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　市民の森や都市公園などの市内の樹林地では、
「森づくり活動団体」が、活動をしています。
規模の大きな団体や、最近活動を開始した団体な
ど様々な団体があり、その活動内容も、間伐や下
草刈りといった作業から間伐した竹を使ったそう
めん流しや、リースづくりなど多種多様です。

　「森づくりボランティア」としてぜひご登録く
ださい。森づくり活動に関する研修や森づくり体
験会のお知らせ、森づくりに関する情報をお届け
します。

伐木

竹の間伐

草刈り

中面の団体名の番号です

森の面積
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森づくりボランティアに登録しよう！森づくりボランティアに登録しよう！

森づくりボランティアのしくみ

●保全管理計画の策定
●情報の提供
●研修の開催
●道具の貸出し
●間伐材チップ化作業支援
●アドバイザーの派遣

横 浜 市 か ら の 支 援

●森づくりに関する情報の提供
●研修や活動体験会の開催
●団体加入や活動への参加の紹介

●自然観察会やウォーキングなど、
　森に親しむイベントの開催
●ボランティア入門講座の開催

森A 森B 森C

森づくりボランティア
（個人登録）

一 般 の 方

団体
加入

活動
参加

活動
参加

登録

森づくり活動を行う上で、覚えておきたい動植物について、観
察も交えて専門家が解説します。単に名前を覚えるだけでなく、
生きものと環境の関係性をしっかり学べます。
＊森づくりボランティア（登録者）及び森づくり活動団体にご案内します。

森づくり活動の魅力をお伝えすると共に、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手法などについて、
講義と実習を織り交ぜながら学ぶ、初心者向けの講座です。

下草刈りや樹木の手入れといった森づくり活動を体験していた
だく機会を年数回ご案内します。活動団体の定例活動日への参
加や、団体が活動していない樹林地で開催することもあります。
市内の様々な樹林、森づくり活動を、まずは実際に体験してみ
ませんか。

市内の新しい市民の森の開園や、各樹林地での森
づくり活動について紹介する、森づくり活動に関
する情報誌をお届けします。

「横浜市協働による森づくり要綱」の理念を理解し賛同する18歳
以上の方で
・横浜市内に在住、在学、在勤の個人または市内事業者であること。
・市内の樹林地で森づくり活動を行う予定のあるもの。

横浜市環境創造局みどりアップ推進課
〒231-0017横浜市中区本町6丁目50-10
tel.045-671-2624  fax.045-224-6627

森づくりボランティアに関するホームページ

問合せ先

森づくりボランティア　横浜 検索
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特定非営利活動法人
かなざわ森沢山の会

みどりの学校

上郷森の会

ガールスカウトの森

特定非営利活動法人
日本の竹ファンクラブ

リコー環境ボランティア
獅子ケ谷緑地保全会

鴨居原市民の森愛護会

特定非営利活動法人
よこはま里山研究所（NORA）

瀬上さとやまもりの会

殿山の森を守り隊

大塚・歳勝土遺跡公園愛護会

烏山公園愛護会

新治市民の森愛護会

陣ケ下自然愛好会

茅ケ崎公園愛護会

わかぎの会

横浜自然観察の森友の会

港南台生き生きプレイパーク

和泉の森を育む会

鯛ケ崎公園森のボランティア会

鍛冶ケ谷市民の森愛護会

新橋の森を守る会

公園愛護会

ガールスカウト横浜地区

本郷ふじやま公園運営委員会

BS善部の森愛護会

名瀬谷戸の会

特定非営利活動法人
新治里山「わ」を広げる会

中田宮の台市民の森愛護会

活動日● 2月12・19・25日、3月4・12・25日、4月9・16・22・29日、
 5月14・20日、6月3・11・18・24日、7月9・22日、8月6・19・26日
場　所● 釜利谷市民の森、金沢自然公園 会員数●約50名
活動内容● 里山の緑化・保全を自分たちの手で作業をしながら、その方法、森
 林の動きなどを知ることができます。炭焼き、間伐材の加工、きの
 この栽培、野草、野鳥、昆虫などの観察・保護も行っています。

活動日● 第２土曜日（雨天時は日曜日）、第4日曜日（雨天時は中止）
 9：30～13：30
場　所● まさかりが淵市民の森 会員数●約25名
活動内容● 「まさかりが淵市民の森」を拠点に、愛護会や地域のご理解のもと雑
 木林の手入れをして早30年。森作りの他、アジサイやニホンスイセン
 の増殖と植栽や自然観察、収穫祭等も開催し、会員の高齢化に伴い、自
 然での居場所、コミュニティづくりも心がけています。

活動日●（森の作業）毎月2回　毎月第１、第３日曜日　9：00～12：00
　　　　 （工房作業）水・土曜日　9：00～12：00
場　所● 上郷市民の森  会員数●約20名
活動内容● 荒れていた「上郷市民の森」を地域に寄り添う憩いの森にするため
 に、2003年４月、近隣の有志を募り、森の再生活動を始めました。
 伐採や植樹下草刈り、野草、小動物の保護、地域イベントの支援、間
 伐材を活用した木工品作りなど活動しています。

活動日● 月1回、土日の活動日が多い
場　所● 氷取沢市民の森  会員数●約100名
活動内容● 平成10年大岡川流域である氷取沢市民の森の一部を「ガー
 ルスカウトの森」として育成する許可をいただき森の保全活動を始め
 て25年「森を元気に!」保全活動を通して、様々な自然環境の学びの場
 とし、森を守り森の恵みに感謝することを大切に活動しています。

活動日● 月10回程度（ホームページをご覧ください）
場　所● 小机城址市民の森、横浜国際プール、こどもの国
会員数● 約160名  問合先●office141@takefan.jp
活動内容● 手入れができなく困っている竹林保有者と契約し、ボランティアで
 竹取協力隊を結成、自治体や民間企業と手を取り、荒れた竹林を変身
 させる活動しています。また、間伐した竹の利用で竹灯籠祭りを開
 催し、竹に関する様々な活動をしています。

活動日● 毎月第1土曜日 場　所●獅子ケ谷市民の森
会員数● 約10名  問合先●tadakatsu.harada@jp.ricoh.com
活動内容● みその公園「横溝屋敷」から入った獅子ケ谷市民の森で、2003年から里山
 保全に取り込んでいます。企業の環境ボランティアリーダーが中心となり、
 グループ社員やその家族、地元の方など様々なメンバーが自然と触れ合い
 ながら、身近な緑地を守りたいという思いで活動中です。

活動日●  第１、第３土曜日 9：00～12：00
場　所●  鴨居原市民の森 会員数●約130名  常時活動者約50名
活動内容● 2005年から活動を始め、ゴミの山から市民が憩う森となり、
 子供達が自然観察などで遊ぶ故郷の森となりました。又、市民が参加
 する竹の子堀、ソーメン流しと七夕、森のクリーンアップと焼き芋大
 会、正月飾りつくりなどイベントも盛り沢山です。散策路整備、草刈、
 林床の下草刈りなどをして、安全安心な森を維持管理しています。

活動日● 毎月第２、第４日曜日　10時～15時
場　所● 川井特別緑地保全地区 会員数●約120名
場　所● office@nora.yokohama.org
活動内容● 放置された「ヤマ」に再び手を入れる「NORAの山仕事」によって、木
 材や落ち葉の資源を生かしながら、新たな価値を見いだそうと努め
 ています。「利用できる森づくり」をコンセプトに、荒れてしまった
 森に手を入れ豊かな森づくりを試みています。

活動日● 内容によって活動日が異なります。HPからお問い合わせ。
場　所● 瀬上市民の森  会員数●約50名
活動内容● 樹林地整備の樹林地部会、湿地や谷戸田の水辺部会、生きも
 のの調査と保護の生き物部会の3部会で構成されており、市と市民の森
 愛護会と当会による保全管理計画に基づいて活動しています。瀬上市
 民の森は横浜のつながりの森（円海山緑地）の一部でもある深い谷戸で
 す。自然がよく残されており、生きもののにぎわいが見られます。

活動日● 毎月第２、第４土曜日 9：30～12：00
場　所● 獅子ケ谷市民の森  会員数●約19名
活動内容● この場所に昔の城跡があったことから地元では「殿山」と
 呼ばれていたので、会の名前になりました。都会の中にあ
 る里山にはカントウタンポポが群生し、昆虫、野鳥も多く飛来します。
 市民の森は市民の手で守るため有志が集まり草刈り、枝打ち、竹林の
 整備、清掃の活動を行っています。

活動日● 原則毎月第4日曜日
場　所● 大塚・歳勝土遺跡公園
場　所● 約50名
活動内容● 国史跡公園の竹林や雑木林等の維持管理を実施すると共に、自然観
 察会（年間2回程度）、管理技術・知識向上のための講習会（年4回程
 度）や会員相互の親睦会を開催しています。

活動日●月（春夏）１回/（秋冬）２回 日曜日（ホームページに記載）
場　所● 烏山公園  会員数●約10名
問合先●m-kamedax@nifty.com
活動内容● 烏山公園は、都筑区中川駅近くにある雑木林・竹林・水辺からなる公園です。
 春：たけのこの保護/管理＋たけのこ堀り大会、野草の保護。夏：野草園・水
 辺の整備、下草刈り/草刈り、七夕笹くばり、ソウメン流し。初秋：草刈、竹の
 生育調査。晩秋ー冬：竹林の施肥、竹林・雑木林の間伐・伐採。年間：ゴミ拾い

活動日● 毎月第1、第3土曜日及び第2、第4日曜日
場　所● 新治市民の森 会員数●約80名
活動内容● 自然が多く残っている新治市民の森で、草刈、間伐、清掃、
 パトロ－ルなどを毎回40名程で活動しています。四季のイベント
 も開催し、にいはる森工房でも市民の方に楽しんでいただいていま
 す。また地域の小・中学校への森に対する教育にも参加しています。

活動日● 月２回　毎月第２、第４土曜日
場　所● 陣ケ下渓谷公園とその周辺 会員数●約15名
活動内容● 森の四季の移ろいを眺め、植生観察を続け、林床の藪刈りや
 花の咲く山野草を保全し増殖する活動をしています。公園内にヤマユ
 リ、フデリンドウ、オカトラノオ、ホトトギスなど花の咲く山野草が増え
 ました。さらに多くの山野草が芽生えるように活動する計画です。

活動日● 毎月第1、第３日曜日
活動時間● 9：00～11：00（6月～8月  8：00～10：00）
場　所●茅ケ崎公園 会員数●約60名（定例活動参加 20-25名）
活動内容● 公園内の見廻り清掃をかねて園内のパトロールをします。園内の
 保全と安全活動を第１、第３日曜日に地域の皆様と進め、横浜の絶
 滅危惧６種類の植物調査も実施しています。

活動日● 月2回（真竹整備） 場　所●谷矢部池公園
会員数●約20名  問合先●yabe_wakagi@yahoo.co.jp
活動内容● 平成16年「豊かな自然を守り、矢部の子どもたちの安全な遊びの場、
 貴重な学びの場としてもっと公園を活かしたい」との思いから、谷矢
 部池公園の環境を整備する活動を始めました。年1回「竹灯籠の夕べ」
 というイベントを関係諸団体と協力しておこなっています。公園の
 自然をより身近に感じてもらえるような活動をしています。

旭　区17 GROUP創造と森の声

活動日● 原則3～11月の月2回日曜日  10時～15時
場　所● よこはま動物園ズーラシアの隣の森
会員数● 約10名 問合先●http://sites.google.com/view/forest-care-plus/home
活動内容● 横浜市旭区の森で20年以上にわたり、森の手入れをしながらワーク
 ショップや美術展にとりくんできた市民団体です。手入れ作業と、
 森を利用した催し（森のワークショップ、美術展など）を季節のサイ
 クルの中で行っています。

活動日● プロジェクトにより異なる
場　所● 横浜自然観察の森 会員数●約140名
問合先● jimukyoku@ynstomo.org
活動内容● 自然についての案内・調査・管理などのボランティア活動や、研修・
 交流・親睦・情報交換・会報の発行などを行っています。年間約160
 回の友の会主催の行事や年間460回のプロジェクト活動などを実
 施しています。常駐の公益財団法人日本野鳥の会のレンジャーや
 横浜市環境創造局と協働して事業を展開しています。

活動日● 月1～2回（主に第2水曜日） 10時～12時
場　所● 港南台中央公園
問合先● ikiki.pp@gmail.com
活動内容● 公園内のプレイパークに隣接する区域の竹林の整備を行っています。
 間伐した竹は、プレイパークで遊具や櫓をつくる材料としたり、薪と
 して活用しています。また、プレイパークで行う行事で地域のみなさ
 んにも楽しんでいただいています。

活動日● 毎月２～３回 水曜日 イベントは土曜日または日曜日
場　所● 古橋市民の森、陣屋の竹林、他
会員数● 約40名
活動内容● 市街地に隣接した荒れ果てた森を約20年間の会員の努力で、地域の
 交流の核として整備し、2019年に「古橋市民の森」として開園され
 ました。さらに、この森の山野草や湧き水ゾーンの保護活動を学び
 ながら展開していきたいです。また、この森で四季のイベント開催
 （4回/年）、竹林管理等を通して、会員の豊かな「生き甲斐作り」の一
 助と位置付けています。

活動日● 毎月第4日曜日 14時～
場　所● 日吉本町鯛ケ崎公園
会員数● 約10名  問合先●akyamauru0905@gmail.com
活動内容● 1993年からプレイパークと共に活動してきました。竹林管理を中
 心に、雑木林の管理や竹を使ったクラフト等も行っています。子供
 が自然と触れ合える場所を提供しています。

活動日● 月1～6回、不定期  9時～11時
場　所● 鍛冶ケ谷市民の森  会員数●約20名
活動内容● 鎌倉街道とJR根岸線に挟まれた約３haの森を守る活動
 をしています。古墳時代後期の横穴墓を見ることできる歴史と竹
 林の広がる自然豊かな森です。毎週月曜日巡視によって散策路は
 常にきれいに保たれており、雑草の増える時期には会員による草
 刈りにより、市民に愛される森づくりを目指して活動しています。

活動日● 毎週土曜日 雨天除く 9:00～12:00
場　所● 新橋市民の森とその周辺 会員数●約30名
会　報● ほたる通信（年２回程度発行）
活動内容● 新橋市民の森を活動拠点としています。主な作業は、草刈り、周路
 ・竹林・倒木整備を行っています。行政と協働で進めている「保全
 管理計画」に基づき、生物多様性の森づくりを目指しているため、生
 き物調査を定期的に行い、作業内容に反映させています。地域の小
 学校の自然教育にも協力し、観察会などを主催しています。

活動日● 第1～４土曜日
場　所● 本郷ふじやま公園  会員数●約20名
問合先● hongofujiyama@hongofujiyama.jp
活動内容● 栄区の中央に位置した約9haの小高い樹林地の一角に江戸後期の
 名主の屋敷を移築した古民家のある公園で、生物多様性に基づく
 再生、保全、活用するための活動を行っています。

活動日● 月2～4回、土・日不定期
場　所● 善部町特別緑地保全地区
会員数●約100名（含む青少年55名）
活動内容● 保全管理計画に基づく草刈り、低木の剪定・伐採、倒木処理などの森の
 保全活動とボーイスカウトによる昆虫・野鳥などの生物調査など、野外
 活動を通して生物多様性に配慮した森づくり活動とともに青少年の五
 感向上といった森を守り育てる心を醸成する活動を行っています。

活動日● 第1土曜日、第2日曜日、第2・3月曜日
場　所● 名瀬北特別緑地保全地区 会員数●約150名
問合先● m.tanaka@feel.ocn.ne.jp
活動内容● 昔話に出てくる里山の情景のもと、森の恵みと永続的な地球環境の
 保全、自然保護の大切さを多くの住民や子どもたちに伝えて、名瀬の
 里山を守り育てていくという目標をかかげている保全活動を通し
 て、地域の住民・企業・団体・学校、行政等との様々な『思い』、『出逢い』
 と『繋がり』、『感動』等を楽しんでおります。

活動日● 毎週土曜日（農閑期は休み）
場　所● 新治市民の森の谷戸田 会員数●約70名
問合先● info@niiharu.jp
活動内容● 市民の森の中にある谷戸田の耕作活動をとおして新治の農的景観と豊かな
 生態系の保全につとめています。にいはる里山交流センターを拠点とし、
 稲の苗づくりから一連の田んぼ作業、周辺の土手の管理などを行っています。

活動日● 毎月第2日曜日 10時～と、その週を除く毎週木曜日 10時～
場　所● 中田宮の台市民の森
会員数● 33名
活動内容● 住宅街の一角、約1.3haの森で草刈り、間伐、清掃に汗を流していま
 す。月に2度、森の散策会を開催し、毎回多くの参加者で賑わってい
 ます。

凡例 清掃・パトロール樹林内
の草刈り・間伐・徐伐

自然観察会・生きもの
調査・モニタリング

問合せ先の記載が
ない団体で、活動
をご希望の場合、
みどりアップ推進
課までご連絡くだ
さい。

ワークショップ・イベント・
発生材を活用した木工など

（港北ニュータウン緑の会）

二次元バーコードのつながる先は、ホームページ、ブログ、Facebook、など団体によって異なります。


