定非営利活動法人　あいな里山茅葺同人 神戸市東灘区森北町　甲南女子大学学校林 1

2 神付・産土の森の会 神戸市北区大沢町神付 2

3 神戸学園都市高塚山を愛する会 神戸学園都市高塚山と長坂ヒロコバの丘 3

4 こうべ森の学校 再度公園を中心とした神戸市有林 4

5 獅子ヶ池を美しくする会 獅子ヶ池周辺（神戸市長田区一里山他） 5

6 特定非営利活動法人　社会還元センター　グループわ しあわせの村他、神戸市内各地 6

7 特定非営利活動法人Co-Creation このゆびとまれ 神戸市兵庫区天王町1丁目（権太夫大神）他 7

8 JUON(樹恩）NETWORK関西・中国 全国各地、主たる活動地は京都。兵庫 8

9 特定非営利活動法人 ひょうご森の倶楽部
兵庫県下全域の19箇所（養父市(2箇所)、たつの市(2箇所)、市川町、多可町(2箇所)、
丹波市(2箇所)、丹波篠山市、猪名川町、川西市、加古川市(2箇所）、三木市(2箇
所)、神戸市(3箇所）

9

10 フォレスター松寿 神戸市東灘区森北町（甲南女子大北部山林） 10

11 一般社団法人　ブナを植える会
但馬地方…北但西部（鉢伏高原・おじろスキー場など）
神戸市…東お多福山・六甲ブナ・六甲山系グリーンベルト整備事業

11

12 ぼうかプロジェクト 神戸市灘区渦が森 12

13 ほくら～ととや森の世話人倶楽部 岡本（保久良神社）～森北（魚屋道登山口）の六甲山背山の登山道沿い 13

14 雌岡山梅林を育てる会 神戸市西区神出町　　　雌岡山東山麓4，9 14

15 山田の里グリーンクラブ 神戸市北区日の峰2丁目隣接の里山林 15

16 よこおみち森もりの会 神戸市須磨区横尾　横尾山中腹及び友が丘　南西部の森林・緑地 16

17 六甲山を活用する会 六甲山ビジターセンター周辺 17

18 あまがさき山仕事体験隊
①青少年いこいの家(猪名川町)　②高原ロッジ・メープル猪名川(猪名川町)の施設内
里山　③「宝塚自然の家」の施設内里山　④甲山神呪寺(四国88ヶ所巡りコース)

18

19 川西里山クラブ 川西市黒川奥滝谷（妙見の森） 19

20 菊炭友の会 川西市黒川桜の森及びその周辺 20

21 こしきいわの森を育てる会 西宮市越木岩神社社叢林 21

22 コミュニティひばり　環境部会 宝塚市切畑字長尾山 22

23 ごもくやさん（三田中央公園森の会） 三田市中央公園、兵庫県立三田祥雲館高校の森 23

24 櫻守の会 宝塚市の里山公園２ヶ所、六甲山系グリーンベルト整備事業地３ヶ所 24

25 NPO法人里野山家 三田市酒井の里山 -

26 三田里山どんぐりくらぶ 三田市上槻瀬　ナナマツの森 25

27 大和フォレストクラブ 川西市大和第２、３緑地 (大和の森） 26

28 渓のサクラを守る会 川西市水明台１丁目、緑台６丁目の猪名川斜面７ｈａ 27

29 ナシオン創造の森　育成会 ナシオン創造の森　（西宮市国見台１号緑地） 28

30 東お多福山草原保全・再生研究会 六甲山地　東お多福山 29

31 東多田里山の会 川西市東多田字松が芝 30

32 特定非営利活動法人 兵庫森林サポートセンター 加東市平木　鴨川小学校裏の里山、加西市河内町の人工林 31

33 ブイブイの森クラブ 三田市狭間が丘1丁目地内 32

34 緑の環境クラブ 三田市立有馬富士森林公園　 33

35 虫生川周辺の自然を守る会 川西市清和台３丁目（東7緑地）川西市市有地約3ha 34

36 もりんちゅうの会 三田市けやき台、すずかけ台の緑地・公園・学校・企業の土地 35

37 ゆめほたるクラブ 国崎クリーンセンター山林（川西市） 36

38 神鋼かこがわ森の会 加古川市権現総合公園、三木山森林公園 37

39 兵庫ドングリ千年の森をつくる会 明石を中心とした兵庫県内 38

40 あびき湿原保存会 加西市網引町、南網引町（あびき湿原野生生物保護区等） 39

41 小谷城跡保存会 加西市北条町小谷字城山（通称城山） 40

42 特定非営利活動法人　北播磨生活応援団 どんぐりっ子の森・どんぐりっ子農園（加東市） 41

43 ボランティアグループ「未来の家」 三木市細川町蓮花寺国有林 42

44 太市の郷 姫路市太市地区 -

45 虹技　森林ボランティア 県立ゆめさきの森公園内（姫路市） 43

46 でるくいわーくす 神崎郡福崎町大貫地区内 44

47 林田町里山会 姫路市林田町 45

48 特定非営利活動法人姫路シーマンズクラブ 瀬戸内海域（家島群島） -

49 的形ふるさと里山会 姫路市的形町 46

50 特定非営利活動法人奥播磨夢倶楽部 奥播磨（宍粟市北区の里山、フォレストステーション波賀、ちくさ高原） 47

51 お太子木こりん 太子町　太子町総合公園 48

52 善定里山作りの会 たつの市新宮町善定 -

53 田和棚田交流人 佐用町　田和の棚田 49

54 みはらし会 たつの市御津町中島、朝臣、碇岩（みはらしの森） 50

55 ヤッホの森湿地を育む会 ヤッホの森　湿地およびその周辺　（たつの市揖保川町黍田） 51

56 特定非営利活動法人 上山高原エコミュージアム 美方郡新温泉町石橋 52

57 けびの森くらぶ 香美町村岡区柤岡（田ノ上、黒田、柤大池） 53

58 里山倶楽部『廻』（ＫＡＩ） 豊岡市日高町 54

59 大山上生産森林組合 篠山市大山 55

60 丹波おおやま里山オーナー会 篠山市大山新奥坪 56

61 丹波の森公苑里山倶楽部 丹波市柏原町　丹波の森公苑 57

62 平松区森林愛好会 丹波市春日町平松及び近隣の受託地 58

63 井手里山を守る会 淡路市井手 59

64 島を花と緑で埋める会 沼島（南あわじ市） 60

丹波

東播磨

兵庫県森林ボランティア団体連絡協議会会員団体

淡路

北播磨

中播磨

但馬

西播磨

神戸

阪神



団体HPのQRコード

 役員構成

 会員構成の特色

 会費等

 活動日

 活動内容

 活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

星島　明　（080-3833-1923)

連
絡
先

星島　明

080-3833-1923

hoshijima281074@gmail.com

biopark.asia/kayabuki/

男性11名、女性3名

年会費2,000円

基本的には毎週火・木・土曜日

学校林の林相整備（草刈り・枯損木処理・カシナガ対策等）
学校林内の簡易施設（転落防止柵・ウッドデッキ・ツリーハウ
ス等）の維持管理
あいな里山公園の茅場草地管理
あいな里山公園のイベント行事参加

 アピールポイントな
ど

環境の保全を図り生物多様性の復元を促がし、また公園内のス
スキの生育管理を通してエコロジーの展開（ススキ→茅活用）
を具体化する。
令和2年国土緑化推進機構全国育樹活動コンクール受賞

 会員数 正会員：14名

 団体名 特定非営利活動法人あいな里山茅葺同人

 活動地・フィールド
神戸市東灘区＝甲南女子大学学校林
神戸市北区＝国営あいな里山公園

 設立趣旨 身近な自然で子ども達が群れて遊ぶことができる環境づくり。

 設立年月日 平成20年10月21日

 代表者氏名 星島　明（ほしじま　あきら）

理事3名、監事１名

1ページ



団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数　 正会員：46名

里山林の整備を通じ歴史や文化の伝承、更に森で学び、遊び、地
域とふれあいながら健康を維持する

連
絡
先

谷口　富一（たにぐち　とみかず）

078-954-0190

kandukeubusunanomirinokai@yahoo.co..jp

http://kandukeubusunanomori.web.fc2.com/

設立年月日 平成20年2月23日

代表者氏名　 岩田　恪夫　（いわた　かくお）

会長・副会長・幹事・運営委員

団体名
（かんづけ・うぶすなのもりのかい）

神付・産土の森の会

設立趣旨

活動地・フィールド 神戸市北区大沢（おおぞう）町神付の私有林　約20ha他

男性36名、女性10名、平均年齢65歳

年間2,000円　

定例活動＝基本活動　毎月第2・4日曜日、
部会活動＝動力機活動他随時

定例活動＝手道具による下草刈り・除間伐・遊歩道整備・植樹、
動力機活動＝チェーンソーによる伐倒や刈払い機による草刈り、
自然観察・木工・炭焼き・キノコの各部会活動、環境体験学習の
受け入れ、自然観察会、安全講習会開催

〒651-1523　神戸市北区大沢町神付1348－2
神付ふるさと農園　気付

アピールポイントな
ど

１．都市圏に近く活動参加しやすい（ＰＫ・トイレあり）
２．地域住民や貸農園利用者と共に「農と林」が一体になって地
域活性化を目指す
３．森林資源を有効活用して活動する。

2ページ



団体HPのQRコード

 役員構成

 会員構成の特色

 会費等

 活動日

 活動内容

 活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

 会員数 正会員：38名、賛助会員：2名　

自然環境保全のみならず、介護予防や引きこもり防止、団塊世代者の居場所づ
くり等を念頭において、身近で眺望の良い高塚山と長坂ヒロコバ山の再生整備
により、地域住民の健康づくりや憩いの場として蘇らせ、学園都市のシンボル
とし、地域住民の交流、まちへの愛着を図る。

連
絡
先

内藤　富夫

080-5636-5810

tomio1205@hotmail.co.jp

facebook. 神戸学園都市高塚山を愛する会(QRコード参照）

 設立年月日 平成20年11月30日

 代表者氏名 内藤　富夫（ないとう　とみお）

会長１名、会計１名、幹事６名、監事１名

 団体名 神戸学園都市高塚山を愛する会

 設立趣旨

 活動地・フィールド
神戸市西区の市営学園都市駅から南徒歩約10分に位置する
高塚山（緑地3.4ha／32ha）と長坂ヒロコバの丘
（人工林3.7ha／13ha）。

男性26名、女性12名

年会費1,000円（保険代500円含む）
賛助会費(年間）個人1,000円、法人3,000円

ハイキング道：毎月第1日曜日、第2～第4水曜日、午前10時～12時
高塚山：毎週木曜日、第1・第3土曜日、午前10時～12時
長坂ヒロコバ丘：毎週火曜日、第2・第4・第5土曜日、午前10時～12時
自然調査：毎月第2・第4金曜日、　午前10時～12時。
花壇：毎週火曜・木曜・日曜、適時、午前9時～11時。
使用する道具（刈払機 ・ 剪定バサミ・ノコギリ・チェーンソー ・噴霧器等）

ハイキング道：草刈り、道の修復等。
高塚山：除伐、集積、散策道整備、下草刈り等。
長坂ヒロコバの丘：草刈、植林、植林育成等。
自然調査：高塚山内の植物相・蝶等の生息調査。
花壇：水遣り、花がら摘み、草引き、落葉清掃、施肥、花植え等。
その他、森のコンサート、高塚山展、自然観察会、木工クラフト、
初日の出初詣等の開催、及び小学校3年生の体験学習会受け入れ。

080-5636-5810

 アピールポイントなど

住宅地等に囲まれており、学園都市駅（標高100ｍ）から徒歩20分程で、明石海
峡等360度の眺望も楽しめ、高低さ80ｍほどの手ごろな高さにて、整備活動がし
易く、また、日々多くの老若男女が利用しているので整備活動に遣り甲斐を感
じられる。

3ページ



団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 会員 146名 （スタッフ 28名）

六甲山緑化100周年を機に、六甲の緑を更に豊かな森に育て
未来に引き継ぐため、活動を担う市民ボラの育成・賛同企業
からの活動支援と参画・行政からの活動地の提供と技術指導を
三本柱として設立

連
絡
先

神戸市建設局公園部森林整備事務所 気付

078-371-5937

morigaku@kobe-mori.jp

http://kobe-mori.jp/morigaku_hp/index.htm

設立年月日 平成15年11月3日

代表者氏名 佐藤 憲一（さとう けんいち）

代表・副代表・担当役員・事務局長・総務購買・会計書記

団体名 こうべ森の学校

設立趣旨

活動地・フィールド 再度公園 こうべ森の学校市民演習林（神戸市北区）

男性 103名、女性　43名

無

平日活動（毎週火・木・土曜日）
月例会（奇数月ー 第1土曜日、偶数月ー第3日曜日）

森林整備、木工工作、育苗・育種・植樹、自然観察
他方、東お多福山の草原再生・保全にも参画

神戸市建設局公園部森林整備事務所 気付　℡ 078-371-5937

アピールポイントなど

市街地に近いことから、未経験者も参加し易いよう、月例会を開催。
初参加者には、自作の安全マニュアルで講習を実施。
平成28年10月 全国育樹活動コンクール　農林水産大臣賞
平成28年12月 兵庫県くすのき賞
令和3年6月 兵庫県知事賞

4ページ



団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

設立趣旨

活動地・フィールド
神戸市長田区と須磨区の境界にある「獅子ヶ池」及び周辺
住所：神戸市長田区一里山町

男性20名、女性8名、区役所まちづくり課、西部建設、環境局等

無

年間計画（獅子ヶ池カレンダーを作成）により実施、毎月第2火曜日
（定例検討会）、次週日曜日（定例活動・里山つくり）

①毎月1回の里山整備活動（草刈り、除草等）
②地元中学校主催の総合学習活動の補助（ナラ枯れ被害の学習と対策
ほか）
③長田区南部地域の小学生及び地元小学生が行う「緑プロジェクト
（合同植樹会）」の補助活動
④セイタカアワダチソウ、アカミミガメの防除活動
⑤地元防災コミュニティが獅子ヶ池で開催する防災訓練への参加、獅
子ヶ池に植樹した桜の補植や追肥等

礒部　満（いそべ　みつる） （090-7493－0312）

アピールポイントなど

阪神淡路大震災直後、産業廃棄物が不法投棄され景観も台無しになっ
ていた獅子ヶ池を行政と地域住民の努力によって見事に復活した唯一
自然環境が残る「美しい獅子ヶ池」という宝物をこれからも未来ある
子どもたちに継承していける活動に地道に取り組んでいきたい。

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：28名、賛助会員：20名、地域参加者：200名

豊かな自然環境がいつまでも守られ、地域の皆様に親しまれる「美し
い獅子ヶ池」の保護活動に取り組む

連
絡
先

礒部　満

090-7493－0312

isobe@family.zaq.jp

設立年月日 平成18年6月17日

代表者氏名 会長　竹内　秀和（たけうち　ひでかず）

顧問2名、副会長5名、事務局長1名、書記2名、監事2名、
委員15名

団体名 獅子ヶ池を美しくする会
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

会員数 正会員：1,174名（内里山整備グループは26名）

神戸市シルバーカレッジの建学精神「再び学んで他のために」を実践
するために立ち上げ。卒業生を主体としたメンバー構成のもと、環
境・福祉・国際協力など多様な分野でボランティア活動を展開してい
る。

連
絡
先

田路　義弘

090-5888-5592

budem016@hi-net.zaq.ne.jp

http;//www.wa-net.jp/group-wa/

設立年月日
平成9年7月22日
（里山整備グループの立ち上げは平成22年6月から）

代表者氏名 南　謙二（みなみ　けんじ）

理事長1名、理事16名、幹事2名

男性16名、女性10名、シルバーカレッジ卒業生なので全員高齢者

1,000円

月4回（定例日）
他環境学習イベント実施及び協力など年間10日あり

通常の里山整備と並行して、近隣小学校3年生向け「自然環境体験学
習」の受け入れや、神戸市内の親子を対象とした「親子自然塾」を実
施。

田路　義弘

アピールポイントなど

１．里山整備で発生するコナラの間伐材を活用し、チップ化したもの
を使っての「カブトムシの産卵場所づくりから成虫までの生育観察」
を実施。
２．希少植物の保全活動。（ササユリ、シライトソウ、センブリ、ヤ
マラッキョや東洋ラン系など）

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名
特定非営利活動法人
社会還元センター グループわ

設立趣旨

活動地・フィールド
活動地＝神戸市北区しあわせの村、フィールド＝しあわせの村内の里
山林
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：10名、賛助会員：1名　

　現在、日本で、そして、世界で大規模な土砂災害や、風水害、地震災害が
多発しています。
それは、人類による過度な開発や環境破壊が原因の一つだと言われていま
す。
　日本では、少子高齢化により、空き家が増加し、山林や神社までも、放置
される状況にあります。
　神戸市兵庫区にある里山もそのひとつでした。
　平成26年ごろに活動を始める前は、竹や木々が無造作に生い茂り、林道も
進むこともできず、空き家の倒壊後の残材や倒壊しかけの空き家があり危険
な状態でした。
　そのままでは、山の保水力も低下し、土砂や残材の流出などにより市民に
迷惑をかけると思いました。
　祖先が守ってきた里山をなんとかできないかと、明石高専の学生や教授、
あかしのはらクラブという子供を中心とする環境保護の団体、地域の人たち
など多様な世代の交流の輪を通じて復興してきました。

連
絡
先

京橋　健一郎

yubitoma2019@gmail.com

https://www.yubitoma.org/

設立年月日 平成26年7月19日天王町竹林保全活動組織として任意団体として立ち上げ、令
和4年5月27日　特定非営利活動法人　Co-Creation このゆびとまれに移行

代表者氏名　 京橋　健一郎（きょうばし　けんいちろう）

理事長1名、副理事長1名、理事1名、監事1名、社員6名

団体名
特定非営利活動法人

Co-Creation このゆびとまれ

設立趣旨

活動地・フィールド 神戸市兵庫区天王町他

男性8名、女性2名

都度：大人500円、子供300円、年会費：3,000円、賛助会員1,500円

不定期　（主に土日祝）

里山などの自然環境の保全と意識啓発(竹林伐採や研修会の開催など）
里山遊びを通じて青少年の健全育成（竹細工や遊具の作成、ツリーハウスの
補修など）
文化、芸術又はスポーツの振興（音楽会やスポーツ、芸術祭等を里山で）

京橋　健一郎

アピールポイントなど

R1,R2,R3：兵庫区地域提案型活動助成対象、
R1：新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う子どもの安全な居場所確保のた
めの屋外活動への助成対象
R3：兵庫県　人間サイズのまちづくり賞　奨励賞受賞
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

会員数 正会員：526名、団体会員：96名　

中山間地域に多くの農林水産関係者との交流、出会い、助け合いを
通じて、新しい価値観とライフスタイルの創造を図る。

連
絡
先

重元　勝

090-7022－7220

m.shigemoto@gaia.oeonet.ne.jp

http://www.juon.or.jp/

設立年月日 平成10年6月

代表者氏名 生源寺　眞一（全国）　重元　勝（関西中国）

会長・副会長2名、理事16名、監事2名

団体会員が多い。農山漁村の方も多い

年会費4,000円、団体会員は10,000円以上

全国各地の企画に参加できるので毎週のように土日開催されている。

都市と農山漁村を結ぶ懸け橋・国産間伐材制「樹恩割り箸」の普及
活動。森林の楽校。森林ボランティア養成講座。田畑の楽校。エコ
サーバー認定で人材育成。過疎の廃校を活用したセミナーハウス支
援。全国各地での地域ブロック活動。各種プロジェクト活動の支
援。

重元　勝　（090-7022－7220）

アピールポイントなど
農山漁村との交流が多く、地域おこしの支援から地域移住する方な
ど多くの若い人が参画しています。全国の関連団体とのネットワー
クがあり、多くの若者が育っています。

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 JUON（樹恩）NETWORK関西・中国

設立趣旨

活動地・フィールド 全国各地、主たる活動地は京都。兵庫
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

会員数 正会員・家族会員：300名

地球的規模で進行する自然環境の悪化に対して、その荒廃を食い止め、
種の存続につながる生物多様性を持続し、良好な自然環境を維持・保全
する為の森林保全に関する事業を行い、環境保全に寄与する。

連
絡
先

ひょうご森の倶楽部事務所

078-321-0049

moriclub@pearl.ocn.ne.jp

https://hyogo-morinoclub.jp

設立年月日 平成8年4月29日設立　⇒NPO法人認証　平成16年10月1日

代表者氏名 山下 廣行 （やました ひろゆき）

会長1名、副会長2名、運営委員18名、監事2名

男性250名、女性50名

入会金1,000円、年会費3,000円（家族会員500円）

各活動地が定期的（1回／月～4回／月）に活動している。

・森林整備活動（当倶楽部活動地において、それぞれの状況に応じた整備
　活動）
・森とのふれあい活動（自然観察会、木工教室、森林ツアーなど）
・教育研修活動（森林ボランティア講座等の一般市民を対象とした教育研修、
　活動地リーダー研修、動力機安全研修などの会員を対象とした研修）
・他団体・機関等の活動支援（市民団体、行政機関、事業者団体、企業などの
　森づくり活動支援）
・使用する道具（手鋸、鉈、剪定鋏、チェーンソー・刈り払機 ）

ひょうご森の倶楽部事務所　（078-321-0049）

アピールポイントなど
県内各地の多様（森・人・地域）な森づくり活動に参加できる。
「県民総参加の森づくり」を目指した人材育成事業に参加できる。

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 NPO法人 ひょうご森の倶楽部

設立趣旨

活動地・フィールド

兵庫県下全域の19箇所（養父市(2箇所)、たつの市(2箇所)、市川町、多
可町(2箇所)、丹波市(2箇所)、丹波篠山市、猪名川町、川西市、加古川
市(2箇所）、三木市(2箇所)、神戸市(3箇所）
活動地によって人工林、里山林、竹林など様々
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

設立趣旨

活動地・フィールド 神戸市東灘区森北町北部（ととや道　尾根筋沿い）

男性37名、女性3名

年会費1,000円

基本第1土曜日（年間11回）と　臨時作業6回

六甲砂防事務所より受託した植樹地の植樹・育樹活動や、登山道や遊
歩道整備による防災に役立ち且つ市民の憩いの場となるような「松寿
の森」づくりを行っています。
植樹会や樹木教室・お花見会などオープンイベントも開催。
会員だけではなく、地元の市民、高校生や大学生が幅広く参加してい
ます。

永井　唯晴  （090-5643-5208）

アピールポイントなど
活動地は古くからの登山道魚屋道（ﾄﾄﾔﾐﾁ）の尾根コース上にあり、防
災に強く市民の憩いの場として「松寿の森」を目指す。「愉しく、安
全第一！」をモットーに活動に励んでいます。一般参加者も大歓迎

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：40名、賛助会員：10名　

企業ＯＢ会阪神地区会員の六甲山の森林ボランティア活動として設立
「六甲山系グリーンベルト整備事業」の森の世話人としてスタート。

連
絡
先

永井　唯晴

090-5643-5208

nagai335@bcb.bai.ne.jp

http://forester.la.coocan.jp/

設立年月日 平成21年10月23日

代表者氏名　 永井　唯晴 （ながい　ただはる）

代表世話役／1名、副代表世話役（会計兼務含）／3名、
世話役／10名、監査役／1名　の15名

団体名 フォレスター松寿（しょうじゅ）
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

設立年月日 昭和55年10月20日

代表者氏名 桑田　結（くわた　むすぶ）

代表理事1名、理事3名、監事1名、評議員4名、役員5名

団体名 一般社団法人ブナを植える会

活動地・フィールド
但馬地方＝鉢伏高原、おじろスキー場、など10箇所以上
六甲山上＝最高峰台地、極楽茶屋跡、記念碑台周辺
六甲山麓＝鶴甲の森、東お多福山

設立趣旨 ＜豊かな自然の復元を願って＞鉢伏高原でブナの植樹を始めました。

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

桑田　結　（090-3166-9785)

連
絡
先

桑田　結

090-3166-9785

bunawouerukai.kobe@gmail.com

http://www.bunawouerukai.jp

男性30名、女性5名

年会費4,000円、寄付金として、ブナ基金があります

年間計画により実施、会報に記載、約40日
但馬行きは、日帰りと1泊あり
六甲山地は日帰り

ブナの育苗～植樹～育樹
環境体験学習の実施
　六甲山ビジターセンターの環境学習プログラム
　六甲山小学校、香美町立小代小学校
　みどりの少年団の交流集会
　関西スーパーマーケットのお客様植樹会
　関西スーパーマーケットの新入社員環境研修

アピールポイントなど
環境学習から森林ESDへ森林分野と教育分野の合流を目指します
平成20年4月、緑綬褒賞を綬章、その他多数の受賞あり

会員数 正会員60名、賛助会員5名　
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 ぼうかプロジェクト

設立趣旨

活動地・フィールド 神戸市灘区・東灘区（渦が森）

男性6名

500円

年間6日程度

生物多様性を意識した森林整備
使用する道具（刈り払い機）：動力機は講習受講者のみ使用

アピールポイントなど 現役世代が仕事とボランティア活動の両立をめざしています。

会員数 正会員：6名

フクロウが生息できるような生物多様性に富んだ地域とユニバーサル社
会の実現にむけて神戸で行動
　B：Biodiversity　　O：Owl can live　　U：Universal  Society
　K：Kobe　　　　　　A：Action　　　　　 Project

連
絡
先

赤井　裕

bouka-p@yahoo.co.jp

https://www.facebook.com/boukaproject/

設立年月日 平成31年1月1日

代表者氏名 新林　久  （しんばやし　ひさし）

会長1名、副会長1名、会計1名
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

副代表世話役（事務局長）　髙田　誠一郎

連
絡
先

副代表世話役（事務局長）　髙田　誠一郎

080-4230-1682

seiichiro.takata@gmail.com

http://hokura-totoya.seesaa.net/

男性　約100名、女性　約50名 （インターナショナルスクール カネディア
ン・アカデミイ エコクラブの中高生約30名含）

無

年9回程で、内1月末「ヤマザクラ一斉植樹会」及び4月初旬「岡本桜回廊を
巡るお花見ハイク」は一般参加型オープンイベントとして開催

倶楽部の活動エリアには先人が植えたソメイヨシノの桜並木が2筋あります
が、寿命の近い老木が多い状況です。その補植も兼ねた夢のある「岡本桜
回廊づくりプロジェクト」を目標として掲げ、岡本背山の登山道をぐるっ
と、日本古来の桜で根も深く、寿命も長いヤマザクラでつなごうと云う壮
大な計画を推進中です。

アピールポイントなど

「人をつなぐ・地域につなぐ・次世代につなげる」を活動理念として、
我々エリア団体間の連携が、地域社会や地域住民との連携活動として拡が
り、神戸らしい国際色豊かな且つ世代をも超えた森林ボランティア活動と
なり、将来の岡本桜回廊が地域に密着した憩いの場、所謂「ふるさと」の
ランドマークとなれば幸いです。
その過程に於いて、六甲山系グリーンベルト整備事業の認知度アップや身
近過ぎて見過ごされている都市山六甲山の素晴らしさ・大切さを次の世代
につなげて参りたく思っています。

設立年月日 平成26年8月8日

代表者氏名　 代表世話役　前田　勝典（まえだ　かつすけ）

世話役6名　＊代表1名、副代表（事務局長1名）、会計1名、
　　　　　　　　　　　書記1名、広報1名、監査役1名

会員数 会員団体　11団体・約150名、平均年齢50歳程

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 ほくら～ととや森の世話人倶楽部

活動地・フィールド 神戸市東灘区の岡本（保久良神社）～森北（魚屋道登山口）の六甲背山の
登山道沿い延べ約6ｋｍ

設立趣旨

神戸市東灘区内の保久良神社～魚屋道エリアで、六甲砂防事務所と兵庫県
他が進める六甲山系グリーンベルト整備事業の一環である「森の世話人」
活動に参加する市民団体・企業の有志が中期的な視野に立ってこのエリア
での色々な連携を目指すべく、集合体組織としての倶楽部として発足
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：14名

梅林の管理育成と環境美化及び保全整備を行い、一般の来訪者、近
隣の施設や老人ホーム、各種学校など多くの市民に憩いと癒しの場
を提供し、地域の交流を図り輪を拡げ深めていくことによって社会
に寄与することを目的とする。

連
絡
先

広報担当；山地　隆興

080-6133-1061

1061goroh@maia.eonet.ne.jp

https://ameblo.jp/1061goroh

設立年月日 平成15年12月10日

代表者氏名　 会長　大櫃　敦（おおひつ　あつし）

会長、会計、監査、広報

団体名 雌岡山(めっこさん)梅林を育てる会

設立趣旨

活動地・フィールド 神戸市西区神出町東　雌岡山東山麓4.9 

男性12名、女性2名　　　計14名

年会費2,000円

金曜日（年間約40日程度）午前9：00～正午

◎通常作業･･草刈機使用による草刈。梅林の整備、管理。剪定、整枝
（5，6月　10～12月）。施肥（1～2月）。苗木補植（1～2月）
◎環境整備作業･･遊歩道整備。ベンチの設置保守。倒木、枯れ枝の撤去。
◎イベント事業･･梅見食事会（2月下旬～3月初旬）。梅の実収穫祭（6月
初旬）開催。
◎一般来訪者、近隣施設、学校との交流・・「子供たちのみらいの森造
り」をテーマに梅林を通し自然体験、環境・校外学習。地元中学校「トラ
イやるウィーク」等への参画、積極的な支援と協力。
◎広報誌発行配布・・活動PR、新入会員募集に活用

会長:大櫃　敦（090-3868-2154）広報担当:山地　隆興（080-6133-1061）

アピールポイントなど

当会設立以来梅林の整備、再生に努め、大きな成果を上げ、眺望の良さ、
広さ、梅の本数の多さなどから関西でも指折りの梅林と自負できるように
なり、周辺登山道は環境省と兵庫県の「近畿自然歩道」に、又神戸市の
「太陽と緑の道」に指定されている。　H27(2015)神戸市民環境功労賞受
賞　R2(2020)兵庫県コウノトリ賞受賞・神戸市みどりを守る指導委員認定
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 山田の里グリーンクラブ

設立趣旨

活動地・フィールド 神戸市北区日の峰2丁目に隣接する里山林

男性11名、女性11名（女性が多いです。）

年会費 1,000円

原則：第1・第3日曜日、第2・第4火曜日（変更月有り）。9：00～12：00

１，通常活動
①里山林の整備・保全、②棚田の復旧・再生、③古代米の栽培、
④カブトムシの飼育。
　
２，特別活動、
①中学2年生「トライやる・ウィーク」2校。②小学3年生「環境体験学
習」、１・2学期、③親子参加の「体験型環境学習」、年3回、④神戸市
特別事業「神戸学生社会貢献スクラム」、5日～7日、2名～10名。

山田の里グリーンクラブ　代表　中村　節次

アピールポイントなど

１，環境体験学習のサポートと指導を中心に活動をしており、「森林環
境体験学習ボランティア」と自称しています。
２，住宅地・商業地に隣接しており便利な活動地です。
３，里山林2千㎡、棚田2千㎡、ため池500㎡、合計4千500㎡（1500坪）

会員数 正会員：20名、特別会員：2名　

里山林の手入れをする実践活動を通じて、自然環境保護と啓蒙、里山の
景観と文化の継承、併せて地域の人との交流を一層することを目的とす
る。

連
絡
先

中村　節次

TEL＆FAX 078-778-9412、090-2115-7357

dfnqx502@kcc.zaq.ne.jp

設立年月日 平成15年7月1日

代表者氏名 中村　節次（なかむら　せつじ）

代表・会計・幹事各1名、運営委員5名で役員会構成
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

設立趣旨

活動地・フィールド 須磨区横尾山、栂尾山の山腹及び友が丘の竹林

男性30名、女性11名

入会費無、年会費2,000円

毎週火曜日　及び　第1・3土曜日

横尾山法面のノジギクの育成、渡り蝶（アサギマダラ）が飛来する
フジバカマやヒヨドリバナの植栽。よこお野路菊の丘に隣接する雑
木林やその中の散策路整備。友が丘地区の荒廃した竹林の整備やツ
ツジの森づくり、地元自治会との協働作業によるシイタケ栽培。

持田（090-9712-4388）

アピールポイントなど

住宅地に近い六甲山系の葛や竹が異常に繁殖した雑木林に手を加え
て近隣の人達が手軽に自然に触れあえる場所を提供するとともに、
参加者の生きがいづくりや健康増進に貢献する。（葛で覆われてい
た法面が、こうべ花の名所に選定されています。）

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：40名、賛助会員：1名

須磨ニュータウンの周辺の放置された森・緑地をより多様な生態系
を持った土地にするとともに、良好な景観と人と豊かな自然とが共
生できる環境づくりを行う。

連
絡
先

持田　政幸

090-9712-4388

nrkt3887@hb.tp1.jp

http://nojigiku450.blog.fc2.com/

設立年月日 平成21年3月1日

代表者氏名　 持田　政幸（もちだ　まさゆき）

代表1名、副代表3名、運営委員5名、監事1名

団体名 よこおみち森もりの会
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：60名

１．記念碑台周辺を自然に親しめる環境として市民が活発に利用する。
２．六甲山自然保護センターを拠点に、自然環境を保全し生活文化を創造す
　　る。
３．「まちっ子の森づくり」を進め、「六甲山頂・森と歴史の散歩道」を普
　　及する。

連
絡
先

堂馬　英二

078-843-1494

https://www.rokkosan-katsuyo.com/

設立年月日 平成13年9月1日

代表者氏名　 堂馬　英二（どうま　えいじ）

代表幹事1名、幹事2名、監事1名

info@rokkosan-katsuyo.com

団体名 六甲山を活用する会

設立趣旨

活動地・フィールド 六甲山記念碑台周辺、「まちっ子の森」（当会の管理林）、森と歴史の散歩道

男性40名、女性20名など

2,000円

第2・4水曜日（環境整備）、第3日曜日（定例環境整備＆「家族でぶらっ
と六甲散歩」体験ツアー）。1月・6月・9月に環境学習プログラム実施。

１．六甲山の森づくり：「まちっ子の森」で森林再生、アセビ伐採調査、景観
　　整備。
２．「森と歴史の散歩道」の活用：四季の環境学習プログラム、自然体験会の
   運営。「散歩道」の定期点検・補修整備、「シュラインロードの石仏散歩」
   などモニターツアー運営。

堂馬　英二 （090-3288-0569）

アピールポイントなど

六甲山上でアセビ樹の伐採調査を続けて、「まちっ子の森」として景観
整備し、子どもたちの自然体験の場として活用しています。また、森林
ボランティア活動として隣接する近畿自然歩道の改修・整備にも着手
し、市民が安全・快適に散策できる「六甲山頂・森と歴史の散歩道」を
実現しています。シュラインロードの石仏見守り活動にも着手しまし
た。
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

設立趣旨

活動地・フィールド

第1～4の各土曜日で、下記の活動地
第1土曜日　青少年いこいの家（猪名川町）
第2土曜日　メープル猪名川
第3土曜日　宝塚自然の家（宝塚市）
第4土曜日　甲山神呪寺（西宮市）

男性18名、女性2名

正会員：年間1,500円、家族会員：年間500円

第1～4の各土曜日

枯れ山木・不要木の除伐、間伐、遊歩道の整備などひたすら里山整
備に取り組んでいます。

副会長　市場　充　（090－2103－6040）

アピールポイントなど
合言葉は、「あなたも山仕事を体験してみませんか」で初心者の方
歓迎します。

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：17名、賛助会員：3名

山仕事など里山保全活動を楽しみながら実践することを通じて、豊
かな自然の保全と創造に寄与する。あわせて、里山大好き人間の育
成を通じて自然環境保全の人材養成に寄与する。

連
絡
先

辰己　正美

06－6429－3743　（FAXも同じ）、090－8214－5659

ayfb4101@bcc.bai.ne.jp

http://blog.goo.ne.jp/amayamashigoto

設立年月日 平成10年4月1日

代表者氏名　 辰己　正美（たつみ　まさみ）

会長、副会長、会計、監査各1名、幹事若干名

団体名 あまがさき山仕事体験隊
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

設立趣旨

活動地・フィールド 活動地：川西市黒川奥滝谷　フィールド名：妙見の森

男性29名、女性6名

年会費1,000円

例会毎月3回⇒年間36回
臨時活動（必要に応じてその都度）小学4年生の「里山体験学習」5校、「環境
体験学習」1校、地域の「里山祭り」参加、春のエドヒガン観察会、秋の里山
散策、クヌギの植樹会、などを実施

1）クヌギの植樹（パッチディフェンスにより、活動地内に点在させてい
　 る。
2）桜谷の豪雨による浸食を防ぐためにいろいろな堰を組み合わせて、
  「出会いの妙桜」（エドヒガン）を守る。
3）絶滅危惧種「オオムラサキ」育成
4）ウリハダカエデの植樹テスト
5）伐採木の有効利用（薪の作成、シイタケ栽培、スエーデントーチ作成、
   バードコール・ウッドバーニング作成。

辻本　哲 （080-3858-1147)

アピールポイントなど

里山整備をすることにより生まれる副産物（薪の作成、シイタケ栽培、いろい
ろな木工製品など会員のアイデアから生まれ培われている)が、里山整備に大
きな力となり支えられていると思います。「里山の若返り」を目的に頑張って
います。

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：35名

本会は平成15年度から開始された川西市森林ボランティア講座の修了生
を中心に、自然に親しみながら、川西の里山の整備・管理活動を行い、
会員の親睦と健康維持などを目的として平成17年4月に設立されました。

連
絡
先

辻本　哲

080-3858-1147

ppkj90364＠maia.eonet.ne.jp

https://www.hitosato.com/kawanishi_satoyama_club/index.html

設立年月日 平成17年4月1日

代表者氏名　 辻本　哲（つじもと　さとる）

会長1名、副会長1名、事務局長1名、監査1名、運営委員6名

団体名 川西里山クラブ
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 菊炭友の会

設立趣旨

活動地・フィールド 川西市黒川　桜の森及びその周辺

男性30名、女性4名

年会費1,000円

毎週火曜日、第1、第3日曜日

中川　彰（090-3970-6688）

アピールポイントなど

会員数 正会員：34名

連
絡
先

中川　彰

電話・FAX　072-733-2026、携帯 090-3970-6688

nak@yo.rim.or.jp

https://kikuzumi.exblog.jp

1.絶滅危惧種エドヒガン他のサクラへの生育環境を整備
2.小学校教育での環境体験学習
3.里山体験学習への協力及びその実施
4.台場クヌギ林の育成保全及び菊炭の生産・啓蒙活動
5.川西市黒川地区振興策への参画

1.桜の森シンボルツリー「微笑み桜」と「長老桜」他の桜への
  生育環境整備
2.茶道で使用される菊炭及び薪の生産・販売により、活動資金
  を調達
3.クヌギの植樹（小学生がドングリを発芽させて育てた苗を桜
  の森に植樹する）

設立年月日

代表者氏名　 中川　彰（なかがわ　あきら）

34名

1.生物多様性豊かな、明るく元気な森になるように整備・保全す
る。
2.この森に自生するエドヒガン及び他の桜への生育環境を整える。
3.この森で市民が憩い、自然体験学習ができる環境を整備する。
4.炭焼き窯を築き、菊炭を焼き、その啓蒙活動をする。

平成17年3月16日設立　平成18年年8月黒川桜の森へ入山
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：186名、賛助会員：14名　

これまで地域社会の中で大切に伝えられてきた当地の自然環境を特徴
づけるヒメユズリハを始めとする兵庫県指定天然記念物の照葉樹林の
社叢を、先人から受け継ぎ、保全して、次世代に伝え、そして、この
照葉樹の森と共生することを目指した活動を行うことを目的とする。

連
絡
先

飯森　隆光

0798-31-0009

shamusyo@koshikiiwa-jinja.jp

http://koshikiiwanomori.blog.fc2.com/

設立年月日 平成28年4月6日

代表者氏名　 横田　茂（よこた　しげる）

会長1名、副会長3名、理事若干名、会計1名、監事1名、事務局1名

団体名 こしきいわの森を育てる会

設立趣旨

活動地・フィールド 越木岩神社社叢林

特になし

無

第1水曜日、第3土曜日

毎月2回の定例保全清掃活動を実施。廃材などを利用したシイタケ栽
培、ウッドワークなどを実施。昆虫観察会や、小学校の環境学習に合
わせてカブトムシの貸し出し。

0798-31-0009

アピールポイントなど 様々なイベントを通して、団体の紹介をし、会員を募集しています。
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

設立趣旨

活動地・フィールド 宝塚市　北雲雀きずきの森

毎週水曜日、第1,3土曜日、第2,4日曜日の何れか参加できる日の午前中

園路整備・草原など多様な生態系に応じた整備・環境学習支援・自然観
察会（月1回）・グリーンウッドドワーク

アピールポイントなど
元ゴルフ場であったため、多様な生態系が存在する。交通の便がよい。
駐車場、トイレ完備。北摂里山博物館に登録。

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：20名

自然を楽しみ・自然を理解し・森の緑環境の手入れを行うことにより、
自然を活かした学びの場、人と自然の出会いの場として皆で自然を守
る。

連
絡
先 cohibari2@gmail.com

https://takarazuka-community.jp/hibari/category/環境部会/

設立年月日 平成7年5月11日（但し北雲雀きずきの森での活動は平成19年より）

代表者氏名　

団体名 コミュニティひばり環境部会
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 ごもくやさん

設立趣旨

活動地・フィールド 三田市・中央公園と兵庫県立三田祥雲館高校

男性18名、女性9名

無

定例作業日：第1・第3水曜、第2土曜、3回／月（7月～9月夏休み）

中央公園の生物多様性を守るため、里山林の整備をおこなう。
１.希少動植物（ササユリ、キンラン、ギンラン、セトウチサン
   ショウウオなど）の保護を行う。
２.野生動物の生態観測を、定点カメラで行う。
３.自然観察会や巣箱つくりなどのイベントを開催している。
４.地域の小学校の野外学習会を指導・サポートする。
５.地域の高校と連携し、野生動物の定点観測を協働すると
    共に、高校内の里山林（竹林）の整備を行う。
６.年に3～4回、活動紙を発行して、市民への広報活動に
    努めている。

上村　哲三（代表者）（090-3616-8154）

アピールポイントなど
三田市民が親しむ「中央公園」に非常に豊かな自然がある事を、広く
知らしめていると自負している。

会員数 正会員：17名、賛助会員：10名　

中央公園の豊かな里山林を保全する

連
絡
先

上村　哲三

090-3616-8154

uemjunko@hotmail.co.jp

設立年月日 平成22年11月3日

代表者氏名　 上村　哲三（うえむら　てつぞう）

代表者1名、副代表1名、会計1名
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 櫻守の会

設立趣旨

活動地・フィールド

宝塚市内5ヵ所

宝塚市の里山公園2ヵ所･･･桜の園（亦楽山荘）、山手台
六甲山系グリーンベルト整備事業用地3ヶ所・・・ゆずり葉の森、青
葉台、武庫山の森

男性 88名、女性 16名、平均年齢 73歳

1,500円

年間計画により実施･･･定例活動：8回/月
他に　廃線跡草刈、環境体験学習支援　等　合計：約110日/年

1．里山整備活動：園内訪問者の安全対策（広場・園路の整備）、
    明るい森づくり活動、サクラなどの幼木の育成と植樹
2．環境体験学習支援（宝塚市内2小学校）
3．緑のＰＲ活動
4．研修会、親睦会

近藤　茂  （080-5709-3630）

アピールポイントなど

桜の園（亦楽山荘）は宝塚市の里山公園、その他の活動地は住宅地に
隣接しており、多くのハイカーや地域住民の皆さんが訪れていること
から、来園者の安全対策に注力して活動しています。
自分の体力と健康状態に合った作業に参加して、爽やかな汗を流し
て、楽しみながら健康維持と社会貢献活動を行っています。

会員数 正会員：104名

宝塚市の里山公園「桜の園」の開園時に植樹されたヤマザクラの保
護・育成を目的に設立しました。

連
絡
先

近藤　茂

080-5709-3630

kondo3410@suisui.ucom.ne.jp

https://www.sakuramori.net/

設立年月日 平成11年4月17日

代表者氏名　 近藤　茂  （こんどう　しげる）

代表1名、副代表1名、会計1名、運営委員6名
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

水谷　昇（みずたに　のぼる）

会長1名、副会長2名、会見1名

会員数 正会員：14名

活動地・フィールド 三田市上槻瀬　ナナマツの森

設立趣旨
本会は、会員の「里山を守り、育て、活かし、楽しみ、広げる」活動
を通して里山と親しみ、里山に対する理解を深めるとともに、会員相
互の交流を図り、里山保全意識の高揚を目指すことを目的とする。

設立年月日 平成10年2月10日

連
絡
先

団体名 三田里山どんぐりくらぶ

会長　水谷　昇（070ー4385ー2837、niboru2006＠gmail.com）

三田市里山のまちづくり課内

079－559－5226　FAＸ079-562-3555

nanamatunomori@yahoo.co.jp

http：//nanamatu.michikusa.jp/

男性12名、女性2名

年会費1,500円（ボランティア保険を含む）

毎月　第1日曜日、第3土曜日、第4金曜日、別途体験学習有り

活動地内の除間伐と台風などによる樹木の処理、ナラ枯れの処理、元
気松の育成、散策道の整備、及び休憩ベンチの整備や、イベントの参
加、高平小学校、高平幼稚園の環境体験学習支援など多岐にわたって
活動しています。使用する道具（チェンソー・刈払い機・薪割機・チ
ルホール・発電機・その他器具）整備点検等。軽自動車、運搬車も利
用

アピールポイントなど
ボランティア団体を立ち上げ20年を超えております。少人数での作業
のためチェンソー、刈払い機など動力機を使用しての活動では安全に
は細心の注意をはらい無事故できています。

代表者氏名　
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

設立年月日 平成23年4月1日

代表者氏名　 井浦　澄夫　（いうら　すみお）

会長1名、副会長1名、事務局長1名、監事1名、顧問（人数不定）

団体名 大和（だいわ）フォレストクラブ

活動地・フィールド
「大和の森」
川西大和西3丁目大和団地周縁緑地（川西市所有地　大和第2・3緑地）

設立趣旨
川西市大和団地周縁緑地を整備し、町の住環境向上を図るとともに、
周辺住民や子供たちが森林散策を通じて、自然と接する機会を創出す
ることを目的とする。

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

井浦　澄夫（090-4642-6219）

連
絡
先

井浦　澄夫

090-4642-6219

iura-sumio@jttk.zaq.ne.jp

http://dfc.sakura.ne.jp/

男性21名、女性12名

年会費1,000円

定例作業／毎月月曜日。
他に、イベント準備等、臨時活動日あり。（年間総活動日数／約90
日）

・森の整備活動／トウネズミモチ、クズ、イバラの除去。竹林伐採。
  エドヒガン、クヌギ、ナラガシワ植樹。ススキ草原の整備。山野草
  園の整備と移植。
・地域活動／地元小学校環境体験学習。近隣住民対象の散策会（年2
  回）。子どもを対象とした自然探索会（年2回） 。森のカフェ＆歌
  声カフェ（年8回）。地域イベント参加。
・オオムラサキ飼育、カブトムシ飼育、メダカ飼育、スズムシ飼育

アピールポイントなど
単なる森の整備から、住民が森の中で過ごす機会を増やすためのイベ
ント作業が比重を増しつつある。山野草育成、昆虫の飼育に近隣住民
の参加を呼び掛けている。

会員数 正会員：33名
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 渓（たに）のサクラを守る会

設立趣旨

活動地・フィールド 川西市水明台1丁目、緑台6丁目の猪名川斜面

男性15名、女性26名、男性会員の高齢化が進み、質的変化が不可避

年会費1,000円

年間を通じて毎週木曜日AM、春の一般公開などの臨時活動もありま
す。

・野生種のサクラ:エドヒガンの保護と植栽、春の一般公開
・環境体験学習：地元陽明小、緑台小3年生
・トライやるウィーク活動の受け入れ：緑台中2年生
・活動地約7haの生物多様性保全
・猪名川の投棄ゴミ回収など景観の保全にも取り組んでいます。

アピールポイントなど

・水明台エドヒガンの森が川西市天然記念物に指定（H23年9月）
  される
・環境省の「生物多様性の保全上重要な里地・里山」500選に指定
 （H27年）
・さくら功労賞、林野庁長官賞、県森林ボランティア活動賞など
  多数受賞
・桜の季節にはTV、新聞等で毎年報道されています。

会員数 正会員：41名、賛助会員：9名　

斜面約7haに自生するエドヒガンを保護し、猪名川の景観を回復する
ために活動を始めました。

連
絡
先

西澤　孟治

072-792-8861

takeji.nishizawa@rapid.ocn.ne.jp

https://www.hitosato.com/taninosakura/

設立年月日 平成20年6月19日

代表者氏名　 西澤　孟治（にしざわ　たけじ）

代表、副代表、会計、運営委員（5名）監事（2名）
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 ナシオン創造の森育成会

設立趣旨

活動地・フィールド 西宮市国見台１号緑地

男性10名、女性11名など

会費1,200円、保険料1,000円　

第2，4土曜日、第3木曜日　

①森を育てる活動：適度な陽の光が林床まで届くように増えすぎ
　た常緑樹除伐、草地を維持していくための草刈り
②森に学ぶ：会員自らが森林について学び、学んだことを次世代
　に環境学習を通して伝える
③森を楽しむ活動：森からの様々の恵みを利用し会員以外の人達
　と交流しながら森を楽しむ
④参画協働：みどり行政、他団体、地域との協力

中尾　利子   

アピールポイントなど
「ゆっくりでいいから確実な仕事」をモットーに森林からいろいろ
なことを学びながら活動しています。

会員数 正会員：21名

豊かな森を育て、次世代に引き継ぐと共に、自然に感謝する地域文
化を定着させる。

連
絡
先

中尾　利子

0797-62-1594

ntoshi69@gmail.com

https://www.nacion-souzounomori.com/

設立年月日 平成19年2月18日

代表者氏名　 中尾　利子　（なかお　としこ）

理事長1名、副理事長1名、会計1名、理事3名
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

会員数 正会員：7団体

本会は、兵庫県六甲山系の東お多福山のススキ草原の生物多様性の保
全と、生態系の維持・回復を図るとともに、本草原の環境学習・レク
リエーション機能を高め，東お多福山を草原の自然について学ぶこと
のできる場とすることを目的とする。

連
絡
先

武田　義明

090-1029-2175

takedayo@kobe-u.ac.jp

https://otahuku2016.wixsite.com/higashiotafuku

設立年月日 平成23年1月19日

代表者氏名 武田　義明（たけだ　よしあき）

会長1名、副会長2名、理事5名、監事1名

20,000円

年7回のササ刈り、2回のモニタリング、毎月1回の観察会

ササ刈り
植生モニタリング
観察会

武田　義明　連絡はメールが望ましい。

アピールポイントなど
ササ刈りの結果、草原生植物の種数が増加し、ススキの被度が増加
し、生物多様性がやや回復した。また、ネザサによって大阪湾の眺望
が妨げられていたが、ある程度回復することができた。

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 東お多福山草原保全・再生研究会

設立趣旨

活動地・フィールド 六甲山系東お多福山　
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

設立趣旨

活動地・フィールド 川西市東多田字松が芝

男性27名、女性4名

1,000円

毎週土曜日、月曜日

1．立ち枯れ、倒木の処理　
2．アラカシ等常緑樹の伐採処理
3．コナラ林育成
4．ナラガシワの植樹育成

090-8366-4597

アピールポイントなど
住宅地に隣接していることや能勢電鉄多田駅より徒歩15分程の交通の
便がよく舎羅林山ハイキングの入り口でもある。5種類の桜他大木が
多く里山の雰囲気が楽しめます。

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：31名、賛助会員：1名

荒れた里山を周辺住民やハイカーの皆さんの憩いの場となる「まち
山」、或いは近隣小学校の里山体験学習林として再生、整備する。

連
絡
先

逸見　敬二

090-8366-4597

kjhemmi@hera.eonet.ne.jp

http://shararin-forest.blogspot.com/

設立年月日 平成31年1月17日

代表者氏名　 田中　高 （たなか　たかよし）

会長、副会長、総務、会計、会計監査

団体名 東多田里山の会
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：10名、賛助会員：1名　

自然環境の荒廃に対して、森林整備事業、森林の保全に関する普及啓
発及び間伐材などの有効利用の促進に関する事業を行い、環境の保全
に寄与することを目的とする。

連
絡
先

森松　信夫

06-6429-8530

hforestsc@gmail.com

https://hforestsc.wixsite.com/hforestsc

設立年月日 平成27年11月20日

代表者氏名　 中西　雅彦　(なかにし　まさひこ)

理事長1名、副理事長2名、理事2名、監事1名

団体名
特定非営利活動法人

兵庫森林サポートセンター

設立趣旨

活動地・フィールド
加東市平木　鴨川小学校裏の里山(播州清水寺所有林)
加西市河内町の人工林

男性11名

年会費：正会員3,000円、賛助会員2,000円

毎週土曜日は定例活動、その他の日に臨時活動日を設定する場合があ
ります。

下刈り・除伐・間伐・搬出等の森林整備活動とイベント等の普及啓発
活動

事務局または森松　（090-8378-8507)

アピールポイントなど
動力機械を積極的に使用した除間伐・搬出ができる
(動力機械を使用しない会員も加東市の里山で募集中)

31ページ



団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：35名(令和4年8月現在)

市街地に残され放置された里山林を市民が気軽に楽しめる里山公園
にしよう

連
絡
先 下記HPのお問合せフォームからお願い致します。

https://www.hitosato.com/buibuinomori_club/

設立年月日 平成29年3月1日

代表者氏名　 田中　誠和

代表1名、副代表1名、運営委員4名　(令和4年度)

団体名 ブイブイの森クラブ

設立趣旨

活動地・フィールド 三田市狭間が丘1丁目地内　南公園

男性22名、女性13名

年会費500円

第1・4土曜日　第2・3金曜日　各9-12時

・竹や常緑樹の伐採、笹刈りなど生物多様性を復活させる取り
　組み
・公園内の遊歩道の整備と散策者の為の休憩場所の設置、整備
・近隣校園の環境学習の支援活動

アピールポイントなど
市民・子供たちの環境学習を支援し、生物多様性の理解を深めても
らえるよう公園内をゾーン設定し、棚田跡保全、竹林整備保全、池
と森との創造、調和等多面的な整備を行っています。
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：60名

三田市の自然環境保全、小中高生に対する環境教育

連
絡
先

岩崎　幸一

079－562-3493

sanjisanba6963@jcom.zaq.ne.jp

http://www.hitosato.com/midorikc/

設立年月日 平成9年4月1日

代表者氏名　 北田　香菜子（きただ　かなこ）

代表1名、副代表1名、会計1名、作業リーダー6名

団体名 緑の環境クラブ

設立趣旨

活動地・フィールド 三田市立有馬富士森林公園、兵庫県立有馬富士公園

年会費：個人会員1,000円、法人会員10,000円

7～8月を除く水・土曜日の9：30～12：00

兵庫方式による三田市立有馬富士森林公園内の整備（常緑樹間伐、
下草刈り）
小中高生への環境教育、キノコ観察会、シイタケ菌打ち体験会、
ありまふじフェスへの出店

岩崎　幸一　（079－562-3493）

アピールポイントなど
自然の中での作業を通して健康増進がはかれる。
各人がチームワーク優先で気持ちよく活動をしている。
交流のための楽しみの機会づくりにも注力している。

33ページ



団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：31名、賛助会員：4名　

虫生の森を生物多様性の維持のため常緑樹を適度に伐採しし、木漏
れ日の差し込む明るい森にして希少な生物を保護して、住民の憩い
の場にしたい。

連
絡
先

菅原　八重子

info@musyunokai.com

https://www.musyunokai.com

設立年月日 平成23年7月11日

代表者氏名　 菅原　八重子（すがはら　やえこ）

会長1名、副会長2名、会計1名、会計監査1名

団体名 虫生川（むしゅうがわ）周辺の自然を守る会

設立趣旨

活動地・フィールド 川西市清和台3丁目（東7緑地）川西市市有地約3ha

男性19名、女性12名

1,000円

月4～5回で、主に月・火曜日（活動時間は9～12時）

・まち山「虫生の森」の整備で常緑樹を適度に伐採、希少種の保
　護、増殖、外来種の伐採・作業道（のち遊歩道）の整備、点検、
　補修
・清和台2校の小学校3年生の環境体験学習と中学校2年生のトラ
　イやるウィークの受け入れ、住民対象の日曜体験会の開催
・シロバナウンゼンツツジの花の見ごろに公開しています。

菅原　八重子

アピールポイントなど

シロバナウンゼンツツジの公開、遠くに行かなくても住宅のすぐ傍
で見れる。毎年4月15日から、約１週間公開しています。虫生の森
は、希少種が多く自生しています。日曜体験会（毎月第2日曜、1
月・8月はなし）に植物観察会も開催しています。令和3年6月に兵庫
県環境保全功労者知事賞を受賞しました。また活動地は、川西市の
コナラ群落で特別天然記念物に指定されています。
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名
森を守り育む市民団体
『もりんちゅうの会』

設立趣旨

活動地・フィールド
三田市すずかけ台阿弥陀堂の森、けやき台の公園、周辺緑地、学
校、企業の土地。木器下山宏様の山林田畑。

男性30名、女性3名

入会金1,000円　年会費1,000円

第1、第3日曜日及びその他随時活動日あり

草刈り、枝打ち除間伐

アピールポイントなど
令和元年から木器の下山宏様の170年経った萱葺き古民家を中心に8
つの溜め池、圃場整備のされていない戦前の田畑を含む森林も活動
フィールドに加わった。

会員数 正会員：33名

三田市すずかけ台阿弥陀堂の森、けやき台の公園、周辺緑地、学
校、企業の土地を中心に草刈り、除間伐、植栽を通じて　森を守り
育む市民活動を行う。

連
絡
先

二口　力（ふたくち　ちから）

079-501-7823、090-5366-2311

futakuchi.chi@art.zaq.jp

          　　  

設立年月日 平成25年2月3日

代表者氏名　 二口　力　（ふたくち　ちから）

副代表　紺本 直　（こんもと　すなお）　監査役　青栁 二郎
（あおやぎ　じろう）
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：40名

国崎クリーンセンター啓発施設において市民の活動の場を提供する
ために設置された登録制度です。環境を意識し、環境への配慮がで
きる人を育成すること、自然、文化、歴史などの地域資源を活用
し、人と地域の活性化を促すことを目的としています。

連
絡
先

森脇　由佳

072-735-7282、080-1502-8303

y-moriwaki@kunisakicc.jp

www.kunisakicc.jp

設立年月日 平成22年1月31日

代表者氏名　 関野　正　（せきの　ただし）   

事務局長1名、副局長1名、理事4名

団体名 ゆめほたるクラブ（ゆめほたる里山クラブ）

設立趣旨

活動地・フィールド
国崎クリーンセンター敷地内山林（川西市）＊広葉樹林・一部人工
林

男性33名、女性7名

無

定期活動日：第1・第3木曜日、第4日曜日

1.防獣柵の管理　　2.エドヒガンの保全他森林保全　　3.市民対象
イベント（観桜会、バードウオッチング、森遊びなど）

072-735-7282

アピールポイントなど

活動地は川西市指定文化財のエドヒガン群落や間歩群落があり、ま
た陸性のヒメボタル生息地でもあります。保全活動を通して植生の
みならず、自然遺産・産業遺産の保全にも貢献しています。
また、セミナーなど実施できる施設もあり、セミナーを実施して里
山保全関連について学びながら活動を進めています。
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 神鋼かこがわ森の会

設立趣旨

活動地・フィールド 加古川市権現総合公園・兵庫県立三木山森林公園の雑木林

年会費1,000円

○加古川市権現総合公園：毎月 第2木曜日、年1回　研修会含む
○県立三木山森林公園：年2回　4月20日、11月9日

森林整備と指導、薪作り、椎茸栽培、かぶと虫育成、木工教室
森とのふれあい会開催、活動広報誌の発行、研修会の開催

神鋼加古川体育館内　事務局（079-436-1294）

アピールポイントなど
35名の会員数、平均参加者25名、他の団体ボランティア活動者・経験
者が多い、個々人が何かの技術を持っている。
第1木曜日：運営会議、年1回：総会の実施

会員数 正会員：35名、賛助会員：14名

　定年退職の仲間が、生きがいを森林整備を通じて見出そうと集まっ
た。日頃使っていない筋肉を動かすことによる老化防止、樹木のなか
で森林浴等、活力・健康の確保を目的とした。

連
絡
先

宮本　博美

079-436-1294　

h.miyamoto2094＠gmail.com

設立年月日 平成25年12月27日

代表者氏名　 宮本　博美（みやもと　ひろみ）

総務部長・森林整備部長・森の会事務局
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

会員数 正会員：471名

「今できること　私たちにできること　そして未来につながるこ
と」の発想から生まれた、身近な環境づくり活動です

連
絡
先

佐土原　大輔

078-913-2385

techno@techno1988.com

http://www.donguri1000.org/index.html

設立年月日 平成13年3月

代表者氏名　 佐土原 大輔 （さどはら だいすけ）

会長1名、事務局長1名、会計1名、役員14名

男性60％、女性40％

500円/株

年間30日程度

4月植樹会：約2年間育苗した苗木を会員（約150名参加）と植樹
10月どんぐり拾い：明石公園にて会員（約60名参加）とどんぐりを
拾う
11月下草刈り：植樹地を5年間管理（役員20名程度）

佐土原　大輔　（078-913-2835 テクノプロ内）

アピールポイントなど
過去の実績より、各地域で植樹を実施する事で団体・地域との交流
が生まれる

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 兵庫ドングリ千年の森をつくる会

設立趣旨

活動地・フィールド

どんぐり拾い：明石市（明石公園）
苗木育苗：神戸市西区、姫路市
植樹：丹波市（平松区森林愛好会）
育苗：宍粟市（フォレストステーション波賀）
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

設立年月日 平成25年3月14日

代表者氏名　 山下　公明（やました　きみあき）

会長1名、副会長1名、保全役員6名、監事2名、顧問2名

団体名 あびき湿原保存会

活動地・フィールド あびき湿原（第1～第4の湿原約9,000㎡）の保全と周辺の整備

設立趣旨 数少ない湿原を、後世に残す為

山下　公明　（090‐8757‐6481)

連
絡
先

山下　公明

090‐8757‐6481

xinc94675@zeus.eonet.ne.jp

正会員35名、ボランティア会員15名

無

年間50日程度

9,000㎡の湿原保全と市内11小学校の環境学習、一般の来場者の案内
及び、年5回の植生調査

アピールポイントなど 間近で希少種の植物・昆虫が見られ、スマホで撮影出来る

会員数 正会員：35名
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：31名

①荒れ放題であった小谷城（室町中期、赤松氏築城）跡をふれあ
　いの森に甦らせる。
②先人の貴重な財産を次世代に引継ぐ

連
絡
先

長尾　敏昭

090-1449-9988

grjmm621@yahoo.co.jp

なし

設立年月日 平成23年1月23日

代表者氏名　 長尾　敏昭（ながお　としあき）

会長1名、副会長3名（うち1名は会計兼務）、顧問1～2名

団体名 小谷城跡保存会

設立趣旨

活動地・フィールド
加西市北条町小谷字城山（通称城山）
①遊歩道4m×1,800m（7,200㎡）②頂上：本丸跡～西小丸跡（8,000
㎡）

無

月1回（原則第3土曜日）、他臨時（山の変化等によりその都度連
絡）。ただし8月は休み

里山（ふるさとの森）整備、案内
・遊歩道整備（草刈り、下刈り、階段工設置・補修、手すり設
　置・補修等）
・大径木伐採
・展望台設置・補修
・標識看板設置、花壇整備

会長　長尾　敏昭　（090-1449-9988）

アピールポイントなど
本丸跡（標高218m）に辿り着くと明石海峡大橋を見渡せ、目を奪わ
れるような絶景が広がる。空気が抜群に美味しい。

40ページ



団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：15名　

兵庫県による「参画と協働」の理念に基づき、北播磨地域及び兵庫
県下の住民に対して、障がい(児)者及び高齢者に対する生活支援、
特産品による地域の魅力づくり、森林環境の保全、自然体験を通し
た子どもの健全育成に関する事業を行い、住み慣れた地域で暮らし
続ける為に、共に生きる社会づくりと地域コミュニティの活性化に
寄与する事を目的とする

連
絡
先

内橋　欣司

090-3167-9057

kitaharimachiiki@kha.biglobe.ne.jp

設立年月日 平成16年4月1日

代表者氏名　 内橋　欣司

15名

団体名 特定非営利活動法人北播磨生活応援団

設立趣旨

活動地・フィールド 加東市下久米字依藤野1227

1,000円

年間90日

森整備活動・自然体験活動(体験キャンプ・ピザづくり体験・バー
ムクーヘン体験・ドローン親子体験）、ドックランフィールド、
ファミリーキャンプ場の開設。

どんぐりっ子の森2022チラシに記載してあります。

アピールポイントなど
どんぐりっ子の森は、北・東播磨地域・福崎・三田・丹波篠山の小
学校にチラシを配布し、子ども達とその保護者が自然体験を行って
おります。
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

足立　宗男

連
絡
先

足立　宗男

mirai_ie@yahoo.co.jp

男性30名、女性28名

一口 5000円

年間計画により実施

竹林伐採、里山保全、子どもの自然体験及び観察

アピールポイントなど 環境学習、環境研究、若者のグループ（老人2名、10～20代 56名）

会員数 正会員：58名、賛助会員：40名　

団体名 ボランティアグループ「未来の家」

活動地・フィールド 三木市細川町蓮花寺国有林及びその周辺

設立趣旨
自然、社会、人を尊重し「互いに学ぶ」をテーマに自己の成長を目
指すことを目的とする。

設立年月日 平成16年8月1日

代表者氏名　 足立　宗男　（あだち　むねお）

代表1名、副代表2名、監事2名、役員5名
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：30名

CSR活動の一環として

連
絡
先

的場　勉

079-236-3257

t-matoba@kogi.co.jp

http://www.kogi.co.jp

設立年月日 平成27年4月1日

代表者氏名　 的場　勉 （まとば　つとむ　）

特になし

団体名 虹技　森林ボランティア

設立趣旨

活動地・フィールド
兵庫県姫路市夢前町寺2160-2
　　兵庫県立ゆめさきの森公園内

男性27名、女性3名

無

毎月第2土曜日

里山林の再生をめざした、雑木の伐採、間伐、下草刈り
遊歩道の整備、子供たちが水遊びができるよう小川の整備
ツリーデッキ、フィールドアスレチック等の遊具類の設置
巣箱の設置・新入社員教育

使用する道具（チェーンソー ・ 刈り払い機 ・ のこぎり・なた）下
線は教育受講者のみ

的場　勉　（090-5979-8385）

アピールポイントなど
ワーキングホリデーを楽しみながら、里山再生を進め、生物多様性豊
かで、子供たちの歓声が響き渡るような森づくりを目指す

43ページ



団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 でるくいわーくす

設立趣旨

活動地・フィールド 兵庫県神崎郡福崎町大貫地内

男性9名、女性3名

1,000円

2日間

里山林整備(2.2ha)
植栽・下草刈り

0790-23-1126

アピールポイントなど

平成15年度より県民局パワーアップ事業を活用させていただき、町指
定の文化財である相山古墳を中心とした里山の木を整理し、遊歩道を
設置・管理している。また、婦人会、消防団、自治会員等と共に植樹
会を行い、世代間交流を図った。

会員数 正会員：12名

(1)里山保全活動を楽しみながら実践することを通じて、福崎町の
「こころ豊かな花と緑のまちづくり」に寄与する。
(2)活動を通じて、地域住民の心の交流を図る。
(3)活動を通じて、地域の自然・歴史・文化を学び地域を愛する心を
はぐくむ。

連
絡
先

西島　修一

0790-23-1126

seitho@pearl.ocn.ne.jp

設立年月日 平成14年10月

代表者氏名　 西島　修一

会長1名、会計1名、会計監査1名
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：約100名

地域住民及びゆたりん（姫路市はやしだ交流センター）のお客との交
流

連
絡
先

三村　和美

090-7118-9138

kazu336ra@yahoo.co.jp

なし

設立年月日 平成21年3月29日

代表者氏名　 三村　和美（みむら　かずみ）

会長、副会長、書記局長、幹事

団体名 林田町里山会

設立趣旨

活動地・フィールド 林田町口佐見東山付近の里山

男性約90名、女性約10名

無

草刈り等　4～9月

里山ハイキング（月2回）、草刈り、樹木・枝の剪定

以下のとおり

アピールポイントなど 静かな自然での交流
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 的形ふるさと里山会

設立趣旨

活動地・フィールド 姫路市的形町の山々＝坂の山・大日山・青の山・高坪山・礒山　

男性22名、女性4名

年会費1,000円

毎月、第2・4月曜日の2回が原則、臨時作業日があります。

里山登山道の維持活動（草刈、雑木の伐採、坂道の階段整備と設置、
案内板、樹木名の名札取替え）。植樹・花の植栽。地域のこども園、
小学校、中学校との連携支援活動。諸団体との交流を推進。

船越 忠生（ふなこし ただお）（090-3272-0798）

アピールポイントなど

的形町は三方が100ｍ前後の山に囲まれており、各山の登山道沿いの樹
木に樹木名名札を取付けています。樹木名を見ながら登山していただ
き、頂上付近から姫路城が眺望でき、南は播磨灘の景色が満喫され心
が癒されます。時期によりますが、桜の名所、ツツジ街道、竹林街道
をウオークして下さい。

会員数 正会員：26名、賛助会員：2名　

昔の里山を復元させ町民の皆さんの健康、体力、コミュニティづくり
の一環として利用していただけることを目的に設立

連
絡
先

木原 薫

080-3762-2598

syrxm436@ybb.ne.ip

ＱＲコードを参照ください

設立年月日 平成20年4月1日

代表者氏名　 木原 薫（きはら かおる）

顧問2名、会長1名、副会長1名、会計1名、理事1名、指揮者1名
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：11名、賛助会員：25名　

ひらかれた住みよい地域づくりと地域活性化に寄与することを目的
とします

連
絡
先

和井　秀明

090-5969-3515

okuharima-jimukyoku@outlook.jp

https://okuhariyumeclub.grupo.jp

設立年月日 平成26年12月25日

代表者氏名　 理事長　春名　千代

代表理事1名、理事3名、監査1名

団体名 特定非営利活動法人奥播磨夢倶楽部

設立趣旨

活動地・フィールド
奥播磨＝宍粟市北区の里山、フォレストステーション波賀、ちくさ
高原

6,000円

年間計画により実施、会報に記載。約26日。

広葉樹の植栽、里山の保全管理、果樹園の管理、里山ワークショッ
プ

和井　秀明（わい　ひであき）　（090-5969-3515）

アピールポイントなど
会員の世代交代を図り、若い世代を中心に活動しています。持続可
能な里山林づくりを目指しています。
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：約20名　

公園内の里山に自然観察道を作り、子どもたちに自然体験を提供す
る。

連
絡
先

松岡　浩規

090-8538-3668

otaishi.kicorin@gmail.com

https://kicorin.weebly.com

設立年月日 令和3年4月1日

代表者氏名　 松岡　浩規(まつおか　ひろき)

団体名 お太子木こりん

設立趣旨

活動地・フィールド 太子町総合公園内　松ヶ下山

親子参加も多数

無

毎月第2日曜日　9:30 15:00

公園内里山「松ヶ下山」の整備保全(ヒノキ人工林・竹林・混合林)、
自然観察道設置

松岡　浩規　(090-8538-3668)

アピールポイントなど
公園という場所柄、子どもたちも入れて楽しく整備しています。
活動も公園ということをテーマにし、他団体と連携しながら子ども向
けにイベントなども開催・参加しています。
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

設立趣旨

活動地・フィールド 佐用町　田和の棚田

県内各地より幅広い年齢層で集まっています。

無

毎月第3日曜日(1・2・3月は冬休み) 9:30 15:00

棚田保全のため、畦や土手の雑草刈りや川掃除などの作業
遊休地を活用しての交流人の共同農園運営
地域の人たちや交流人相互の親睦をはかるための催しや交流会実施

松岡　浩規　（090-8538-3668）

アピールポイントなど 自然あふれる田和の棚田でのんびりと活動しております。

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：15名　

兵庫県佐用郡佐用町田和地域に居住する人たちと交流をはかりなが
ら、田和地域の棚田の公益的機能や美しい里山の景観を守り育てるこ
と

連
絡
先

松岡　浩規

090-8538-3668

h.matsuoka0917@gmail.com

https://tawa-koryubito.weebly.com

設立年月日 平成9年9月20日

代表者氏名　 松岡　浩規(まつおか　ひろき)

代表1名、副代表1名、会計1名、監査1名

団体名 田和棚田交流人
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 みはらし会

設立趣旨

活動地・フィールド
活動地：たつの市御津町中島、朝臣、碇岩（みはらしの森）
活動領域：雑木林

男性46名、女性5名

無

毎週日曜日（主な活動は第2、第4日曜日）

里山林整備・維持管理活動（遊歩道整備・草刈・雑木の伐採）
炭焼き・きのこ栽培（しいたけ・ひらたけ・なめこ）
森林体験学習実施活動（小学生を対象に四季に合わせた森の体験）
生ごみ堆肥化活動

塚本　敏昭　（090-3616-0431）

アピールポイントなど

平成24年度　ひょうご森づくり活動賞　受賞
みはらし会は、地域住民の協力のもと、森林整備や遊歩道の整備を
行っています。
また、みはらしの森は46haあり、日々の散歩や自然観察、ハイキング
に適しており、森の中に多くの古墳群があります。

会員数 正会員：51名　

うるおいのある環境づくりの一環として地域住民の憩える場の創出を
めざし、地域のイメージアップを図るとともに、住民の主体的な活動
を支援することにより新たな人のつながりとそれらの交流を促すこと
を目的とする。

連
絡
先

〒671-1392　たつの市御津町苅屋356-1
たつの市御津総合支所地域振興課　小林

079-322-1001

chiikishinko_m@city.tatsuno.lg.jp

－

設立年月日 平成15年7月1日

代表者氏名　 塚本 敏昭（つかもと としあき）

会長1名、副会長1名、会計1名、監事1名、幹事2名
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：19名

江戸時代に水田（隠し田）として利用されていた場所が湿地として
残っていたが、近年放置されたままになっていた。かって生育して
いた貴重な動植物がほとんど見られなくなっていたので、湿地の保
全と生物多様性を維持する必要性を感じ、会を立ち上げ保全活動を
開始した。

連
絡
先

田中　義則

0791-63-1874、090-8650-2393

tanaka.yoshinori@leto.eonet.ne.jp

設立年月日 平成28年9月1日

代表者氏名　 田中　義則　（たなか　よしのり）

代表1名、副代表2名、会計1名、監事1名

団体名 ヤッホの森湿地を育む会

設立趣旨

活動地・フィールド ヤッホの森　湿地およびその周辺　（たつの市揖保川町黍田）

男性11名、女性8名

無

毎月　第3日曜日

12～4月　湿地内の草刈りや侵入木本類の伐採・除去、周辺林内
　　　　 の整備
5～11月　湿地内の植生調査、湿地周辺の歩道の整備と草刈り

田中　義則　（090-8650-2393）

アピールポイントなど
江戸時代に水田（隠し田）として利用されていた場所が、今は貴重
な動植物が生育している湿地として残っている。湿地の貴重な動植
物の保全と多様性を維持しながら、環境学習などに活用していく。
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

会員数 正会員：94名、賛助会員8名

上山高原の自然再生を図る。人工林をブナ林に戻す。貴重な地域資源
を活用する。地元農産物の商品化を模索する。地域の自然、歴史、文
化を見直しながら、地域の活性化を図る。

連
絡
先

中村　幸夫

0796－99－4600

ueyama-eco@yumenet.tv

https://www.ueyamakogen-eco.net/

設立年月日 平成16年7月1日

代表者氏名　 中村　幸夫  （なかむら　さちお）

会長1名、副会長2名、役員12名、監事2名など

団体名
特定非営利活動法人

上山高原エコミュージアム

設立趣旨

活動地・フィールド
美方郡新温泉町上山高原のブナ林、ススキ草原、霧ケ滝渓谷、小又川
渓谷、積雪地域等

男性84名、女性18名

年会費2,000円

休館日以外、事前予約

①上山高原周辺の自然再生活動（人工林の間伐、ブナの育成、ススキ草
　原の拡大作業）
②自然環境を活用しての交流活動（自然観察、山野草、滝、渓谷、高原、
　ブナ林ほかハイキング）
③農産物の商品活動等
※自然再生作業に使用する道具（チェーンソー ・ 刈り払い機 ・ その他
　器具）

上山高原ふるさと館（上山高原エコミュージアム）　

アピールポイントなど

渓谷には、たくさんの滝、めずらしい滝がある（霧ケ滝、シワガラの滝、猿
壺の滝ほか多数）。上山高原は日本海、扇の山など、360度の眺望と銀色の一
大ススキ草原。ブナ林は、木肌の美しい新緑、燃える紅葉が魅力。雪景色で
のハイキング、雪遊び。イヌワシの棲息環境を持続するための草原化活動を
持続する。上山高原のススキ草原を維持、拡大しながら、ブナ林を中心にし
た自然景観を活用して、環境学習、観光利用など、活性化に向けて取り組み
を持続していきたい。イヌワシの棲息環境を持続させたい。
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役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 けびの森くらぶ

設立趣旨

活動地・フィールド 美方郡香美町村岡区柤岡

男性19名、女性12名

1,000円

4月～11月の第1日曜日、第2水曜日

里山整備・一般県民によるふれあい活動・環境学習等受け入れ・会報
発行

下記の連絡先へ

アピールポイントなど
活動は、3か所のフィールドを使い、参加者の活動を支援している。
11月には毎年、間伐材を使って炭焼きを行っている。

会員数 正会員：27名、賛助会員：4名　

里山を手入れすることにより、自然に対する意識や知識の向上を図
る。
自然に親しみ、田舎と都市との交流を図り、地域の活性化を図る。

連
絡
先

岸本　文枝（きしもと　ふみえ）

0796－95－0728

kebinomoriclub@gmail.com

https://www.facebook.com/kebinomoriclub

設立年月日 平成9年4月6日

代表者氏名　 濱田　昭文（はまだ　あきふみ）

会長1名、事務局1名、会計1名、監査1名、運営委員2名
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

設立年月日 平成28年4月5日

代表者氏名　 田村　伊津美（たむら　いつみ）

代表1名、副代表1名、会計1名、監査2名

団体名 里山 楽部『廻』(KAI)

活動地・フィールド 豊岡市日高町

設立趣旨 住宅に近い放置林を整備することで見通し・景観の良い地域づくり

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

田村　伊津美　（090-5551-7680）

連
絡
先

田村　伊津美

090-5551-7680

suisyo426@yahoo.co.jp

－

男性8名、女性3名

1,000円

毎月第1日曜日、第3水曜日、その他随時

１.竹林・人工林の整備（除伐、下草刈り、間伐）・保全
２.自然の恵みの活用（たけのこ掘り、間伐材を利用した木工工作）
３.自伐希望の所有者の支援

アピールポイントなど

定期的に講習を受講し、安全第一に女性や高齢者も無理せず出来る方
法で楽しみながら活動しています。
事務局は活動地から2～3分のところで、築150年ほどの古民家内にあり
ます。遠方の会員もおり、休憩できます。
森林活動の関連図書・資料は自由にご覧いただけます。
作業道具類（ヘルメット、のこぎり、剪定バサミは用意していま
す。）

会員数 正会員：11名
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

会員数 正会員：63名

組合員の共同により森林の経営等及びこれらに付帯する事業を
行い組合員の経済的社会的地位の向上を図る

連
絡
先

伊勢　隆雄

079-596-0023、090-6663-1089

taka_i_1118-s21@yahoo.co.jp

無し

設立年月日 昭和38年3月7日

代表者氏名　 伊勢　隆雄（いせ　たかお）

理事6名

男性6名など

無

不定期

里山整備として竹林整備、椎茸植栽、所有林の境界明確化（Ｇ
ＰＳによる）、松茸山再生事業、おかめ桜街道を立上げておか
め桜植栽、金山の整備

伊勢　隆雄

アピールポイントなど
地域限定活動としている為、森林に限らず耕作放棄地対策、空
き屋対策、地域限定農産物の生産販売等多岐に渡り活動

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 大山上生産森林組合

設立趣旨

活動地・フィールド 丹波篠山市大山上
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 丹波おおやま里山オーナー会

活動地・フィールド 丹波篠山市大山新奥坪

設立趣旨
長年放置された里山の整備・保全活動を通じて自然環境の復活と地
元と都市住民の交流を図る

設立年月日 平成15年4月1日

代表者氏名　 鮫島　祐彦（さめじま　まさひこ）

会長、副会長、会計、記録、事務局

会員数 正会員：17名、賛助会員：3名　

男性18名、女性2名

年会費：会員5,000円、賛助会員3,000円（正会員は振興会へ年間
15,000円の借地使用料が必要）

毎月第2日曜日、第4土曜日、その他随時

間伐、下草刈り、道づくり、花壇整備、ビオトープ、地元の園児、
小中学校の自然学習の場の提供、間伐材を活用した木工品作り、原
木椎茸の栽培、栗等の苗木の植樹

アピールポイントなど
間伐材を使って建設したあずま屋、作業小屋を中心に会員全員が和
気あいあいで共同で作業を行っている

事務局（後藤　明次）

連
絡
先

後藤　明次（ごとう　あきつぐ）

090－9095－5605

akitsugu510@yahoo.co.jp
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 丹波の森公苑里山倶楽部

設立趣旨

活動地・フィールド 兵庫県立丹波の森公苑

男性12名、女性10名

1,000円

1～2回／月（日曜日）・17日（年間活動日数）

公苑整備、栗の植樹、栗園周辺整備、シイタケ原木づくり、ジャンボ
門松づくり
丹波の森公苑事業「丹波縄文の森塾」活動支援（青少年健全育成活
動）

丹波の森公苑活動支援部森づくり課

アピールポイントなど 丹波の森公苑を身近な森・里山とすべく活動を行っている。

会員数 正会員：22名

森・里山を愛する者が集い、丹波の森公苑の里山を活動拠点として、
森・里山に親しみながら、守り育てる活動をみんなで考えながら進め
ていく

連
絡
先

岸　和民

0795－72－5169

koen17@tanba-mori.or.jp

https://www.facebook.com/tambano.morikouen.satoyamaclub/

設立年月日 平成15年11月8日

代表者氏名　 大西　修太郎　（おおにし　しゅうたろう）

会計1名、世話人若干名
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

会員数 正会員：23名

荒廃化する里山を守り、健全な里山環境を維持しながら人と自然がふれ
あい地域コミュニティーが形成されるフィールドを設ける

連
絡
先

伊藤　忠嘉、滝本　隆章

090-8829-3460、090-6910-2429

woody-ito@fork.ocn.ne.jp
takimoto.tami@outlook.jp

設立年月日 平成25年8月18日

代表者氏名　 伊藤　忠嘉　（いとう　ただよし）

会長1名、副会長2名、書記2名、会計1名、監査2名

男性21名、女性2名

3,000円

毎月第2、第4土曜日、日曜日及び作業内容に応じた不定日

・地域の森林を守る活動「整備する・活用する・育てる・管理す
　る」サイクルを回したSDGｓの実践
・除間伐、雑草木の下刈り
・竹林伐採、整備
・体験実習、里山散策等各種イベント開催
・森林資源の活用（間伐材、竹チップ、薪、椎茸づくりなど）
・伐採木を利用した生ごみ処理コンポスト「キエたん」の製作、
　販売

伊藤　忠嘉　（090-8829-3460）

アピールポイントなど

・丹波地域のモデルとなる里山づくり活動団体
・林野庁「多面的機能発揮対策活動事例集に掲載
・林野庁「グリ-ンパ－トナ-2022」に公表
・生ごみ処理コンポ「キエたん」の製作販売等SDGｓの実践的活動

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 平松区森林愛好会

設立趣旨

活動地・フィールド 丹波市春日町平松及び近隣の受託地
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 井手里山を守る会

設立趣旨

活動地・フィールド 淡路市井手「題目石」周辺

男性10名

3,000円

毎月第1・3土曜日

チェーンソー・刈り払い機を使って竹の伐採、草刈り、竹炭焼き、
シイタケ栽培、竹細工つくり、各種イベントに参加。
タケノコ掘りイベント開催。

位上　啓一

アピールポイントなど
森づくり活動賞、ボランティア団体功労賞を受賞。児童の環境授
業、学生の実習のサポート。

会員数 正会員：10名

共同活動を通じ、淡路市指定文化財「題目石」周辺の里山整備、竹
資源の有効利用

連
絡
先

位上　啓一

080-4240－8101、0799-85-2125

kei01106123@gmail.com

なし

設立年月日 平成21年9月9日

代表者氏名　 川上　皓久（かわかみ　てるひさ）

代表1名、会計1名
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団体HPのQRコード

役員構成

会員構成の特色

会費等

活動日

活動内容

活動日連絡先　

①担当者

②電話番号

③Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

兵庫県森林ボランティア団体プロフィール

団体名 島を花と緑で埋める会

設立趣旨

活動地・フィールド 南あわじ市沼島

無

年間6日間程度

沼島周遊路草刈り、道路花壇の管理

アピールポイントなど
四季を通じて自然を楽しむことができるよう周遊路清掃や花壇整備
を行い、地域住民だけでなく観光で来島される方々にも楽しんでい
ただけるよう整備に努めている。

会員数 25名程度

松くい虫被害の里山林の蘇生と住環境の整備を行うことにより、
「自分たちの地域は自分たちで守る」の原点に立ち、植樹・除伐・
下草刈・花壇の整備等の活動により、沼島の緑化を図る。

連
絡
先

三谷

0799-57-0001

nushima_kc@city.minamiawaji.hyogo.jp

なし

設立年月日 平成10年12月10日

代表者氏名　 伊藤　茂（いとう　しげる）

会長1名、会計1名、監事2名
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兵庫県森林ボランティア団体連絡協議会（以下協議会）の活動 

 

本協議会は、各会員（協議会入会団体）間の情報交換や交流を進め、森林整備の技術、

安全対策、企画運営、人材育成、学習活動、普及啓発などを研鑽することにより、活動の

輪を社会全体に拡げ深めていくことを目的とし、以下の活動を行っています。 

 

１ 会員全員を対象とした総会・交流会の開催 
 

２ 会報・会員プロフィール集の発行、のぼり・ベストを活用した普及啓発 
 
３  県ホームページに、本協議会・会員の活動内容や会員ホームページリンクを紹介 

 
４ 「ひょうご里山フェスタ」（毎年秋開催）への参加 

・式典での活動報告、ブースでの会員活動紹介（パネル展示）や木工体験指導、のぼ 

り旗の掲出、会員プロフィール集の配布 

・一般参加者等を対象とした里山林整備体験の指導 
 
５ 「ひょうご森の日」イベントへの参加 

「ひょうご森の日」： 平成 17 年 10 月に「第 29 回全国育樹祭」が兵庫県で開催さ

れたことを契機に、兵庫県が毎年 10 月の最終日曜日を「ひょうご森の日」と定め、

この日を中心に県下各地で様々な森づくりイベントを開催しています。 

 

６ 「こうべ森の文化祭」（神戸市 再度公園）への参加 

・六甲緑化１００周年を記念して始まりました、六甲山の仲間たちが集まります 

 

７ 森林環境学習・教育への積極的な取り組み 

・ひょうごユース eco フォーラムへの参加 

  ・各活動団体が実施している森林環境学習・教育内容の情報交換 

・森林 ESD の普及 
 
８ 定期的に委員会を開催し、各イベントへの参加内容を検討するほか、協議会のあり方、

ボランティア活動の課題と対応策などについて検討 
 
９ 少花粉スギ・ひょうご元気松の育成・普及 

・「少花粉スギ」を神戸市 再度公園で育成・普及 

・県提供の「ひょうご元気松」(松くい被害に強い遺伝子をもつ松)を各活動地で育成 
 
10 兵庫県や兵庫県緑化推進協会などによる助成事業等の情報提供及び積極的な活用 
 
11 「緑の募金」への協力 
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主催：（公社）兵庫県緑化推進協会

年度 受賞団体 ボラ協会員

菊炭友の会（川西市） ○

行常しあわせの森づくり協議会・NPO法人ひょうご森の倶楽部「行常チーム」（加古川市） ○

けびの森くらぶ（香美町） ○

でるくいわーくす（福崎町） ○

みはらし会（たつの市） ○

神付・産土の森の会（神戸市北区） ○

渓のサクラを守る会（川西市） ○

的形ふるさと里山会（姫路市） ○

井手里山を守る会（淡路市） ○

林田町里山会（姫路市） ○

かぐや姫・竹林コンサート実行委員会（洲本市）

神戸学園都市高塚山を愛する会（神戸市） ○

あびき湿原保存会（加西市） ○

NPO法人　鮎屋の滝ふれあいの郷「森林保全の会」（洲本市）

神吉町内会　ふれあい里山会（加古川市）

赤穂森の倶楽部（赤穂市）

紫微嶺里山楽しむ会（神戸市）

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（多可町） ○

川崎重工業株式会社（多可町）

よこおみち森もりの会（神戸市） ○

生活協同組合コープこうべ（神戸町）

R2 小谷城跡保存会（加西市） ○

R1

29

30

ひょうご森づくり活動賞　受賞一覧

26

28

25

27

23

24
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年度 受賞団体 ボラ協会員

R3 ほくら～ととや森の世話人倶楽部（神戸市） ○

R4 八幡共有山組合（丹波篠山市）
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兵庫県森林ボランティア団体連絡協議会 

令和４年１０月発行 

事務局：兵庫県治山課森づくり普及班内 

神戸市中央区下山手５－１０－１ 

TEL   078-362-3613  FAX   078-362-3952 

E-mail  chisan@pref.hyogo.lg.jp 

HP : https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk21/af15_000000007.html  

 

このプロフィール集は、(公社)兵庫県緑化推進協会から緑の募金の助成を受け作

成しています。 

 

HP の QR コード 


