
ひょうごの生物多様性保全プロジェクト

活動団体 プロジェクト名 主な活動場所

1
一般社団法人兵庫県自然保護協会
神戸支部

オオサンショウウオ生息地保護・保全対策の試み 兵庫県及び大阪府北部地域（兵庫県に流入する各河川）

2 神戸山草会 雌岡山のケスハマソウ保存・増殖他 神戸市西区神出町雌岡山
3 林田にタガメの里をつくる会 林田にタガメの里をつくる会 姫路市林田町大堤、姫路市立伊勢自然の里環境学習センター内
4 岩戸里山と文化を守る会 岩戸神社境内及び、笠形山周辺の山野草を守る活動 岩戸神社及び笠形山周辺

5
兵庫県立大学付属高等学校
自然科学部　生物班

スクールジーンファーム･･･守りたい 郷土の生物多様性と自然環境 校内および西播磨各置

6
特定非営利活動法人
日本ハンザキ研究所

オオサンショウウオが住める清流を未来へつなごう！ 朝来市生野町黒川地内　日本ハンザキ研究所を中心とした二級河川市川周辺

7 田君川バイカモ保存会 田君川バイカモ保存会 新温泉町栃谷田君川谷橋周辺、田君川バイカモ公園
8 兵庫ウスイロヒョウモンモドキを守る会 ウスイロヒョウモンモドキとオミナエシの咲く草原環境の保全 養父市及び・香美町（ハチ高原）
9 あさごササユリ21 朝来地域におけるササユリの保護・増殖 朝来市さのう高原、たたらぎダム湖周辺、伊由谷地域
10 丹波佐治川自然の会 加古川（佐治川）のバイカモ（兵庫県版ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸBランク）復活作戦 加古川（佐治川）の丹波市青垣町流域
11 丹波地域のホトケドジョウを守る会 丹波地域のホトケドジョウを守る会 丹波地域（篠山市と丹波市）の細流河川と湿地帯
12 (公財)兵庫丹波の森協会 国蝶・オオムラサキが舞う里山空間づくり 兵庫県立丹波の森公苑、丹波地域の小学校18校区
13 篠山市サギソウ保存会 篠山市今田地域におけるサギソウ（兵庫県版ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸBランク）の保護・増殖 篠山市今田地域
14 多紀連山のクリンソウを守る会 多紀連山県立自然公園内におけるクリンソウの自生地の保護・保全活動 篠山川源流台地及び渓流沿い周辺（篠山市畑）
15 南新町美しいまちづくりの会 篠山市南新町の竹林に羽ばたけ「オオムラサキ」 篠山市南新町竹林群内
16 いなみ野ため池ミュージアム運営協議会 東播磨地域における水辺環境の保全･再生 東播磨地域に存する「ため池」「水路」等の水辺

17
兵庫県高等学校教育研究会生物部西播磨支部
兵庫県生物学会西播磨支部

よみがえれ　自然砂丘植生 姫路市福泊海岸公園

18 NPO法人　海浜の自然環境を守る会 甲子園浜の生き物保全活動 西宮市甲子園浜
19 海のいのちクラブ 白浜海岸におけるアマモ場の再生と海浜植物の保護 白浜海岸周辺

20 あいおい播磨灘の里海づくり協議会 播磨灘における生物多様性を保全・再生しながら、地域の活性化につなげる里海づくり 相生湾を中心とした播磨灘西部沿岸域

21 相生湾自然再生学習会議 カブトガニのいた美しい海に 播磨灘の相生湾周辺
22 伊川流域研究会 美しい里川「伊川」の環境を未来に伝えよう 伊川流域（神戸市西区）
23 山口・船坂校区青少年愛護協議会 ホタル保護活動 有馬川・船坂川の流域
24 TANBA OUTDOOR ECOLOGY かこがわのみずべたんけん・エコツーリング 丹波市氷上町加古川河川敷（本郷周辺部）
25 国立公園成ヶ島を美しくする会 成ヶ島由良湾におけるベントス調査とソーティング　由良生石研究村 生石、成ヶ島、由良湾、但し大阪湾限定
26 エコウイングあかし自然グループ 「水でつながる明石の自然」の調査及び保全、整備 明石全域（里山、ため池、海）
27 東お多福山草原保全・再生研究会 東お多福山におけるススキ草原の生物多様性の保全・再生 六甲山系東お多福山
28 六甲ブナの育樹 神戸市灘区の六甲山最高峰及び極楽茶屋跡の周辺
29 鉢伏高原、県北西部におけるブナの植樹～育樹 兵庫県北西部の養父市、香美町、新温泉町
30 ナシオン創造の森　育成会 西宮市塩瀬地区における【ナシオン創造の森】の育成 東山台宅地に隣接する「ナシオン創造の森」
31 行常しあわせの森つくり協議会 「竹林と樹林」を手入れし、「生きもの豊かな行常の里山」を創ろう！ 加古川市志方町行常「行常の里山」
32 太市の郷 ‘ふるさとの原風景再生プロジェクト’太市の郷 姫路市太市地区の里山・里地、及び大津茂川流域（里川）
33 神河町川上集落 野草の咲き乱れるススキ草原の復活 砥峰高原

34
特定非営利活動法人
上山高原エコミュージアム

上山高原の貴重で豊かな生態系を育むブナを主体とした広葉樹林とススキ草原の保全・
復元

兵庫県北西部に位置する新温泉町の南西部、氷ノ山後山那岐山国定公園にある
上山高原

35 アマフォレストの会 尼崎中央緑地の生物多様な森づくり 尼崎市臨海部の中央緑地
36 尼崎南部グリーンワークス 阪神間工業地域での「すき間緑化」による環境創造のまちづくり 尼崎市南部を中心に広く阪神地域
37 家島のささゆりを守り育てる会 地域の花「ささゆり」は家島の宝です 家島町宮海山:自生地、家島町西島:頂上石自生地、家島町真浦:加野増殖園
38 日本ななくさの会 七草を中心とした日本文化の伝承と野草の研究及び保全活動 姫路・青山「稲岡山・教專寺」
39 上郡中学校科学部 チスジノリを通して安室川の自然を復活させる取組 上郡町安室川流域
40 佐用川のオオサンショウウオを守る会 オオサンショウウオの棲める水環境の保全 佐用川を中心とした千種川
41 流域ネット猪名川 猪名川流域におけるネットワーク作りと外来種除去による在来種・貴重種の保全 猪名川流域
42 千種川圏域清流づくり委員会 夏の一斉水温調査を中心とした、千種川の環境および生物調査 千種川流域94地点

43 NPO法人ひょうご森の倶楽部 ひょうごの豊かな森を守り、育てる活動
神戸市太子の森や川西市黒川地区など淡路島を除く県下全域20箇所の固定活
動地ほか

44 ごもくやさん 中央公園の自然を守る会「ごもくやさん」 三田市中央公園
45 県立三木山森林公園管理事務所 他に類を見ない生物多様性に富んだ公園づくり 県立三木山森林公園
46 NPO法人三木自然愛好研究会 川・池の水再生と地域の水草再生事業 三木市細川町増田(ふるさと公園中心)
47 NPO法人棚田LOVER's ひょうごの棚田・生物多様性保全プロジェクト 神河町、市川町、香美町、佐用町、姫路市等の棚田や農村
48 特定非営利活動法人 WOOD NOTE 宍粟市生物と共存するまちづくり事業 宍粟市全域
49 NPO法人ひょうごエコ市民ネットワーク 大岡ゴルフ倶楽部敷地内におけるブナ育樹 豊岡市日高町大岡山
50 夙川に蛍を増やそう会 夙川に蛍を増やそう会 西宮市にある夙川の苦楽園口駅より、少し上流の辺り
51 桃島池の自然を考える会 ヒヌマイトトンボ 豊岡市城崎町の桃島池

52 特定非営利活動法人　尼崎21世紀の森
尼崎港・運河での生物（貝類・藻類等）を利用した水質浄化により生物が棲みやすい環
境をつくる

尼崎港及び尼崎運河

53 西宮市きのこクラブＯＢ会 夙川堤・甲山周辺の自然環境保全 夙川流域・甲山周辺
54 矢原山ホタルむら 矢原山ホタルむら 佐用町金子集落
55 江古花園運営委員会 江古花園・里山ふれあい「里山楽校」 丹波市青垣町東芦田　江古花園
56 コウノトリ湿地ネット 円山川下流域におけるコウノトリの生息環境づくり 円山川下流域内。主にハチゴロウの戸島湿地、田結地区内の放棄田
57 NPO法人 コウノトリ市民研究所 人と自然のつながりを作る コウノトリの郷公園（豊岡市祥雲寺）及び豊岡市内
58 加古川の里山・ギフチョウ・ネット ギフチョウの生息できる里山の保全 加古川市北部
59 あびき湿原保存会 あびき湿原における湿原性動植物の保全活動 あびき湿原野生保護地区（加西市網引町地内）
60 ネイチャーはりま ジャコウアゲハの自生地の保護と育成、里地里山の植物保全 姫路市山田町多田平田川流域と菊谷池周辺
61 ジャコウアゲハが飛び交う街姫路連絡協議会 ジャコウアゲハが飛び交う街「姫路」プロジェクト 姫路市を中心に中播磨全域
62 NPO法人たつの・赤トンボを増やそう会 西・中播磨地域における赤トンボ（アキアカネ）の復活 たつの市を中心とした西・中播磨全域
63 浜・川・山の自然たんけん隊 御前浜・香櫨園浜での生物多様性保全プログラム 西宮市夙川河口の御前浜・香櫨園浜
64 やしろの森公園協会 やしろの森公園「ため池」再生プロジェクト 兵庫県立やしろの森公園内　ため池及び湿地
65 矢田川発地球環境グループ 再び、弁天淵の再生をめざして 矢田川（中流域）、特に弁天淵周辺（香美町）

66 海と空の約束プロジェクト
地域の生物多様性保全推進を図り、併せて暮らしの見直しから生物多様性を考えるため
のわかりやすいESDや水辺環境保全を推進するプロジェクト

朝霧川(明石)流域、都賀川、生田川、福田川、伊川等(神戸市内)、神戸・明石・加
古川・姫路・尼崎周辺等

67 伊丹の自然を守り育てる会 昆陽池公園における生物多様性の再生・保全 伊丹市昆陽池公園他
68 もりんちゅうの会 森を守り育む市民団体『もりんちゅうの会』 三田市すずかけ台、けやき台の公園及び周辺緑地
69 日笠山のじぎく園 大塩地域におけるのじぎく保存育成 姫路市大塩町日笠山、夫婦岩、のじぎくの里公園
70 神鍋山野草を愛でる会 神鍋高原の山野草1000種類　調査・保全・啓発活動 神鍋高原（豊岡市日高町）
71 六方めだか公園 豊岡六方田んぼにおけるめだかの住環境保全と、環境保護への提言活動 六方めだか公園及び下鉢山こうのとり遊園地（豊岡市）
72 兵庫運河を美しくする会 兵庫運河の自然を再生するプロジェクト 神戸市兵庫区　兵庫運河
73 長谷口ミツガシワ湿地保存会 長谷口ミツガシワ湿地の保全 久斗川流域、美方郡新温泉町二日市字長谷口周辺
74 淡路島の自然を愛する会 淡路島の貴重・希少野生植物の保護・増殖 洲本市小路谷
75 自然と文化の森協会 尼崎市「自然と文化の森」における樹林や河川の生態家の保全 尼崎市園田地区（猪名川公園、猪名川・藻川周辺）
76 川西里山クラブ 川西市妙見の森における里山の若返り 川西市黒川奥滝谷（妙見ケーブル山上周辺）
77 宝塚市自然保護協会 学校における環境体験学習のフィールド開拓と事前調査 阪神北地域
78 兵庫県立龍野高等学校自然科学部 「生物多様性　龍高プラン」龍野高校生による地域の生物多様性保全活動 たつの市及び西播磨

79 鞍居地区ふるさと村づくり協議会 「金出地ダム自然植物公園づくり」と「鞍居川生き物復活大作戦」と「鞍居桃（野桃）復活」 金出地ダム周辺と鞍居川下流域

80 特定非営利活動法人環境ユーイングてんま いなみ野水辺の里公園におけるホタルの再生 稲美町立いなみ野水辺の里公園
81 ひょうご自然教室 生き物のにぎわいを観る目を育て、自然を守れる人を育てる 主に兵庫県中南部の都市近郊にある里山・川・ため池・海岸等

82 出会いの島・豆島プロジェクトチーム
猪名川下流域における生物多様性保全のための通称「豆島」とその周辺の植生改善と
環境再生活動

猪名川と藻川の合流点　尼崎市東園田８丁目地先

83 昆陽池公園野鳥観察グループ「チームＫ」 伊丹市昆陽池公園における野鳥継続観察と市民への自然の素晴らしさの訴求 伊丹市昆陽池公園
84 自然観察実験塾 ふるさとの自然を守るサイエンス 相生市羅漢の里を囲む山・野・川
85 ヤッホの森湿地を育む会 ヤッホの森湿地の保全と維持 たつの市揖保川町漆田「ヤッホの森」（里山林整備事業地）
86 自然ドキドキ発見隊 自然観察や生物多様性等の環境教育や保全活動 in みはらしの森 たつの市御津町朝臣「みはらしの森」
87 西宮市立山口中学校モリアオガエル保存会 西宮市山口地域におけるモリアオガエルの継続的な保存と広報活動 西宮市山口中学校及び西宮市山口地域の野池

88
オオムラサキとホトケドジョウの育生・保存会
～住友ゴム工業株式会社～

丹波市地域における準絶滅危惧種オオムラサキと絶滅危惧種ⅠＢ類ホトケドジョウの生
育・保護活動

オオムラサキ…当社敷地内、丹波市氷上町上新庄付近、市内岩龍寺境内
ﾎﾄｹﾄﾞｼﾞｮｳ…当社敷地内、丹波市内生息地

89 白鷺学校運営協議会
「中曲輪バタフライガーデン創造事業」姫路城中曲輪におけるジャコウアゲハを中心とし
た蝶の生育環境保全の活動

姫路市本町　姫路城中曲輪を中心としたエリア

90
西宮部品センター敷地内における生物多様性保
全会～ダイハツ工業株式会社～

西宮部品センター敷地内における生物多様性保全活動 西宮市山口町

91 高雄地区水辺づくり協議会 高雄地域における「ハマウツボの保全」 「千種川流域」赤穂市立高雄小学校東側河川敷

92 兵庫県立豊岡総合高等学校インターアクトクラブ 日本海沿岸における生物、植物の保全 豊岡市竹野町切浜　大浦・小浦海岸豊岡市田結（たい）湿地、神水（かんずい）

93 農都ささやま外来生物対策協議会 篠山城跡堀の生態系の保全再生 篠山城跡堀

94 淡路米山ため池保全ネットワーク 都志米山地域からの侵略的外来生物「ナガエツルノゲイトウ」の駆除 洲本市五色町都志米山地域の「本田池」及びその周辺地域

95 神戸日本ミツバチ園 神戸山間部における日本蜜蜂の保全と植物への受粉効果 ひよどりごえ森林公園、しあわせの村、あいな里山公園など

96 虫生川周辺の自然を守る会
川西市清和台の虫生川（むしゅうがわ）周辺の残存緑地（まち山）のシロバナウンゼンツツ
ジ他希少植物の保全

川西市清和台東５丁目にある虫生川周辺緑地

97 大和フォレストクラブ 「大和の森」を周辺住民の憩いの場として機能を充実させる活動
川西市大和西３丁目　市有地（第２緑地及び第３緑地）大和団地（約4,000世帯）の
開発時、未利用地として市に移管された団地周縁の斜面

98 特定非営利活動法人 北摂里山文化保存会 「日本一の里山」川西・黒川地区における台場クヌギ群落の保全 川西市黒川地区

99 森林ボランティア　菊炭友の会
黒川地区における自生の桜・エドヒガン群落の保全・整備と茶道に欠かせないクヌギの植
樹

川西市黒川字大土 黒川自治会共有林通称”黒川・桜の森”

・・・希少種の保全

・・・水辺環境の保全（外来生物駆除を含む）

・・・地域生態系の保全・再生

・・・生物生息・生育環境の創出

ブナを植える会


