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横浜市環境創造局みどりアップ推進課   〒231- 0017  横浜市中区港町1-1   tel 045-671-2624  fax  045-224-6627
［よこはまの森ニュースレターwebページ］http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kyoudou/morivolunteer/mori-news.html

　横浜市は平成25年度までの計画である「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」などにより、水と緑の環
境を育む取組を進めてきました。緑の保全・創造は、継続的に取り組むことが重要であり、これまでの取組の
成果や課題などを踏まえ、平成26年度以降に取り組む、「横浜みどりアップ計画」（計画期間：平成26-30年度）
を策定しました。
　今回の「よこはまの森ニュースレター」では、みなさまへの市からの支援等の事業が、「横浜みどりアップ計
画」（計画期間：平成26-30年度）の中でどう位置づけられているのかを紹介します。

　「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も連携しながら次の３つの
取組の柱と、効果的な広報に重点的に取り組みます。

　森（樹林地）の多様な役割に配慮しながら、緑のネットワークの核となるまとまりのある森を重点的に
保全するとともに、保全した森を市民・事業者とともに育み、次世代に継承します。

（１）森づくりを担う人材の育成
市から承認を受けた団体の方や「森づくりボランティア」の登録者等を対象に、活動スキルなどを学ぶ研修を開催します。

（２）森づくり活動団体への支援
市から承認を受けた団体等に対し、道具の貸出し、活動に対する助成、専門家の派遣等を行います。
平成26年度からは、都市公園内のまとまった樹林で活動する団体なども支援対象となります。

・基本的な知識と安全確保の為の研修
・活動のスキルアップを図る研修
・リーダーを養成するための研修

　横浜市から承認を受けて活動する全ての団体を対象に、森づくり活動の安全に対する意識の向上を図
るための研修を受講していただきました。

 
 

平成 26 年度以降のみどりアップ計画と森を育む人材の育成
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・森づくり活動中の事故事例と対策
・KY活動について
　（ＫＹの概要、作業前のレクチャー、作業後 のヒヤリハット会議、下見の重要性など）
・森づくりボランティア制度及び市民の森等利用要綱の説明等

５８人（Ａ・Ｂ合計）
（森づくり活動団体会員）

◇次号の発行予定◇NO.82は平成26年６月末頃の発行予定です。

主　催  

日　時
雨天時

申込方法

ボランティアグループ横浜自然観察の森友の会の
メンバーと、絵本の中の森を歩きませんか。

講座名、氏名、年齢、電話番号を明記の上、横浜自然観察
の森自然観察センターまで電話もしくはＦＡＸにてお
申込み下さい。
申込み・問合せ先

★ 自然観察センター★ 自然観察センター

『森を守るボランティア体験　～絵本の中の森を歩こう～』

雨天決行

雨天時 中止

対　象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

参加費 無料

TEL：045-894-7474
ＦＡＸ：045-894-8892

横浜自然観察の森　友の会

平成２６年４月２０日（日）

主　催  

日　時

定　員

申込み・問合せ先

その日その時の旬と出会いを大切に、新治市民の森
一帯の自然を楽しむお散歩です。

★ にいはる里山交流センター★ にいはる里山交流センター

『旬の里山探訪』

20名 参加費 200円

新治里山「わ」を広げる会

平成２６年４月２日（水）　10時～12時
『足もとの小さな花たち』　
平成２６年5月7日（水）　10時～12時
『新緑の森を歩こう』

　横浜市では、森づくりのボランティア活動に興味のある方に「森づくり
ボランティア」としてご登録いただき、研修等の支援や団体との橋渡し
を行う取組を実施しています。詳しくはホームページをご覧ください。

森づくりボランティア登録受付中！ 横浜市　森づくりボランティア
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kyoudou/morivolunteer

現在105名の方に
ご登録いただいています

■問合せ■  環境創造局みどりアップ推進課　森づくり担当 
TEL：045-671-2624　FAX：045-224-6627　ks-jurinchi@city.yokohama.jp

希望日、氏名、電話番
号、住所（町名まで）を
電話・ＦＡＸ・e-mailの
いずれかで、にいはる
里山交流センターま
でお申込み下さい。

TEL：045-931-4947
FAX：045-937-0898
（e-mail : info@niiharu.jp）

　計画の方針・体系

事業 ③ 森を育む人材の育成

・「安全対策への意識が向上した。活動に役立てたい」
・「今後は、事故事例やヒヤリハットの勉強会・反省会を実施したい」

久保田繁男氏（ＮＰＯ法人森づくりフォーラム理事）

講　　師

参加者の声

樹林地の確実な保全の推進

良好な森を育成する取組の推進

森と市民とをつなげる取組の推進

事業①緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り

事業②生物多様性・安全性に配慮した森づくり

事業③森を育む人材の育成

事業④市民が森に関わるきっかけづくり

E

Ａコース  Bコース  
横浜市開港記念会館
平成２６年１月２１日（火） １３時３０分～１７時

横浜自然観察の森
平成２６年１月２６日（日） １３時３０分～１７時

施策
１
施策
2
施策
3

取組の柱  １　市民とともに次世代につなぐ森を育む取組の柱  １　市民とともに次世代につなぐ森を育む

取組の柱 ２　市民が身近に農を感じる場をつくる取組の柱 ２　市民が身近に農を感じる場をつくる
取組の柱 ３　市民が実感できる緑をつくる取組の柱 ３　市民が実感できる緑をつくる

森づくり活動団体基本研修

日時・場所

参加人数 講　　師

内　　容

今後 の イベント情報



　森づくり団体で活動している方や森づくりボランティアに登録し、各種研修を受講した方を対象に、調査や
作図の体験を通して現状の植生や森の構造を把握、共有する手法を学ぶ研修を実施しました。

　森づくり団体で活動している方や森づくりボランティアに登録し、各種研修を受講した方
を対象に、安全に配慮しながら、森の保全や生物の多様性につながる管理作業について学ぶ研
修を実施しました。

横浜の森づくりに関する豊かな経験をもっている講師に
よる講義で、様々な森づくり活動の魅力を知り、そのイメー
ジを広げました。

○ 会員の減少や高齢化（課題）に対する解決策

・教育現場（小学校の先生や大学生・教授、PTA役員等）とつながる
・体験活動と魅力的なイベントをセットで企画しPRする

○ 保全管理について

・活動メンバーの自己満足にとどまらず、動植物の目線も入
れ現状を把握した上で、目標像、管理のポイントや「何のため
に」をメンバーで共有し、時期や場所を考えて作業を行う
・生き物ために、場合によっては枯れ木を残したり草を「刈ら
ない」ことも考える

○ 安全管理について

・作業前に（チェックリストを参考にしながら）今日の作業の危険箇
所をメンバーで共有（危険予知）するとともに、作業日誌やヒ
ヤリハットの記録を蓄積する
・マムシの血清のある病院等をチェックしておく

横浜の森の特徴や役割について学び、
実際の森づくりの方法について考えました。
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　「緑」や「森」、「森づくり」などに関心がある方を対象に、森や森づくりの魅力をお伝えするとともに、横浜
の森の環境と保全施策、生きものの多様性を育む保全管理の作法などについて、講義と実習を織り交ぜな
がら学ぶ、初心者向けの２回連続講座を実施しました。

　森づくり団体のリーダーを担う方を対象に、森づくり活動の魅力や課題、安全管理や動植物に
配慮した保全管理等について、受講者の意見やアイデアを引き出すワークショップ形式の研修
を２日間の日程で実施しました。

森づくりボランティア 入門講座

森づくりリーダー研修

日時・場所

参加人数 講　　師

内　　容

３７人（Ａ・Ｂ合計）　
（うち森づくりボランティア登録済：１５名）　

　

吉武美保子氏（ＮＰＯ法人新治里山「わ」を広げる会）
横浜市職員

１日目

Step１ 森づくりのイメージを広げる
実際に森に出かけて、森づくり活動の体験をしました。また、森
づくり活動が実際に行っている団体の方に、フィールドを案内
してもらいました。

２日目

Step３ 森づくりのイメージを広げる

Step２ 森づくりの作法を知る

 

現場と手順の確認、KY活動（自然観察の森） 活動フィールドの案内（新治市民の森）

※詳しくは、研修のWEB報告ページをご覧ください
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kyoudou/morivolunteer/mori-kensyu.html

日時・場所

参加人数 講　　師

内　　容

２２人（愛護会や森づくり活動団体の役員ほか） 菅　博嗣氏（株式会社あいランドスケープ研究所）

受講者から出た意見やアイデアを整理したものをいくつか紹介します。

Ａコース  新治市民の森 １０時～１５時３０分
１日目：平成２６年１月１３日（月・祝）
２日目：平成２６年１月２５日（土）

横浜自然観察の森 １０時～１５時３０分
１日目：平成２６年１月１５日（水）
２日目：平成２６年１月２９日（水）

・「考えていたよりも奥が深く、興味深い内容
だった」
・「フィールド見学を通し、計画的に皆さん
（活動団体）が学んでいることが分かった」

・「森づくりをやってみたい気持ちになった」

参加者の声

・「現在の植生を知ることが生物多様性を考えるうえで重要だということがわかった。」
・「森づくり、保全に関する知識の深化ができた。」
・「冬季だけではなく、春秋期に再度研修を実施してほしい。」

・「感覚的に伐採するのではなく、森の仕組みを理解した上で行うことが必要だと分かった。」
・「作業を行う際には、打合せやコミュニケーションが大切だと分かった。」

参加者の声

参加者の声

Bコース  

　グループごとに調査区（10m×10m）を設定し、リーダーや同定係、記録係など、役割を決めました。そして樹木の位置
や高さ、樹種、枝を伸ばしている方向・範囲などを調査し、樹冠投影図、断面図を作成しました。森の将来像に向けた管理
作業の内容や目的をメンバーで共有するためのツールとしても活用できることを学びました。

　講師が描いた断面図。コナラを萌芽更新させることによって野草や野鳥、昆虫等を呼ぼうという森づくりが
表現されています。

日時・場所

参加人数 講　　師

内　　容

４２人（Ａ・Ｂ合計）　
（団体会員：２０人／森づくりボランティア登録個人：２２名）

　

Ａコース：神保賢一路氏（かのこ環境プロデュース株式会社）
Ｂコース：北川淑子氏（神奈川県植物誌調査会）

Ａコース：神保賢一路氏（かのこ環境プロデュース株式会社）
Ｂコース：岩下広和（NPO法人JUON(樹恩) NETWORK事務局）

「環境と生きもの」「森づくりガイドライン」「森づくりのPDCAサイクル」などに関する講義
「樹冠投影図」「断面図」の作図

Ａコース  Bコース  

重心とは異なる方向に伐採する際の、ロープを使ったシステ
ムやロープのかけ方、ノコギリの入れ方、安全確保（退避の位
置、声かけ等）などについて学びました。

各作業区（10m×10m）において、森の将来像やそのため
に必要な作業を想定しながら、作業に潜む危険について
メンバーで話し合い共有する「KY（危険予知）活動」を行
いました。そして高木と草本（シダ等）による２層構造の
針葉樹林を目指し、常緑の中低木を伐採しました。伐採し
た材は「そだ柵」の材料として活用しました。

日時・場所

講　　師

内　　容

３２人（Ａ・Ｂ合計）　
（団体会員：２０人／森づくりボランティア登録個人：１２名）

　

○ 森づくりで考えるべきこと（5W2H）、森の管理作業
　と危険予知（KY）、管理の目的とPDCAサイクルなど
　に関する講義
○ 講師による伐採のデモンストレーション

○ グループに分かれての伐採作業

Ａコース  Bコース  
１日目
関内中央ビル
平成２６年２月４日（火） １０時～１５時３０分

橫浜市開港記念会館
平成２６年２月６日（木） １０時～１５時３０分

２日目

CA

B
D

（仮称）柏市民の森予定地ほか
平成２６年２月１１日（火・祝） １０時～１５時３０分

新治市民の森
平成２６年２月１2日（水） １０時～１５時３０分

（仮称）柏市民の森予定地ほか
平成２６年２月１６日（日） １０時～１５時３０分

（仮称）柏市民の森予定地ほか
平成２６年２月１９日（水） １０時～１５時３０分

調査とモ ニ タ リ ン グ

作業実 習

平
成
25
年
度
研
修
実
施
報
告

平
成
25
年
度
研
修
実
施
報
告

参加人数

☆現況 ☆手入れ（萌芽更新作業） ☆将来像

エノキ

アラカシ

ハリギリ
アズマネグサ

コクラ サクラ

サクラ

サクラアラカシ
コナラ

ムラサキシキグ

コナラ

ルリタアハ食茸
アカハラ

ヤマユリ

ムラサキシジミ コナラ コナラ

キンラン
キンラン

コナラ

コナラ
サクラ

オオルリの●●ポスト

ウラナミアカシジミ

カブトムシ

オオミドリシジミ

ノウサギ
餌場

クロアゲハ
カラスアゲハ
モンキアゲハ


