
里地里山文化プログラム

里地里山文化プログラム開催結果
R１.11/1(金) - 11/30(土)

本プログラムに参加いただいた市民団体、NPO、団体等

 令和元（2019）年度の里地里山文化プログラムは、

11月1日（金）から30日（土）の１ヵ月間において、多摩・

三浦丘陵の緑と水景を「たのしむ」「まなぶ」「まもる！」

体験＆イベントを広くチラシやホームページ等で紹介

しました。

 地域それぞれに個性ある取り組みが展開され、市民

団体、ＮＰＯ法人、自治体など多様な主体が、公園・河

川・保全緑地などのフィールドで体験活動やイベント

を開催しており、その中で、今回は29のプログラムが

登録されました。

 本レポートは、その取り組み結果をまとめたもので

す。本プログラムの趣旨に賛同いただいたみなさんに

感謝するとともに、今後のさらなる充実した活動につな

がるよう、発展させていきます。

令和２年2月

主 催：多摩・三浦丘陵の緑と水景に関する広域連携会議 （相模原市・八王子市・日野市・多摩市・稲城市・
町田市・川崎市・横浜市・横須賀市・鎌倉市・逗子市・葉山町・
三浦市 ※13自治体順不同）

事務局：川崎市建設緑政局みどりの協働推進課
     （電話）044-200-2365

 多摩丘陵・三浦丘陵には、北は高尾山付近から南は城ケ島付近まで、緑と水景が連なる豊かな里地・

里山の環境が残っており、この環境を守るために様々な保全活動が行われています。

 この「里地里山文化プログラム」は、そのような活動を多くの人に知ってもらい、また、活動に参加

するきっかけをつくることで、緑と水景を守り育てる活動がさらに広がり、私たちの身近な文化として根

付いていくよう、関連する13自治体が連携して開催するものです。

2019レポート

http://www.tama-miurahills.com

多摩三浦丘陵トレイル

相模原市  NPO法人相模原こもれび

多摩市 多摩グリーンボランティア森木会
  多摩市グリーンボランティア連絡会

稲城市  NPO法人東京稲城里山義塾

町田市  特定非営利法人鶴見川源流ネットワーク

川崎市  神庭・里山を楽しむ会
  黒川竹行燈の会
  黒川緑地管理協議会・アトリエIZUMI
  公益財団法人 川崎市公園緑地協会

横浜市  寺家ふるさと村四季の家
  にいはる里山交流センター
  舞岡ふるさと村虹の家

横須賀市  鷹取山自然観察会
  三浦半島自然ふれあい楽校 
  水辺公園友の会

鎌倉市  公益財団法人鎌倉風致保存会

逗子市  共生´95

三浦市  特定非営利活動法人小網代野外活動調整会議
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 首都圏において、八王子市の高尾山付近から三浦市の城ケ島付近まで、南北に縦断する丘陵地が広域的に

連なっており、都市近郊における豊かな緑と水景の環境が今なお残されています。

 これらの貴重な環境を保全するため、平成18年度より、「みどりはつなぎ手」という共通認識に基づき、「市民・

企業・行政等の協働による広域的な緑と水景の保全・再生・創出・活用をしていくこと」を目的とした、多摩丘陵・

三浦丘陵が位置する13の自治体による「多摩・三浦丘陵の緑と水景に関する広域連携会議」を開催しています。

多摩・三浦丘陵の緑と水景に関する広域連携会議とは

多様な担い手との広域連携による緑と水景の保全・再生と交流の実現

広域連携による緑の保全活動
緑と水景を広域的に支える「新たなるコモンズの再生」

●これまでの成果の具体化・継続

多様な広域連携及び広域的な交流の場づくり
緑と水景を広域的につなぐ「みどりはつなぎ手」

●さらなる効果的活動の検討 ●民有緑地保全の検討



・チェーンソーでのトーチづくり、薪割り体験や里山散策、美味しい豚

汁など、充実した1日でした。自然の中で遊びつくした気分です！

・チェーンソーを使ってみたくて参加させて頂きました。予想よ

りも楽しく過ごすことが出来ました。

イベント・活動
参加者数
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登録プログラム数

29件
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25件のプログラムを実施。
４件のプログラムが天候などの理由で中止。

面積：伐採約1000㎡、
草刈り約1000㎡

伐採：20本程度
 量 ：２ｔトラック４台分
整備：カントリーヘッジ１か所

1件のプログラム
が台風の影響
で中止。

凡例

１

１

１

  「たのしむ」体験・イベント

  「まなぶ」体験・イベント

  「まもる!」体験・イベント
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26 小網代の森ボランティアウォーク
(特非)小網代野外活動調整会議
11月17日(日)

25 桜山中央公園の草刈・清掃
共生’95
11月11日（月）、15日（金）

24
いるか丘陵とことん巡り2019

-鶴見川源流編-
(特非)鶴見川源流ネットワーク
11月10日(日)

23 みどりのボランティア
（公財）鎌倉風致保存会
11月9日(土)、11月16日(土)

22
かわさきの森づくり

里山ボランティア育成講座
(公団)川崎市公園緑地協会
11月9日(土)

21 林内整理 カントリーヘッジを作ろう!!
NPO法人相模原こもれび
11月9日(土)

20
めぐりの森オータムフェスタ2019

ドングリ植えようファミリー植樹と森あそび
三浦半島自然ふれあい楽校
11月3日(日)

19 早朝探鳥会
水辺公園友の会
11月23日(土)

18 落葉の中の虫観察会
舞岡ふるさと村虹の家
11月17日(日)

17 交流事業 里山編
(公団)川崎市公園緑地協会
11月16日(土)

16
自然観察会

「野菊の違いを観察しよう！」
鷹取山自然観察会
11月10日（日）

15 野草を観る会
寺家ふるさと村四季の家
11月10日(日)

14 秋の植物観察
舞岡ふるさと村虹の家
11月9日(土)

13 寺家ふるさと村ガイドツアー
寺家ふるさと村四季の家
11月3日(日)

12 グリーンボランティア講座の体験会
多摩グリーンボランティア森木会、多摩市グリーンボランティア連絡会
11月3日(日)

11 自然観察会
水辺公園友の会
11月2日(土)

10 かまくら里山フェスタ
公益財団法人鎌倉風致保存会
11月23日（土）

９
クリスマス飾りづくり

アドベントクランツを作ろう
神庭・里山を楽しむ会
11月23日（土）

８ 葛のつるでカゴづくり
寺家ふるさと村四季の家
11月17日（日）

７ よこはま森の楽校
横浜市
11月17日（日）

６
緑の探検隊第8回

クワの樹皮から紙を創ります！
多摩市グリーンボランティア連絡会
11月17日(日)

５ シイタケ菌打ち体験
八王子市
11月16日(土)・17日(日)

４
旬の里山探訪特別編：

追分・瀬谷市民の森めぐり
にいはる里山交流センター 
11月6日(水)

３
めぐりの森オータムフェスタ2019

前田川の支流「尾形瀬川」源流トレッキング
三浦半島自然ふれあい楽校
11月4日(祝)

１ 緑と道の美術展 in 黒川2019
黒川緑地管理協議会、アトリエIZUMI
11月1日(金)∼11月30日(土)

地元の竹を使って

竹あんどんをつくろう！
●開催日

11月9日(土)11:30∼/13:15∼

●料金

500円/組

●イベントの内容

 ・竹あんどんの作り方講習
 ・竹あんどんづくり体験
 ・竹あんどんの点灯

おしゃれキャンパーに人気の

スウェーデントーチをつくろう！
●開催日

11月4日（祝）9:30∼15:00

●料金

大人3,000円

中・高生2,000円

小学生・未就学児1,000円

●イベントの内容

 ・チェーンソーの使い方講座
 ・スウェーデントーチづくり体験
 ・地元野菜を使った豚汁づくり
 ・トーチの使い方＆消火体験
 ・ブレイクタイム
 （ハンモック、自然観察など）

２
めぐりの森オータムフェスタ2019

木の実 草の実でリースづくり
三浦半島自然ふれあい楽校
11月2日(土)

里山の恵みを活かしたクラフト、
季節の行事など、自然と親しみ、
楽しむ体験やプログラム。

自然観察会や環境学習など、
その緑地にすむ生き物や自然の仕組み等を
学べるプログラム。

竹林の整備や下草刈り、
外来種の駆除、清掃活動など、
緑や水景の環境を守るための活動。

里地里山文化プログラム開催結果 R1.11/1(木)∼11/30(金)

27 緑地お手入れ隊
八王子市
11月24日(日)

参加人数
 45組
（事前受付18組、当日受付27組）

参加者の声

参加者の声
・思ったより、すごく良いものが
できた。
・むずかしそうだったけど、たのしかった。
・土や自然にふれる事が少ないので思いっ切りヨゴしたりさせ
たいです。
・子どもがとても喜んでいたので、次回も参加させたいです。
・竹を切るところから出来るとよいです。

雨天中止雨天中止

雨天中止雨天中止

雨天中止雨天中止

台風の影響で中止台風の影響で中止
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今年は、民有樹林地の持続的な管理を実現するため、楽しむことが樹林地の手入れにつながり、
かつ、イベントを通じて活動費を捻出するモデルプログラムを実施しました。


