
　森づくり活動団体の方々には、活動に際し、活動団体構成員の傷害及び第三者への損害のための
保険に加入することをお願いしています。（横浜市市民協働による森づくりに関する要綱第 16条参照）
　活動中のケガや事故に備え、必ず加入してください。
　参考までに、保険制度の一部を紹介します。

　ここでは、参考までに横浜市市民活動保険について紹介します。
（※この保険では対象外となるものもありますので、活動内容に合わせて別途保険に加入するようにしてください。）

14 ◇次号の発行予定◇NO.95は平成29年9月末頃の発行予定です。

ボランティア活動保険 対象者
対象活動

掛金

ボランティア個人、ボランティア監督義務者等
ボランティア活動
（チェーンソーを使用する活動は対象外）
１名につき　年 350円～ 710円

ボランティア行事用保険 対象者
対象活動

掛金

行事主催者および共催者、参加者
ボランティア活動行事
（先生・生徒を対象とした学校管理下にある行事は対象外）
１日１名 28～ 248円（最低加入人数 20名）

スポーツ安全保険 対象者
対象活動

掛金

ボランティア個人
ボランティア活動
（チェーンソーなど動力機械の使用含む）やスポーツ活動
成人１名につき年 800円～1,850円

グリーンボランティア保険

ボランティア活動保険

ボランティア行事用保険

スポーツ安全保険

グリーンボランティア保険 対象者
対象活動

掛金

ボランティア団体の構成員や活動参加者
自然観察・調査、清掃作業、チェーンソーもしくは刈払機を
使用する軽作業
動力不使用の場合 1名につき１活動 82円～164円（最低条件あり）

横浜市  社会福祉協議会
担当部署・問合せ先

横浜市  社会福祉協議会
担当部署・問合せ先

公益財団法人  スポーツ安全協会
担当部署・問合せ先

NPO法人  森づくりフォーラム
担当部署・問合せ先

◆ 保険の加入をお願いします！

◆ 「横浜市市民活動保険」について

　保険料や事前の加入手続きは不要です。
　（横浜市が市全体の市民活動を対象に保険に加入し、保険料を負担しています。）
　市内に活動拠点を置き、ボランティア活動を行っている方のうち、次の４つの要件を全て満たす活動が対象となります。

　愛護会が「委託契約」に基づき実施する活動は対象外となります。
　ほかにも、チェーンソーを使用する活動や学校管理下での活動等、対象外となるものがあります。

安心

市民活動保険

も
しもの時も

上記に挙げている保険以外にも、ボランティア活動のための様々な保険があります。
お近くの保険会社や保険代理店でご相談ください。

① 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である自治会町内会が行っている活動
② 無報酬の活動　
③ 継続的・計画的に実施されている活動
④ 公益性のある活動

問 合 せ    横浜市市民局地域活動推進課及び各区総務課

【参考WEB】横浜市ホームページから「市民活動保険」で検索
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/tishin/shiminkatsudou/hoken/

朝比奈北市民の森（金沢区）
開園しました

　平成２８年４月１日、朝比奈 IC の東側に朝比奈北市民
の森が開園しました。朝比奈北市民の森は、市街地に残さ
れた貴重な緑を守るため、横浜みどり税を活用し、横浜み
どりアップ計画に基づき保全されたものです。約１１．５ha
の敷地内は、コナラやシイの林でおおわれていて、豊かな
自然環境が守られています。関東学院大学金沢文庫キャン
パス西側市道から階段を上っていくと尾根に沿ったなだら
かな園路が続き、「鼻欠地蔵」最寄りのバス停「大道中学
校前」までゆっくりとした散策を楽しむことができます。また、
南側の入口から、徒歩 10 分ほど進むと国指定史跡「朝夷
奈切通 (あさいなきりどおし)」があり、森の中とはまた違っ
た地形も楽しめます。ぜひ、みなさまも気軽に自然と触れ
合える朝比奈北市民の森へおいでください。

　市内５カ所にあるウェルカムセンターでは、森に興味を持
ち､森の大切さを知っていただくことを目的として、森の生き
物の情報発信や自然体験行事、環境学習の機会の提供など、
森に関わるきっかけづくりを行っています。
　今年､そのうちの一つである横浜自然観察の森 自然観察セ
ンターではガイドブック「にぎわいの森生きものガイド」を作
成しました。
　本ガイドブックでは四季折々の森を知り、楽しむためのプ
ログラムを紹介しており、主に小学校４年生以上の利用を想
定してまとめています。
　横浜市や横浜自然観察の森のホームページからご覧いた
だくことができ、観察に便利な生きものノートなど、必要な
ページを印刷することができますので、是非ご活用ください。
ただし、掲載されているプログラムを使用する際には、必ず
出典を明記していただけますようお願いします。

開園しました開園しました

ガイドブックの紹介ガイドブックの紹介
完成しました！

ウェルカムセンター

ガイドブックの紹介

今後、他のウェルカムセンターでも

ガイドブックを作成する予定です。

ご期待ください。

【掲載しているホームページ】
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/midoriup/jigyo/mori/welcomecenter.html

ウェルカムセンター　ガイドブック
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　横浜市では、「横浜みどりアップ計画」
（計画期間：平成 26－30年度）として、「み
んなで育む　みどり豊かな美しい街　横
浜」を理念に、市民や事業者の皆様と連
携しながら「市民とともに次世代につなぐ
森を育む」取り組みを行います。
　森づくり活動の支援として、森づくりに
関する研修、活動に対する助成、道具の
貸し出し、専門家の派遣などを行います。

　平成 29年度も引き続き、横浜市から承認を受けた「森づくり活動団体」の方や
「森づくりボランティア」の登録者等を対象に、森づくりの活動スキルなどを学ぶ研修を開催します。
　これらの研修を通して、「森づくり活動団体」と「森づくりボランティア」相互の情報交換や橋渡しを行います。

森づくり支援
その

1

「夏の虫３０種」
時期

概要

7月13日 ( 木 )、7月15日 ( 土 )
各日とも10:00 ～ 15:30

「冬の野鳥３０種」
時期

概要

平成30年 2月1日（木）、2月３日（土）
各日とも10:00 ～ 15:30

作業実習

時期

概要

12月2日（土）10:00 ～ 15:30

森づくり活動団体必須基礎研修

時期

概要

9月8日 ( 金 )、9月10日 (日 )
各日とも10:00 ～ 15:30

森づくりボランティア入門講座

時期

概要

10月7日（土）、10月21日（土）
11月11日（土）各日とも10:00 ～ 15:30

間伐材マネジメント研修

時期

概要

平成 30年 1月20日（土）
10:00 ～ 16:00

これも覚えよう！
３０種シリーズ

これも覚えよう！
３０種シリーズ

森づくりに関する研修

森づくりに関係する下記の◎項目にあてはるものは、必要な費用の８割を助成します。
1団体 1年度あたりの助成上限額は１０万円です。

森づくり支援
その

2 森づくり団体に必要な費用を助成します

森づくりに必要な広報用、安全対策用、作業用等の道具の貸出しを行います。
貸出可能な道具：ヘルメット、カマ、皮手袋、ポイズンリムーバーなど。

◎ 計画的な森づくりを
　 推進する活動

◎ 森づくり活動を担う人材
　 の育成に関する活動

◎ 樹林地の利活用を促進
 　する活動

※ 事業を行う２か月前までにご相談いただき、１か月前までに申請してください。
※ 申請書が必要な方は、環境活動支援センターまでご連絡ください。

森づくり活動を行ううえで課題となっている課題解決に向け、専門家（アドバイザー）を派遣します。
その森の特徴や団体の状況に応じて、研修や支援の方法を工夫して行います。

※募集件数に限りがありますので、まずは下記の窓口までご連絡ください。

2

対象者 市民の森愛護会　　ふれあいの樹林愛護会　　森づくり活動団体

平成29年５月8日～平成30年 1月３１日（必着）募集期間

対象者 市民の森愛護会　　ふれあいの樹林愛護会　　森づくり活動団体

今年度の申請は締め切りました。道具の発送は10月末頃を予定しております。

対象者 市民の森愛護会　　ふれあいの樹林愛護会　　森づくり活動団体

作業の安全性を高めるためのポイントを会員皆で共有したい
動植物を観察、調査することで、日頃の管理作業に新たな視点を盛り込みたい
新規会員を開拓したい
作業の発生材（間伐材）を活用して何かできないか？、etc

相談の
具体例

団体向け＜市民の森等＞ 団体向け＜都市公園＞ 個人向け

森を育む人材の育成事業の窓口森を育む人材の育成事業の窓口

森づくり支援
その

4 森づくりの課題解決のためのアドバイザーを派遣します

森づくり支援
その

3 森づくり団体に必要な道具を貸し出します

平成29年度
森づくり支援活動
のご案内

平成29年度
森づくり支援活動
のご案内

平成29年度
森づくり支援活動
のご案内

環境活動支援センター　TEL：711-0635

環境活動支援センター
TEL：711-0635

みどりアップ推進課
TEL：671-2624

公園緑地維持課
TEL：671-2650

道具の貸出し
樹林地管理団体活動助成事業

アドバイザー派遣

森づくりに関する研修
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森づくりボランティアの方

団体の方 一般の方

夏の虫の特徴を知り、
森づくりの環境と虫の
つながりを学ぶ

生物多様性を意識し
た作業と、道具の安
全で正しい使い方を
学ぶ

森づくりの魅力や基
本的な事項を学ぶ森
の管理作業の基本
（道具の使い方、KY,
役割等）を体験する

冬の森で見られる野
鳥を知り、鳥と環境
とのつながりを学ぶ

森づくり活動に必要
な安全管理について
学ぶ

間伐材の利活用の方
法を学ぶ

受講対象者


