
 
 
 
 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丹波地域環境パートナーシップ季刊誌の発刊に寄せて 

今回、このような季刊誌の発行は誠にタイムリーで喜ばしい。丹波地域に自然・環境に関す

る活動団体がこれほど多く、しかも種々あることは大変誇らしいことだと思う。ところが、互

いの情報が十分でなかったし、知る術もなかった。この季刊誌を利用して、互いを理解し、交

流し、参加者を増やし、合同の催しも企画したい。 

日頃生活では、最近の一般住民は自然・環境などに関心が高いと思いがちだが、意外に高く

ないと思う。会員である自分らの身の回りは関心の高い人が多い。しかし、一歩下がって周り

を見ると関心の無い人の方が多いのでないか。この季刊誌が自然・環境への関心をより高める

楚となることを期待したい。 

丹波地域環境パートナーシップ会議 会長 樋口 清一 

表紙の写真 
・ホトケドジョウ 
・セツブンソウ 
・国蝶オオムラサキ 
・クリンソウ 
・バイカモ 



 

丹波地域は多紀連山をはじめとする山々や加古川、武庫川、由良川の源流、盆地

に広がる田園など豊かな自然環境に恵まれています。さらに、日本一低い分水界を

通じて日本海側と太平洋側の生物が行き交う「氷上回廊」など生物多様性の豊かな

地域でもあります。 

このため、丹波地域において自然保護、温暖化防止、環境学習の推進等に取り組

んでいる住民団体と市・県など行政機関等が共に環境に関する取り組みを進めてい

くことが出来るよう、それぞれの活動内容や状況について情報を共有し、連携を深

めていくことを目的として「丹波地域環境パートナーシップ会議」を平成 25 年度

から設立することとしました。 

 

平成 25 年９月 29 日、丹波地域環境パートナーシ

ップ会議設立に先立って、「丹波の自然観察ツアー」

を行いました。ともに兵庫県版レッドデータブック

A ランクに指定されているホトケドジョウとシロシ

ャクジョウを見学し、県立人と自然博物館研究員鈴

木武先生に「意外とすごいぞ?!丹波の自然」の講演

を行っていただきました。丹波地域の方だけでな

く、神戸市の方などにも丹波地域の自然を知っても

らえました！ 

また、11 月 21 日に丹波地域環境パートナーシッ

プ会議設立総会を行いました。河合雅雄県立人と自

然博物館名誉館長に顧問として挨拶していただき、

12 団体によるポスターセッションの後、中瀬勲県立

人と自然博物館館長に「ネットワークで守ろう！丹

波地域の豊かな自然」と題した講演を行っていただ

きました。 

今年も、９月に「外来種」をテーマにしたエコツ

アーを、11 月に総会を予定しております。 

皆様どうぞご参加ください！ 

次ページから丹波地域環境

パートナーシップ会議会員

を紹介します！ 



 

会員相互の親睦、生きもの学習のため年間

２回の視察研修や「いきものふれあいの里」

の行事に参加。 

施設の整備の手伝い、子供の野外活動など

に補助員として出る。 

他、年間に何回かの友の会活動として参加

募集をして学習活動を行う。 

住所   丹波市青垣町東芦田４２６－５ 

電話番号 ０７９５－８７－１４８７ 

代表者  芦田 勲 

活動日時 随時 

構成員  １０３名 

住所   篠山市味間南１１３－１ 

     AMICA RABBIT１号館 

電話番号 ０７９－５９４－５８８１ 

代表者  クリス・クロサワ 

会員数  ２５名 

丹波市氷上町、ごんげんさんなどで活動。子

供たちが遊べるような公園に。 

古民家についても改修中です。 

（イメージ画像） 



 

「環境保全」「景観保全」「アート」「食」

の４つの視点を大切に農村の活性化を模索

しています。 

各種イベント（節分草祭り、ハス祭り）や、

平成 23 年から始めた里山保全活動は田舎づ

くりの課題を広く発信しています。 

住所   丹波市青垣町東芦田６７０－１ 

電話番号 ０７９５－８７－０３５７ 

代表者  小寺 昌樹 

活動日時 随時 

会員数  １３名 

住所   丹波市山南町梶４３７－２ 

電話番号 ０９０－５０４１－９９６２ 

代表者  藤原 利正 

活動日時 年間常時 

会員数  １０２名   

 

○自然環境調査 

・野生棲息調査（約４時間／日 年間９０回） 

・加古川水系魚類調査（年間３０回） 

○啓蒙活動 

・小学校ゲストティーチャー（３年生自然環境） 

・トライやる・ウィーク受け入れ 

（和田中、山南中） 

・自宅で加古川水系の魚類飼育調査（約３０種） 



 

地域間、年齢層を超えた地域コミュニティ参

加意識向上のため、交流を図ります。 

毎年の丹波竜発見周年記念と合わせ、地区全

体の夏祭りを元気村かみくげにて行います。 

住所   丹波市山南町下滝２０５番地 

電話番号 ０７９５－７８－０００１ 

代表者  常岡 芳朗 

活動日時 平成２６年７月、８月 

会員数  ２０名 

住所   丹波市市島町上牧５３６－１ 

電話番号 ０７９５－８５－１７６９ 

代表者  安達 鐵美 

活動日時 随時 

会員数  ３０名 

○オオムラサキの飼育に成功しオオムラサ

キの舞う豊かな里づくり 

○オオムラサキ生息に必要なクヌギ・コナ

ラ・アベヌキ・桜・栗など雑木林を整備し、

美しい里山づくりに取り組む。 

○情報を発信し、地域の PR に努める。 

鴨庄の知名度を高め元気な集落づくりを

目指す。 



 

湿地埋め立て造成などにより、サギソウ自

生地が３ヶ所までに減少した。水脈の変化に

より、サギソウが減少している自生地もある

ので、種子繁殖で自生地に戻す取り組みを行

う。 

住所   篠山市西新町８３ 

電話番号 ０７９－５５２－２８６７ 

代表者  谷口 次男 

活動日時 随時 

会員数  ５４名 

住所   篠山市畑市２９６ 

電話番号 ０７９－５５６－３４４５ 

（代表者自宅） 

代表者  樋口 清一 

活動日時 毎月第４日曜日か土曜日 

会員数  １３０名 

「自然を愛し、自然を学ぶことで、自然保

護の意識を高め会員の和睦をはかる」をモッ

トーにする。 

毎月１回例会を実施、季節に応じて特別に

夜の観察会も実施。隔月に会報の発行。講演

会、環境アセスメント、自然保護に関する提

言も行っている。 



 

１ 出前環境教室 

（随時：兵庫県、老人会等各種団体依頼分） 

２ 啓発展示（随時：銀行、市役所等） 

３ デカンショ祭りプラカードで啓発参加 

４ マイバッグ持参運動（スーパー店頭） 

５ 環境学習会 

（講演とパネルディスカッション等） 

住所   篠山市東木之部１６４ 

電話番号 ０７９－５９３－０２２６ 

代表者  谷口 功 

活動日時 年中 

会員数  １２名 

 

市内で啓発実践活動を行っている。 

紙芝居や、パネルなどを使い分かりやすく、

楽しい環境出前講座を幼稚園、アフタースク

ール、自治会等で行っています。 

又、篠山市の活動推進員とも協力し、丹波

地域としても活動しています。 

住所   丹波市春日町野村２５５番地 

電話番号 ０７９５－７４－１２８６ 

活動日時 随時（依頼があれば出前講座） 

代表者  婦木 道子 

会員数  １４名 



 

多紀連山全域に自生するクリンソウを保護

し、その自生地における周辺環境の保全と現状

維持を目的として、併せて自然と歴史ある里山

（多紀連山）作りを行っている。 

具体的に、自生地整備として、遊歩道整備や、

パトロール実施。クリンソウの定点観察や周辺

植生の調査・研究。 

 小学校への出前教室、講演会の開催・パネ

ル展など啓蒙活動。 

住所   篠山市瀬利９２－３ みたけ会館 

電話番号 ０７９－５５２－３５９６ 

代表者  樋口 清一 

活動日時 開花期の５月を中心に年中 

会員数  ２２１名 

 

住所   丹波市青垣町東芦田９２８－２ 

電話番号 ０７９５－８７－０１０３ 

代表者  長井 克己 

活動日時 毎月不定期 

会員数  １３２名 

「自然を愛し、自然に学ぶ」をテーマに昭

和４２年に設立。月一回の例会で丹波地方を

中心に、動植物等の観察や調査を行う傍ら、

「竹田川の自然」「栗ヶ山特集号」「丹波の自

然」「俳句の植物」などの記録集を発刊。 



○各種調査や清掃活動への協力 

○ゲンジボタルの棲息調査と保護活動 

○出張型環境体験学習事業の実施 

 （小学校や自治会活動への協力） 

○出張型環境体験プログラム「エコツアー」 

（水生生物調査・沢登り）の実施 

 ○加古川河川敷での環境体験プログラム 

「エコツーリング」（水生生物調査、カヤッ

ク・カヌー体験、川釣り体験、ゲンジボタ

ル観察の実施 

 ○「ストーンペインティング」によるワーク

ショップの開催 

住所   丹波市氷上町本郷３００番地 

電話番号 ０７９５－８２－８６０１ 

代表者  本庄 健吾 

活動日時 随時 

会員数  ２０名 

住所   篠山市藤坂８６２ 

電話番号 ０７９－５５８－０１７８ 

代表者  大塚 剛二 

活動日時 毎月第三土曜日 定例会 

     第一日曜日   大人会 

会員数  ５０名 

身近に住んでいる昆虫をさがし、虫とふれ

あい命の躍動を感じ、自然を知るきっかけを

つくる。毎月第三土曜日定例会、第一日曜日

に大人会。鹿による食害、環境変化で現在の

昆虫相を調べ、自然保護を考える。 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

①佐治川流域（青垣地域）に自生するバイカモ

の保全、再生活動。 
②親子の川遊び支援 
③ミヤマアカネの生息調査や、佐治川の自然観

察 

住所   丹波市青垣町東芦田９２８－２ 
電話番号 ０７９５－８７－０１０３ 
代表者  長井 克己 
活動日時 不定期 
会員数  ７名 

事務局     丹波の森公苑 
事務局住所   丹波市柏原町柏原５６００ 
事務局電話番号 ０７９５－７２－２１２７ 
代表者     山科 ゆみ子 
活動日時    毎月定例保全調査 
会員数     １７名 

１ 保全、探索活動 
○生息地において毎月、個体数、水温、水質調査と

保全活動を須磨海浜水族園と共同で行う 
○篠山市を中心に探索活動 
２ 研究、広報活動 
○県立人と自然の博物館と連携 
○生息地内の小学校への環境学習支援 
○セミナーや報告会を開催 



 

１回／２ヶ月程度の探鳥会や、野鳥の調査（ガ

ンカモ調査、ツバメの調査、タカの渡り調査等）

を通じて、自然を愛する仲間づくりと、豊かな

心を育てる。 

住所   丹波市氷上町小野６２２ 

電話番号 ０７９５－８２－０７１８ 

代表者  梅津 節雄 

活動日時 隔月の土日（主に午前中） 

会員数  ３０名 

住所   丹波市市島町上牧６９１ 

電話番号 ０７９５－８５－２６３９ 

代表者  高見 豊 

活動日時 行事予定参考 

会員数  ７０名（丹波市、篠山市内） 

（全国での会員数は２千人程） 

スウェーデンの幼児期からの環境教育、ム

ッレ教育を全国に広める活動。 

具体的にはリーダー養成講座を年間10数回

全国各地で開催しています。 

その講座の受講生（リーダー）によってム

ッレ教室がボランティアの活動として、また、

保育園の活動に導入され実施されています。 



 

○ヒメボタル観察会（２回） 

・１回目 ６月２８日（土） 

薬草薬樹公園集合 

・２回目 ７月１２日（土） 

やまなみホール集合 

○薬膳会席+薬草風呂+ホタル観賞（６回） 

・６月２１日（土）２２日（日）２９日（日） 

・７月５日（土）６日（日）１３日（日） 

※ホタル観察はガイド付 

住所   丹波市山南町梶４３７－２ 

電話番号 ０９０－５０４１－９９６２ 

代表者  藤原 利正 

活動日時 ６月２１日～７月１３日 

   各週土日 計８回 １７時～２１時

会員数  ４０名 

事務局     丹波の森公苑 

事務局住所   丹波市柏原町柏原５６００ 

事務局電話番号 ０７９５－７２－５１６９ 

代表者     樋口 清一 

活動日時    年間 

会員数     １０７名 

丹波地域で棲息が危ぶまれる準絶滅危惧

種の国蝶オオムラサキ復活を中核とした、生

物多様性・里山保全活動 



 

地域住民が日々楽しく過ごせる町並みの環境

を維持するため、会員相互が率先して地域内の

美化及び整備を行う。 

住所   篠山市南新町２６３－４ 

電話番号 ０７９－５５２－１３８３ 

代表者  清水 恵治 

活動日時 通年 

会員数  ８６名 

住所   丹波市市島町喜多１１４０－１ 

（鴨庄コミセン） 

電話番号 ０７９５－８５－２４５７ 

（事務局） 

代表者 細見 武憲 

活動日時 年間を通じクリンソウ群生地の保護 

（開花期は５～６月） 

会員数  ６２名 

クリンソウの保護と環境保全 

（１）クリンソウの自生地の保護 

（２）現況調査と維持 

（３）群生地の林道等整備 

（４）地域ぐるみによる活動 



 

 集落内の環境保全活動等について、「せつぶん

草」の自生地保護を中心に取組み、毎年 3 月初旬に

「まつり」を開催。 

住所   丹波市青垣町小倉５６６ 

電話番号 ０７９５－８７－１３７１ 

代表者  足立 篤夫 

活動日時 必要に応じ随時 

会員数  ３０名 

住所   丹波市山南町梶４３７－２ 

電話番号 ０９０－５０４１－９９６２ 

代表者  藤原 利正 

活動日時 11 月～翌年４月・５月～７月 夜間中心 

会員数  ２１名 

○ヒメボタル棲息調査 

・５月末～７月中旬（夜間約２時間連夜） 

・ヒメボタルまつりの観察会場選定 

○幼虫捕獲調査 

・11 月～４月（トラップにて捕獲） 

○他団体との交流（随時） 



 

篠山環境みらい会議は、平成 23 年 4 月に

発足し、現在は、市民に環境意識を啓発する

ためのイベントを実施したり、環境学習教材

の作成、モデル的な里山整備の実践、再生可

能エネルギーの普及啓発活動に取り組んで

います。 

住所   篠山市北新町４１ 

電話番号 ０７９－５５２－１１１７

代表者  田井 彰人 

活動日時 随時 

 

住所   丹波市氷上町成松字甲賀１番地 

電話番号 ０７９５－８２－１００１（代表） 



 身近な自然の中で、野鳥や昆虫などの小動

物及び植物の観察を通じて、自然の大切さや

関わり方を学びます。    

山野草や川の魚などの企画展や自然観察会、

また周辺のフィールドでの自然体験学習を

行っています。 

 

住所   丹波市青垣町山垣２１１５－６ 

電話番号 ０７９５－８８－０８８８ 

開館時間 午前９時～午後５時 

休館日  毎週月曜日 

（月曜日が祝日の場合はその翌日） 

     年末年始 

HP  http:/www.city.tamba.hyogo.jp/site/ikimono/ 

住所   丹波市柏原町柏原５６００ 

電話番号 ０７９５－７２－５１６５ 

     ０７９５－７２－２１２７（代） 

休館日  毎週月曜日休館 

（月曜日が祝日の場合はその翌日） 

HP    http://www.tanba-mori.or.jp 

 丹波の森公苑森づくり課では、人と自然が

共生する丹波の森づくりを推進するため、

「丹波の森公苑環境学習推進事業」「里山ボ

ランティア養成事業」「国蝶オオムラサキの

舞う里山づくり」などを行っています。 



 

住所   篠山市郡家４５１－２ 

電話番号 ０７９－５５２－７４９０ 

     （教育振興課） 

活動日時 [環境体験事業]通年 

     [自然学校推進事業]５～６月 

HP  http://www.hyogo-c.ed.jp/~tanba-bo/ 

住所   篠山市川原５１１－１ 

電話番号 ０７９－５５７－００４５ 

HP  http://www.sasayamanomori.jp/ 

さまざまな自然体験プログラムを展開

し、地元住民と都市住民や世代間の交

流の場、親子家族のふれあいの場を提

供するとともに、人と自然が共生する

豊かな里山づくりを推進する。 

[環境体験事業] 

 丹波地域の小学校３年生全員が、地域の

自然に出かけていき、地域の人々等の協力

を得ながら、自然観察や栽培・飼育など五

感を使って自然に触れ合う体験型環境学習

を継続的に実施する。 

[自然学校推進事業] 

 丹波地域の小学校５年生全員が、日常生

活では経験できない感動体験など、自然学

校で指導することにより効果が上がる活動

や長期宿泊体験の意義を踏まえた活動を行

う。 



  

住所   丹波市青垣町沢野９４０ 

電話番号 ０７９５－８０－５５００ 

HP         http://www.wmi-hyogo.jp/ 



    

名称 郵便番号 住所 電話番号 代表者 

青垣いきものふれあいの里 

友の会 

669-3801 丹波市青垣町東芦田

426-5 

0795-87-1487 芦田 勲 

一般社団法人 

里山未来ラビット 

669-2222 篠山市味間南 113-1 

AMICA RABBIT1 号館 

079-594-5881 クリス・クロサワ 

江古花園運営委員会 

環境部会 

669-3801 丹波市青垣町東芦田

670-1 

0795-87-0357 小寺 昌樹 

梶自然愛好会 669-3154 丹波市山南町梶 437-2 090-5041-9962 藤原 利正 

上久下恐竜の里づくり協議会 669-3102 丹波市山南町下滝 205 0795-78-0001 常岡 芳朗 

鴨庄オオムラサキ飼育の会 669-4317 丹波市市島町上牧 536-1 0795-85-1769 安達 鐵美 

篠山市サギソウ保存会 669-2334 篠山市西新町 83 079-552-2867 谷口 次男 

篠山自然の会 669-2413 篠山市畑市 296 079-556-3445 樋口 清一 

篠山市地球温暖化防止活動推

進連絡会 

669-2737 篠山市東木之部 164 079-593-0226 谷口 功 

多紀連山のクリンソウを守る

会 

669-2303 篠山市瀬利 92-3 

みたけ会館 

079-552-3596 樋口 清一 

TANBA OUTDOOR ECOLOGY 669-3467  丹波市氷上町本郷 300 0795-82-8601 本庄 健吾 

丹波篠山自然塾むしクラブ 669-2605 篠山市藤坂 862 079-558-0178 大塚 剛二 

丹波佐治川自然の会 669-3801 丹波市青垣町東芦田

928-2 

0795-87-0103 長井 克己 

丹波自然友の会 669-3801 丹波市青垣町東芦田

928-2 

0795-87-0103 長井 克己 

丹波市地球温暖化防止活動推

進連絡会 

669-4132 丹波市春日町野村 255 0795-74-1286 婦木 道子 

丹波地域のホトケドジョウを

守る会 

669-3309 丹波市柏原町柏原 5600 

(丹波の森公苑内) 

0795-72-2127 

(丹波の森公苑) 

山科 ゆみ子 

丹波野鳥の会 669-3575 丹波市氷上町小野 622 0795-82-0718 梅津 節雄 

日本野外生活推進協会 669-4317 丹波市市島町上牧 691 

（事務局） 

0795-85-2639 

（事務局） 

高見 豊 

姫ボタルまつり実行委員会 669-3154 丹波市山南町梶 437-2 090-5041-9962 藤原 利正 

兵庫丹波オオムラサキの会 669-3309 丹波市柏原町柏原 5600 

(丹波の森公苑内) 

0795-72-5169 

(丹波の森公苑 

森づくり課) 

樋口 清一 

丹波地域環境パートナーシップ会議 会員一覧 

             （平成２６年５月３０日現在） 

住民団体 



行政団体 

    
 

 
 
名称 郵便番号 住所 電話番号 

篠山環境みらい会議 

(篠山市農都創造部農都環境課) 
669-2397 篠山市北新町 41 079-552-1111(代表) 

丹波市生活環境部環境政策課 669-3692 丹波市氷上町成松字甲賀１番地 0795-82-1001(代表) 

丹波市立青垣いきものふれあいの里 669-3833 丹波市青垣町山垣 2115-6 0795-88-0888 

丹波の森公苑活動支援部森づくり課 669-3309 丹波市柏原町柏原 5600 0795-72-2127(代表) 

兵庫県教育委員会丹波教育事務所 669-2341 篠山市郡家 451-2 079-552-7490 

兵庫県森林動物研究センター 669-3842 丹波市青垣町沢野 940 0795-80-5500 

兵庫県立ささやまの森公園 669-2512 篠山市川原 511-1 079-557-0045 

 

名称 郵便番号 住所 電話番号 代表者 

南新町美しいまちづくりの会 669-2333 篠山市南新町 263-4 079-552-1383 清水 恵治 

妙高山のクリンソウを守る会 669-4315 
丹波市市島町喜多

1140-1（鴨庄コミセン） 
0795-85-2457 細見 武憲 

森自然環境保全友の会 669-3812 丹波市青垣町小倉 566 0795-87-1371 足立 篤夫 

森のホタル調査隊 in 丹波 669-3154 丹波市山南町梶 437-2 090-5041-9962 藤原 利正 



○丹波地域の希少な動植物 

（兵庫県レッドデータリスト掲載動植物等） 

○秋の行事予定表 etc… 

 
 

 

編集・発行 

丹波地域環境パートナーシップ会議 

 

事務局：丹波県民局県民交流室環境課 

 

〒６６９－３３０９ 

兵庫県丹波市柏原町柏原６８８ 

TEL ０７９５－７３－３７７４ 

FAX ０７９５－７２－３０１３ 

丹波県民局ホームページ 

http://web.pref.hyogo.lg.jp/area/tanba/index.html 

編集後記 

丹波地域環境パートナーシップ会議季

刊誌、無事発刊することが出来ました。 

ご意見・ご感想はもちろん、写真等の

投稿などもお待ちしております！ 

お願い！エノキを探してください！ 
国蝶オオムラサキの生息状況を調査します。オオムラ

サキの幼虫はエノキの葉を食べ、冬はエノキの根元の枯
葉の中で越冬します。冬に幼虫を確認するために、秋ま
でにエノキを見つけてください。 

山には無く、里に多い樹木です。川の土手、屋敷の裏、
竹藪の中に多いようです。 

見つけた場合、兵庫丹波オオムラサキの会までご連絡
下さい。確認し、マップ化します。 

Facebook はじめました。 

https://www.facebook.com/tanbakankyopartnership 


