
平成2 4年1 0月発行平成2 4年1 0月発行

NO.75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

■問合せ■  環境創造局みどりアップ推進課　広報担当 
TEL：045-671-2712　FAX：045-224-6627　ks-sengen@city.yokohama.jp

　一人ひとりの取組を大きなみどりアップにつなげるため、市民の皆様の取組を宣言していただく「みどりアッ
プ」しています！宣言の登録を受け付けています。登録していただくと、メッセージなどをwebで紹介するほか、３
種類から選べるメールマガジンの受信や抽選でプレゼントが当たるチャンス（個人登録対象）などもあります。

「みどりアップ」しています！宣言に登録しませんか？

みどりアップ宣言登録

※ご登録は、パソコン
（下）・携帯電話（右）か
ら御利用いただけます。
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　制度の大幅な見直しに伴い、横浜の森づくりボラ
ンティアについての分かりやすい解説が求められて
いましたが、このたび、ホームページが新しく生まれ
変わりました。ぜひご覧ください！研修等の案内に
ついても、随時更新していく予定です！

〜森づくり活動団体の皆様へ〜
★保険の加入はお済みですか！
　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）「横浜市市民活動保険」について
　この保険は森づくり活動を主目的とした保険ではないため、対象外となるものもあります。森づくり活動団体毎に
加入していただく保険を補完する保険とお考えください。

森づくりボランティアに関する
ホームページが新しくなりました

045-671-2617

◎「よこはま森の楽校」開催！

イベント予定イベント予定

保険制度の一例
　「森のめぐみ」をテーマに市内の大学生による環境活動発表やクラフト教室などを開催。

・会場：クイーンズスクエア横浜クイーンズサークル（MM線みなとみらい駅下車）
平成 24 年 11 月 24 日　　 １２：００〜１７：３０土

問合せ TEL FAX 045-224-6627

ヨコハマｂフェスティバル2012

横浜環境活動賞

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/etc/jyorei/keikaku/midori-up/midori-up-plan/
 環境創造局みどりアップ推進課

045-671-2484

◎「ヨコハマｂフェスティバル 2012」開催！

◎ 第 20 回横浜環境活動賞 候補者募集！

問合せ TEL FAX 045-641-3490
Email ks-tayou@city.yokohama.jp

 環境創造局政策課

045-671-2484問合せ TEL FAX 045-641-3490
Email ks-tayou@city.yokohama.jp

 環境創造局政策課

横浜市　森づくりボランティア

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kyoudou/morivolunteer

◎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。

・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。
【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/

NEW

横浜市
社会福祉協議会

担当部署・問合せ先 対象者

ボランティア個人、
ボランティア監督義務者等

行事主催者および
共催者、参加者

ボランティア個人

ボランティア団体の
構成員や活動参加者

対象活動

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）

ボランティア活動行事

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

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

掛金

１名につき
年280円～720円

１日１名28円
（最低加入人数20名）

成人１名につき
年600円～1,850円

動力不使用の場合1名につき
１活動82円～163円
（最低条件あり）

ボランティア活動保険

ボランティア行事用保険
横浜市
社会福祉協議会

NPO法人　
森づくりフォーラム

スポーツ安全保険

グリ－ンボランティア保険

( 財 )スポーツ安全協会

(1)自主的に構成されたグループ・個人や、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

　10 月から 11 月にかけて、生物多様性の普及啓発キャンペーン「ヨコハマｂフェスティバル 2012」
を開催します！市内各所で開催されるイベントの紹介や、写真、動画の募集などによる市民参加を
通して、「生きもののにぎわい」を横浜から全国に向けて発信していきます。詳しくはホームページ
をご覧ください。

　環境の保全・再生・創造に功績のあった「市民」、「企業」、「児童・生徒・学生」を表彰します。
10 月 31 日（必着）まで募集していますので、奮ってご応募ください。自薦・他薦は問いません。
詳しくはホームページをご覧ください。
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　横浜市では、横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）の一環として、市民の森等の樹林地をよりよい
状態で次世代に引き継ぐため「保全管理計画」づくりを推進しています。
今回は、新しく計画を策定した、「中田宮の台市民の森」（泉区中田東）を紹介します。

　町内会の方々で結成された愛護会準備会と横浜市で、これまで３回の検討会と1回の観察会を行い
ました。検討会では、中田宮の台市民の森の特徴について学ぶとともに、森の将来像、各エリアの特徴
に応じた将来目指すべき方向性を示したエリア分け（ゾーニング）、愛護会と横浜市との役割分担等に
ついて協議を行いながら保全管理計画を策定しました。

　保全管理計画は森の「将来設計」といえるものです。市民の森等に携わる様々な立場の人（地権者の
方や、利用者、森づくり活動をする人、行政など）や森のいきもの、あるいは昔から伝わる風習なども生
かしながら、目標となる姿を考えます。
　これまでに市内10か所の樹林地で計画を策定しました。（中田宮の台を含む）

「研 修」

★中田宮の台市民の森はこんな場所

・クヌギ、コナラを中心とした雑木林です。
・面積は約1.3ha、地形が平坦で、歩きやすいのが特徴です。
・里山で見られる野草を多数楽しむことができます。
・住宅地に隣接しており、周辺住民に散歩や自然観察に活用されています。
・町内会を中心に愛護会の結成を目指しています。

★保全管理計画作成のための検討会を実施

  

横浜にはめずらしい平坦な樹林地 実際に現地を観察しながら検討を行いました

　一般の方が個人登録、そして団体加入へとステップ
アップしていくに伴い、受講できる研修のテーマも変
わってきます。
　ここでは、今後受講できる研修について紹介します。
　個人登録がまだお済みでない方は、お早めに申請を
お願いします。（申請についてはホームページをご覧く
ださい。）

　（保全管理計画に基づき）管理作業を推進するリーダー
となる人材を育成します。団体で参加し、活動にすぐに役
立つマネジメントを学びます。

〔対象〕 森づくり活動団体
〔日時〕 2月9日（土）、２月10日（日）
〔会場〕 新治市民の森
〔募集〕 森づくり活動団体に別途ご案内します。

リーダー 「リーダー養成講座」

　心肺蘇生法やAEDの使用方法などの救命救急方法につ
いて学びます。

〔対象〕 森づくり活動団体
〔日時〕 1～2月頃
〔会場〕 健康福祉総合センター（予定）
〔募集〕 森づくり活動団体に別途ご案内します。
※AEDの貸出しを受ける団体は、必須の講習会です。 

救命 「救命救急講習会」

安全 「安全管理講習会」

　管理作業の基本から､森の環境と生きものとの関係、保
全管理計画など、講義と野外作業を織り交ぜながら３日間
にわたって学ぶ、充実の講座です。

〔対象〕 一般の方 ・ 森づくりボランティア
〔日時〕 （Ａ）12月13日（木）.1月17日（木）.2月14日（木）
 （Ｂ）12月15日（土）.1月20日（日）.2月23日（土）
〔会場〕 新治里山公園（Ａ）・横浜自然観察の森（Ｂ） 
〔募集〕 横浜市報等で募集するほか、森づくりボラン　
　　　ティアにご登録の方には個別にお知らせします。

人材育成 「森づくりボランティア養成講座」

　他の活動団体との情報交換も行いながら、団体が抱える
組織運営上の課題について、ワークショップ形式で解決方
法を探ります。

〔対象〕 森づくり活動団体
〔日時〕 11～12月頃
〔会場〕 環境活動支援センター（予定）
〔募集〕 森づくり活動団体に別途ご案内します。

組織 「組織運営の課題に取り組む」

　森づくり活動を行う上で、これだけは覚えておきたい
「草」「木」「鳥」について、観察も交えて専門家が解説します。
　植物の名前を覚えるだけでなく、環境や管理との結びつ
きや調査・記録の方法についてもしっかり学べます。

動植物 「これだけは覚えよう！30種」シリーズ

ミニ講座 「森のミニ講座」

　森づくりボランティアとして活動するための基本的知識を学ぶ講
座です。「森づくり活動団体」の方は必ず２～３名受講してください。

〔対象〕 森づくり活動団体
〔日時〕 Ａ．10月10日（水） 10:00～15:30
　　　 B．10月28日（日） 10:00～15:30
〔会場〕 横浜自然観察の森（A）
　　　 新治里山公園（B）
〔募集〕 森づくり活動団体に通知済みです。

　イベント会場にて、30分程度の自然観察会や森づくりボ
ランティア制度の紹介を、一日に複数回実施します。

Ａ．【緑区民まつり】10月21日（日）四季の森公園
Ｂ．【農と緑のふれあい祭り】11月３日（土）環境活動支援センター
※時間は決まり次第、ホームページに掲載します。

〔対象〕 一般の方 ・ 森づくりボランティア
 日時 

 会場  

〔申込〕 申込不要（その場でご参加いただけます）

・

＜研修のテーマと受講対象者の関係＞

Ａ．【秋の野草30種】 → 終了しました。
Ｂ．【冬の野鳥30種】12月頃
Ｃ．【樹皮と冬芽で覚える樹木30種】１月頃
新治市民の森ほか（予定）

〔対象〕森づくり活動団体・森づくりボランティア
〔日時〕 

〔会場〕 
〔募集〕 森づくりボランティア及び森づくり活動団体
　　　に別途ご案内します。

①

⑤

⑥

⑦

②

③

④

を 策 定 し ま し た ！

・利用者  ・地権者
・森づくり活動をする人  ・行政（管理者）

いろいろな立場の人 その森の立地、歴史

・地形や気候  ・周りの土地利用
・昔の土地利用  ・風習や言い伝え、伝統行事

いろいろな生き物

・明るい森が好きな生き物 ・暗い森が好きな生き物
・湿地が好きな生き物 ・森も草地も必要な生き物

目標の設定　ゾーニング（エリアわけ）　管理の方法
みんなで話し合って、調査をして、同じ目標を共有する

②救命

①リーダー

個人登録

加入③安全

④人材育成

⑤組織

⑥動植物

⑦ミニ講座

一般の方

森づくり
活動団体

森づくり
ボランティア

のご案内

保全管理計画とは


