
「公園は地域の鏡、公園からのまちづくり」 

横浜市環境創造局 
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１ 公園愛護会とは  

公園愛護会とは 

市内には、小さな公園から大きな公園までたくさんの公園があります。特に、街区公園

や近隣公園などの比較的規模の小さな、地域に身近な公園が数多く配置されています。周

辺住民の皆さんにとって共通の「憩いの場」といえる身近な公園の管理は、公園を設置し

ている行政だけでなく、地域の皆さんの協力が必要です。そのため、地域の皆さんに、清

掃や草刈、利用者へのマナー啓発等のボランティア活動を行う、公園愛護会（以下「愛護

会」という）を結成していただいています。 

愛護会活動 

「横浜市公園愛護会事務取扱要綱」では、愛護会について、「市民の憩いの場である公園

の管理、活用に関して、地域においてその中心的な役割を果たす団体」であり、「公園が清

潔で安全かつ楽しく利用できるよう活動を行う」と示しています。公園は、愛護会を中心

に地域で大切にし、地域交流の場として活用されることが望まれます。ただ、愛護会の活

動はボランティア活動なので、無理をしない、負担にならない、参加する仲間同士楽しみ

ながら行う、ということが大切です。 

愛護会活動は、まずは毎月１回程度を目安にしていただきたいと思います。しかし、公

園の状況や参加者など、各公園で実情が異なるため、愛護会ごとに無理のない範囲で活動

頻度を定め取り組んでください。また、8 月の厳暑期や 2 月の厳冬期などの活動はお休み

ください。 

愛護会の活動事例には、次のようなものがあります。 

 日常の清掃や草刈り、落ち葉かき

 地域全体に参加を呼び掛ける定期的な一斉清掃

 子どもたちや犬の飼い主などに利用マナーを守っていただくよう伝える啓発活動

 花壇や植栽の手入れ、水やり

 中低木を中心とした樹木の刈込み、剪定

 子供たちの遊びの見守り、公園施設の不具合等の（所管事務所への）連絡

 公園を使った様々な地域行事の実施（夏祭り、防災訓練、ラジオ体操等）

 雑木林や竹林の保全

清掃活動 花壇活動 子どもたちの見守り 
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愛護会の結成 

① 愛護会の構成

愛護会は、公園周辺の地域住民で構成するものとしているため、公園を管理する土木

事務所、公園緑地事務所（以下「土木事務所等」という）と自治会町内会など地域の皆

さんが話し合って結成するのが一般的です。 

地域主体による構成母体の例は、次のとおり様々な形態があります。どのような組織

で愛護会を結成するかの判断は、地域特性を十分反映し、活動が活発・円滑に行われる

よう、地域の皆さんにお任せしています。 

 自治会町内会全体で結成

 自治会町内会の一部門や班での結成

 老人会や子供会が主体となって結成

 マンションの管理組合で結成

 地域住民の有志の皆さんで結成

近年、市民活動や企業の社会貢献活動が盛んになっているため、市民活動団体や企業、

学校が愛護会を結成することもできることとしています。なお、結成にあたっては、地

域の皆さんの理解もしくは協力を得ることが条件となります。 

② 愛護会の数、活動区域

愛護会は、原則として１公園に１愛護会です。ただし、地区公園など規模が大きくて

１つの愛護会では活動が十分にできないなどの理由で、エリアを分け複数の愛護会を結

成している場合があります。このような時は、結成時に土木事務所等と相談して決定し

ます。 

愛護会の活動区域は、原則として、公園全域となります。ただし、斜面地などの危険

な場所や多目的広場などの管理運営委員会がある場所を除いた部分を、活動区域とする

場合があります。活動区域は、土木事務所等と調整し決定します。 

③ 結成時の手続き

結成の意向が確認された場合は、活動内容や会長など役員を決め、「結成届」及び

「愛護会規約」を土木事務所等に提出していただきます。土木事務所等は、これを適当

と認める場合、愛護会長に承認を通知します。（３８ページ参照） 

【横浜市の「公園愛護会制度」の歴史】 

 横浜市の「公園愛護会制度」は、全国に先駆けて昭和３６年に創設したもので、５０

年を超える歴史を有しています。 

 平成１７年度には、地域に身近な街区公園や近隣公園等の管理を、それまでの市内４

公園緑地事務所から、１８区の土木事務所へ移管したことに伴い、愛護会に対する支援

の仕組みも大幅に見直し、愛護会に寄り添った現在の仕組みに改定しています。 
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愛護会活動への支援 

① 支援体制

横浜市では、公園を管理する土木事務所等が、環境創造局公園緑地維持課と連携しな

がら、愛護会への支援を行っています。 

１８区の土木事務所には、下水道・公園係に、愛護会対応の専門職員「公園愛護会等

コーディネーター」が１名ずつ配置されています。活動や行政手続き、支援等の相談、

連絡・調整など、愛護会の皆さんとの窓口機能を務めています。愛護会活動や公園のこ

とについて、わからないことや困ったことがありましたら、気軽に声を掛けてください。

公園緑地維持課では、維持管理支援班（以下、支援班）による技術支援のほか、愛護

会通信の発行や、支援物品の配送など、市内全愛護会に対し一斉に行う方が効率的な支

援について、土木事務所等と調整のもと実施しています。 

② 物品支援

愛護会活動に必要な熊手や鎌等の道具類やごみ袋や軍手等の消耗品、活動を PR する

ための腕章や活動中看板等の物品をお渡しします。 

年度ごとに各愛護会から申込みいただいた物品について、予算の範囲内で数量調整を

させていただきながら、６～７月頃に各愛護会に配送します。 

物品支援については、３０ページで詳しく紹介しています。 

環境創造局

公園緑地維持課

活動推進担当

維持管理支援班 

公園愛護会

業務連携

区役所

土木事務所

下水道・公園係

公園愛護会等 
コーディネーター

活動の支援 
連絡・相談 
各種手続き 

技術・物品等の支援 
愛護会通信の発行等 
公園愛護会の PR 

愛護会窓口 

＊ 
公園管理の所管 

制度の所管 

＊大規模な公園等の管理は、公園緑地事務所（付録３参照） 
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③ 技術支援

「花壇づくりをしたい」「植栽の管理をしたい」「草刈機の使い方を教えてほしい」

など新しい活動を始めるとき、「子どもたちとの接点を増やしたい」「地域に愛護会の

PR をしたい」など活動を発展させたいとき、そのきっかけをサポートするために、主に

技術的な側面から支援を行うのが技術支援です。公園の維持管理の技能・知識を持つ土

木事務所等職員や支援班が公園に出向き、愛護会活動の広がりをお手伝いします。あら

かじめ支援メニューを用意しており、必要な材料提供も行っています。 

技術支援については、21 ページ以降で詳しく紹介しています。 

花壇づくり 中低木管理講習 草刈機の安全利用講習 

  堆肥置場づくり 樹名板づくり イベント支援

④ 愛護会費

愛護会費は、4 月 1 日の時点で活動を続けている愛護会に対し、年に一度、活動面積に

応じてお支払いします。 

愛護会の存続や活動状況把握のため、「活動報告書」「会長等変更届・現況届」等所定

の書類（38 ページ参照）の提出をよろしくお願いします。 

【愛護会費交付基準】 

活動面積 愛護会費(年額) 

３，０００㎡未満 ２０，０００円 

１５，０００㎡未満 ３０，０００円 

１５，０００㎡以上 ４０，０００円 
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２ 安全な活動のために

活動を行う前に 

 愛護会活動で最も重要なことは、 安全に活動 することです。準備を十分に行うこと

が、参加者だけではなく、公園利用者の事故やケガの防止につながります。 

① ＜準備体操＞体をほぐしましょう

草刈りや清掃など軽い活動を行う場合でも、準備体操

やストレッチで体をほぐし、ケガを未然に防ぎましょう。 

② ＜服装＞ケガをしない服装で

虫さされや日焼けを防ぐため、「夏でも長袖、長ズボン」

で活動することをお勧めします。 

帽子をかぶると直射日光を避けるだけではなく、万が一、

頭部に物がぶつかった場合でも、衝撃をやわらげることができ

ます。 

③ ＜作業の段取り＞役割分担を決めましょう

活動を始める前に、リーダーが全員に「今日は何をどのようにす

るのか」を説明したうえで、役割分担を行いましょう。 

役割や活動場所を明確にすることにより、効率的かつ安全に活動

できます。特に、新しい人や慣れない人が参加する場合は、十分に

説明し、作業途中でも声をかけるなどの配慮をしましょう。 

④ ＜脱水対策＞飲み物を用意しましょう

水分の補給をしないで活動した場合に、脱水症状や熱中症にかかってしまうことがあ

ります。活動前に水を１杯飲むとともに、活動が 1 時間を超える場合は、途中で休憩を

入れるなどして、こまめに水分を補給しましょう。 

夏場だけではなく、５月頃から１０月上旬位まで、急激に気温が上がった日や次の日

は、対策が必要です。 

なお、水分補給はお茶やジュースのほか、スポーツドリンクも効果的です。 

⑤ ＜ケガの措置＞簡単な救急セットを用意しましょう

草刈りの際などに、鎌の使い方を誤って手を切ってしまうことがあります。道具を使

わなくても、ちょっとしたことで、手や足にケガをしてしまうこともあります。 

あらかじめ、消毒液や絆創膏などの簡単な救急セットを、用意しておきましょう。 
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活動中の事故発生要因 

愛護会の活動中に発生する事故には、主に次のような要因があると考えられます。 

① 足場の悪い場所での作業・無理な体勢での作業

はしごや脚立等を使用した、足が地面についていない状態での作業や足が地面につい

ているとしても、足元が斜面や段差、凍結した場所等での作業は、事故の危険性が高く

なります。実際、活動中に足を踏み外したり滑らせたりして転倒し、ケガを負う事例も

発生しています。 

愛護会活動は、安全第一に行ってください。はしごや脚立を使っての作業は行わず、

剪定等の作業は地面に足を付けた状態で行ってください。 

手が届かないところの剪定などが必要な場合には、土木事務所等に連絡してください。 

さらに、作業中に重いもの等を扱う際にも事故の危険性が高まるので注意が必要です。 

例えば、 

 抜こうとしていた草の根が急に切れ、仰向けに転倒

 土を掘り起こすため大きなシャベルに両足で乗り、仰向けに転倒

 刈った草や土石を一輪車で運ぶ際にバランスを崩し転倒

 作業時に急に体勢を変えた際に腰を痛める  等 

足場の悪い場所での作業 

無理な体勢での作業 道具・機械を使用した作業 

準備不足 

足が地面についていないと・・・ 

 脚立やはしごから落下

 脚立やはしごが転倒

 登っていた木や垣根から落下 等

足が地面についていても・・・ 

 斜面地や土手、法面等で滑って転倒

 階段やマンホール等の段差につまずき転倒

 濡れている落葉に滑って転倒 等

バランスを崩して・・・ 
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② 道具・機械を使用した作業

草刈りや剪定等の作業で、刃物等の道具や機械を使用していて、誤って事故につなが

るケースもあります。 

例えば、 

 鎌で草刈中に、誤って手を切る

 草刈機で作業中に、小石がはねて車にあたる

 小枝がはねて、目を損傷 等

【草刈りの際の注意】 

愛護会活動での草刈りは、鎌や窓ホー（円形のクワ）等を用

いて、雑草を根ごと取り除く手刈りが基本です。雑草の生え方

や参加者の力量に合わせてできる範囲で行ってください。 

生育が活発になる春から夏にかけては、利用団体全体に呼び

かけ、地域に活動を PR して応援を募るなど、たくさんの人数

で、できるだけ短時間で終わるように工夫すると効率的です。 

一方、草地の面積が広いなど、手刈りでは難しい公園で、機械

を使った草刈りを希望する愛護会に向けた支援として、比較的安

全な二枚刃の草刈機を使った安全講習と機械の貸出支援を行っ

ています。愛護会活動で定期的に機械を使用する場合には、安全

を常に考慮し、定期的に講習の支援を受けるなど、利用する方は

もとより愛護会の皆さんで、機械の取扱いの知識・技術の定着と

共有を図り、事故を未然に防ぐ必要があります。 

近年、金属製の一枚刃の草刈機を使用中の注意不足や誤った使い方による事故が発

生しています。平成 25 年８月には、大分県で、草刈機使用中に近づいてきた子ども

に刃が当たり死亡する痛ましい事故も発生しています。 

公園は、不特定多数の方々が集う場所です。公園を利用される皆さんの安全を第一

に考え、こうした事故の発生を防ぐため、愛護会活動においては、金属製の一枚刃の

草刈機やナイロン製のコードを高速回転させる草刈機の使用は控えていただくようお

願いします。 

独立行政法人国民生活センターから、草刈機使用に関する調査結果に基づく注意喚起が

ホームページで公開されています。

＜独立行政法人国民生活センターの発表＞

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130704_1.html 

【主な注意事項】 

 取扱説明書に記載されている服装、保護具を必ず着用してください。 

 刈刃が反動で跳ね返されるキックバックや飛散物の危険性を理解してください。 

 作業は事前に小石等を撤去し、15m 以内に立ち入らないようにしてください。 

道具・機械を使っていて・・・ 
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 「横浜市市民活動保険」  

 

愛護会活動の最中に「公園内のごみ回収のために潰していた空き缶でケガをしてしまっ

た」、「自転車に乗って愛護会の物品を運んでいる最中、誤って自転車を倒してしまい、駐

車中の車を傷つけてしまった」。このような活動中のケガや物損に対し、横浜市市民活動保

険制度が適用されます。 

 
参考ＨＰ 横浜市ホームページから「市民活動保険」で検索 
ＵＲＬ：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/shien/hoken/hoken.html 

① 加入手続きは 

横浜市が、市全体の市民活動を対象に保険に加入しており、事前の加入手続きは必要

ありません。事故発生後に手続きをしていただきます。 

② 保険料は 

保険料を支払う必要はありません。皆さんが、ボランティア活動を安心してできるよ

う、横浜市が、保険料を負担し、保険会社と契約しています。 

③ 万が一事故が発生したら 

事故が発生した場合は、30 日以内 に、お住い又は日ごろ活動を行っている区役所総

務課庶務係まで連絡してください。連絡いただく主な項目は、（１）活動者の氏名、住所、

連絡先 （２）ボランティア活動内容 （３）事故が発生した日時、場所（４）事故の状

況 （５）ケガの程度（部位、症状）などです。 

また、併せて土木事務所等へも報告、相談してください。 

④ 保険の種類と補償内容 

賠償責任保険 （他人に損害を与えた場合） 

区 分 身体賠償 財物賠償 保管物賠償 

保険金額 
１ 名 １億円 

１事故 ５億円 
１事故 ５００万円 １事故 ５００万円 

※ 免責金額（自己負担額）５，０００円を超える部分について支払われます。 

傷害保険 (活動している人がケガや死亡した場合) 

区 分 死 亡 後遺傷害 入院・通院 

保険金額 
１名 

５００万円 

１名 

２０万円～５００万円 

１日につき 入院３,5００円 

      通院２,5００円 

※ 入院は１８０日限度・通院は９０日限度 

⑤対象とならない代表的な事例 

 町内会や愛護会が主催した行事に「参加者」として参加した人の事故 

 親睦が目的のレクリエーション活動や互助的な活動 

 熱中症及び熱中症で倒れた際に負った傷害 

これらの内容を対象とする民間のイベント保険などがあります。近くの損害保険会社

などに問い合わせてください。 
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 危険から身を守る  

① 毛虫 

 公園にはたくさんの生物が生息しています。樹木には、チョウやガが卵を産み、幼虫

が発生することがあります。これらの幼虫は、ほかの昆虫や鳥の貴重なエサになってい

ます。 

しかし、一部の幼虫には身を守るための毒素を持つものがあり、知らずに触れると人

に被害を及ぼすものもいます。 

活動中や利用中にこれらの毛虫を発見したら、土木事務所等に連絡してください。 

 

人に被害を及ぼす毛虫 

発 生 し や

すい 

樹 種 

発見のポイント 注 意 点 

チャドクガ（幼虫） ツバキ、 

サザンカ、 

ヒ メ シ ャ

ラ、チャ等

の ツ バ キ

科植物 

●幼虫が小さいうち

は、葉の裏側などに整

然と並んでいます。 

●淡黄褐色で、全身が

毒針毛で被われてい

ます。 

●触れるとひどくかぶれます。

卵や抜け殻、成虫などにも毒針

毛が付いて、これらにも触れる

とかぶれます。主に葉の裏側に

付き、子どもでも届くところに

も発生するため、特に注意が必

要です。 

●春から秋にかけて年 2 回か

ら 3 回発生します。 

イラガ（幼虫） サクラ、 

ケヤキ、 

ウメ、 

カエデ等 

●発生初期は葉の裏

側を削るように食べ

るため、葉が透かし状

になります。 

●全身が、トゲで被わ

れています。 

●地面に黒いフンが

落ちています。 

●刺されると電気が走ったよ

うな強い痛みを感じます。 

●幼虫が小さいうちは集団で

固まっているものも多く、早め

の防除が肝心です。 

 

 

 チャドクガは、死んだ幼虫や脱皮殻、風に飛んだ毒毛でもかぶれるため、

発生場所の近くは注意が必要です。 

 公園で人に被害を及ぼす毛虫が発生したときは、枝葉を取り除く剪除や

捕殺等を優先的に行い、殺虫剤等の農薬は、原則として使用しません。

そのため、毛虫の早期発見が、その後の被害の防止に繋がります。 

 市販の除草剤や殺菌剤も農薬の一種であり、原則として公園では使用し

ません。愛護会活動においても、これらは使用しないでください。 

 嫌われ者の毛虫ですが、毒があるものはほんの一部の種類だけです。公

園の利用に影響が無い毛虫達は「自然の一部」ということで、そっとし

ておいてください。 

 注意点 
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② ハチ 

 ハチは、６月頃から巣を作り始め 10 月頃まで活動しますが、９月頃になると巣が大き

くなり攻撃性が強くなるため、ハチに刺される事故も多くなります。 

 ツツジの植え込みの中や木の枝の茂みの陰など、一見わかりにくい場所に巣がある場合

が多いので、植え込みや茂みからハチが出入りしていないかよく見てから、活動を始める

ようにしてください。 

 活動中や公園の利用中にハチの巣を発見したら、土木事務所等に連絡してください。 

  

 

                        

                        

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ハチに刺されないための対策】 

 巣のそばに近寄らない。 

 ハチは黒色に対して攻撃性を示すので、できるだけ白色系統の衣服と帽子を着

用する。 

 強い香りのする香料はつけない。 

 ハチがそばに飛んできたら、姿勢を低くして静かにその場を離れる。 

【ハチに刺されたときは】 

 すぐにその場を離れる。   

 水で洗い流し、冷やし、抗ヒスタミン軟膏を塗る。 

 気分が悪くなったり、動悸がしたりする場合はすぐに病院へ。 

 

【中低木の刈込み作業に入るときに】 

 刈込作業に入る前に、茂みを熊手などで軽く叩くな

どし、ハチの巣の存在を確認してください。 

 ハチが出てきた場合は、静かにその場を離れその日

の作業は中止してください。巣の撤去について、土

木事務所等へ連絡してください。  

 ハチの攻撃性が高くなる黒い服や花の香りの香水

はさけてください。 

 

 

スズメバチ 

巣の形状：ボール状。縞模様がある。 

出入口は１箇所 

特  徴：攻撃性が高い。 

 

アシナガバチ 

巣の形状：お椀を伏せたような形。 

巣穴がたくさん開いている 

特  徴：攻撃性は低い。 

 

 注意点 
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③ ヘビ

横浜に生息しているヘビで毒をもっているのは、マムシとヤマカガシの２種類です。

どちらも、主に水辺やじめじめした場所に生息しています。攻撃性は低いので、こち

らから棒などでけしかけるなどしなければ、咬まれることはめったにありません。 

万一咬まれた場合は、すぐに病院で処置を受けてください。 

④ カラス

横浜に生息しているのは、主にハシブトガラス、

ハシボソガラスの２種類（全長５０～５６ｃｍ）です。

雑食性で生ごみも食べ、３～７月に街路樹や鉄塔など

に繁殖のための巣をつくります。ヒナが巣立った後は、

緑地などで集団生活します。（「ねぐら」という）

カラスは集団で人を襲うことは、絶対にありません。

人に向かってくる場合は、子どもを守るための行動で、 

夫婦で行います。カラス自身は、自分よりも大きな人 

に向かうのは、相当な覚悟の上での行動なのです。 

また、飛びながら嘴で突っつく、という動作も、体の構造上、出来ません。攻撃する

時は、必ず後ろから、爪の伸びた足で蹴ります。カラスの生態を正しく知っていれば、

人が怖がることは全くない動物です。 

（横浜市のカラス対策事業） 

カラスが増えた大きな原因は、エサとなる生ごみが増えたからだと言われています。

横浜市では、生ごみを適正に管理すること（飛散防止ネットの活用や搬出時間の徹底な

ど）により、カラスの数を減らしていきます。 

 このため、横浜市では、生息数を減らすための捕獲は行っていません。 

ただし、公園内で、巣やヒナを守るために親鳥が不特定多数の人に威嚇攻撃を繰返す場

合は、土木事務所等へ相談してください。 

＜参考＞ 

○民有地におけるカラスの巣落とし費用の一部補助

民有地にカラスの巣があり、親鳥による威嚇攻撃が繰返される場合に限り、その原因

となる巣の除去費用の一部を市が負担します。 

（巣落とし基本型作業のうち、１２,０００円を上限に補助します。） 

なお、中にヒナ及び卵がある巣を落とす場合は、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が

必要となります。 

○巣立ちビナの回収

巣立った直後のヒナが地上付近にいた場合、ヒナを守るため親ガラスが近づく人を攻

撃することがあります。親ガラスが人に威嚇攻撃を繰り返す場合は、市でヒナを回収し

ます。 

※ 詳しくは、環境創造局動物園課 TEL045－671－3448 へ相談してください。
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⑤ 熱中症の予防 

 熱中症は、暑さによる障害の総称で、体から水分が失われてのどの渇き、脱力感、   

倦怠感などがみられます。さらに塩分が大量に失われると頭痛や嘔吐が加わります。  

これが進むと全身の脱力感、血圧の低下、とり肌、寒気、筋肉に痛みを伴った痙攣   

（けいれん）をおこします。対応が遅れると死に至ることもあります。 

 熱中症は例年梅雨明けの時期から急増する傾向がありますが、5 月から 6 月にかけて

も、急に気温・湿度が上昇する日があり、注意が必要です。 

 

 熱中症の予防には、水分のこまめな補給が重要です。特に、大

量の汗をかくときは、水分だけでなく塩分の補給が必要になりま

す。水に塩分を加たり、スポーツドリンクを摂取することが適し

ています。 

 活動時の水分補給のコツは、のどが渇いてから水分を取るので

はなく、のどが渇かないうちに、こまめに水分を取ることです。 

 

 少しでも異常を感じたら、木陰など風通しがよく、涼しいところに寝かせ、衣服をゆ

るめ、冷たいタオルなどで体を冷やします。自力で水分補給ができないことが医療機関

へ搬送の目安となります。重症にならない前に早めに対応しましょう。 

 

【熱中症の症状】 

重症度 症状 

軽症 めまい、筋肉痛、大量発汗※ 

中等症 頭痛、気分不快、吐き気、おう吐、倦怠感、虚脱感 

重度 意識障害・けいれん、手足の運動障害、高体温 

※ 熱中症が重症となると発汗が無く、乾いた皮膚になるので、汗だけで判断しないことが大切です 
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３ いろいろな愛護会活動                    

 

① 清掃 
 いつもきれいな公園は、近所の皆さんのおしゃべりの場になったり、子ども達が遊び

にやってきたり、ベンチで読書をしたりと、地域の皆さんの憩いの場となります。 

清掃された、きれいで安全な公園では 

 

「公園の利用者が増える」 

「子どもや幼児が安心して遊べる」 

「公園内のごみ捨てが減った」 

「不審者が来なくなった」 

 

といった効果があります。 

また、公園は「地域の鏡」とも言われています。 

ごみが散乱している公園は、地域のイメージダウンにもつながりかねません。 

皆さんが気持ちよく過ごせる「美しい公園」にしていきましょう。 

 

 

 

○活動にともなって出るごみの取扱いについて   

ごみの集積場所については、各区の資源循環局の事務所に事前に連絡し、担当の指

導員と調整してください。 

また、４５リットルのごみ袋５袋、もしくは２０リットルのごみ袋１０袋以上を出

す場合は、収集日について、事前に相談してください。 

※不明な点は、各区の資源循環局事務所に問い合わせてください。（付録-3 参照） 

 ○分別について 

 横浜市では、市民の皆さんの協力のもと、ごみの減量・リサイクル行動を実施中で

す。ごみは、「缶・びん・ペットボトル」と「燃えるごみ」に分けて出すなど、分別

をお願いします。 

 愛護会活動で出たごみは「黄色いごみ袋」を利用しましょう。また、市販のごみ袋

等を利用する場合は、場所などを決めて「愛護会活動で出たごみ」であることがわか

るようにして出しましょう。 

○粗大ごみの不法投棄について 

公園内に粗大ごみが不法投棄されていた場合や、石の処分については、土木事務所

等に連絡をお願いします。 
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② 草刈り
横浜市では、業者への委託により 1 公園あたり年１～2 回の草刈りを実施している公

園もあります。また、市で行う管理を補完し、公園の見通しを良くして公園をきれいに

維持するため、愛護会活動で、草刈りを行っていただいているところもあります。 

愛護会活動はボランティアです。安全に無理なく行っていただくため、 平坦な場所

での鎌等を利用した手作業での草刈りを基本 にお願いしています。 

 ただ、草地の面積が広い場合など手作業では難しい公園で、愛護会が作業したいとい

う場合は、１枚刃の草刈機ではなく、比較的安全性の高い２枚刃の草刈機の利用をお願

いしています。また、安全講習を受けた人が使う場合には、２枚刃の草刈機の貸し出し

を行っています。（技術支援 草刈機の安全講習 26 ページ参照） 

草刈りの一番の目的は、雑草を刈ることで公園内の見通しを確保し、公園の美観を保

つことです。雑草といっても、公園の「緑」です。必要以上に刈る必要はありません。 

草刈りは、鎌や窓付きホー(円形のクワ)などを用いて雑

草を取り除くのが基本ですが、雑草の生え方や参加者の力

量に合わせてできる範囲で行ってください。 

生育が活発になる春から夏にかけては、地域に応援を募

るなど、たくさんの人数で、短時間で終わるように工夫を

することがポイントです。 

※斜面地の草刈りは危険です。愛護会活動では、斜面地で作業しないでください。

③利用マナーの啓発
子どもたちが危険な遊びをしている、犬を放している、ごみを放置したままで帰ろう

としているなど、危険な行為やマナーに反する行為を見つけた場合は、できる範囲でマ

ナー啓発の呼びかけをお願いします。

呼びかけを行う場合は、

◆自分からあいさつをする、愛護会と名乗る

◆できるだけ２人以上で声をかける

◆やさしく話しかける

◆聞き入れてくれない場合は、とりあえずそれ以上注意をしない

◆「公園のルールブック」を渡して「ここにこう書いてあるんですよ」と間接的

に注意する

利用マナーの啓発は、相手の状況によっては、トラブルにつながる可能性があ

ります。地域の状況や愛護会の活動内容にあわせ、できる範囲で行ってください。 

また、簡単な声かけではなく、相手の行動を制限するような場合は、複数のメ

ンバーで行動をすることをお勧めします。
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猫への餌やりについて 

 

公園での猫への餌やりは、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく「横浜市動物の

愛護及び管理に関する条例」によって、禁止事項とはしておりません。 

猫への餌やりマナーやルールについては、「横浜市猫の適正飼育ガイドライン」を参照し

てください。 

 

参考HP 横浜市HPから「横浜市猫の適正飼育ガイドライン」で検索 

 

 

公園利用の話し合いについて 

 

公園を地域の人たちで主体的に活用していただくため、必要に応じて、地域の人たちで

話し合っていただくことがあり、その中心的な役割を果たすのが愛護会になります。 

 

【話し合いの一例】 

 

            近くの保育園の園長先生から、愛護会長に相談がありました。 

「水曜日の午前中に園児が散歩をしています。その途中の公園 

で一休みしたいのですが、いつも、年配の方がグランドゴルフを 

していて、子ども達が一休みしづらいのです。そんなに長い時間 

ではないので、なんとかなりませんか。」 

 

 

そんなときに、愛護会が、グランドゴルフをしている 

年配の人に声をかけて、 

「保育園の子ども達が来る 10 時半ぐらいにグランド 

ゴルフはちょっと一休みしてもらえませんか。子ども達 

が興味を示すようだったら、ちょっとグランドゴルフを 

教えてあげてみては」と相談しました。 

このように、地域のことを知っている愛護会だからこそ、 

きめの細かい対応ができるのではないでしょうか。 

 

 

【公園のルールブック】 

 ポケットサイズの愛護会紹介リーフレットを発行して 

います。 

表面が「公園内の規則やマナーの紹介」、裏面が 

「公園愛護会の紹介」となっています。 

愛護会活動に参加する皆さんや、公園利用者にお渡し 

              できるようＡ７判サイズにしました。 

 利用マナーに関する項目もイラストを活用し、やさ 

しく、わかりやすく紹介しています。 

問合せは、土木事務所等へ。 
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【「防犯パトロール」の腕章】 

  地域における防犯意識の高まりから、 

愛護会の皆さんから、「マナー啓発や 

防犯パトロールをしたいが、何か効果 

的なものがありませんか」 

という意見が多く寄せられています。 

この声にお応えして、防犯パトロール 

の腕章を用意しました。 

（黄色地に夜間でも目立つよう反射テープがついています）。  

  問合せは、土木事務所等へ。 

 

 

 

【利用マナー啓発の具体例】 

 

 

例１）犬を放して、遊ばせている場合 

 

 

         だめじゃないか。「『犬を放すな』って、看板に書いてあるだろ。」 

 

 

〇よい対応１  「こんにちは。愛護会のものですが、犬が嫌いな人もいるので、 

        つないでいただけますか」 

 

〇よい対応２  「土木事務所から聞いたのですが、他の犬に吠えられて、公園から 

飛び出して車にひかれそうになったり、そのまま戻らないことが 

あったようですよ。つないでおいたほうがいいと思いますよ」 

 

 

例２）幼児が遊んでいる近くで、子どもがバットを振り回している場合 

 

        「こら、危ないじゃないか！ 

         こんな小さな子の近くで 

バットを振るんじゃない！」 

 

 

○よい対応   

「小さな子にバットが当たると怪我をしちゃうよ。 

 ちょっと離れたところで遊ぼうね」 

 

 

悪 い

例 

悪 い

例 
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例３）砂場の砂を使って砂場の外で遊んでいる親子の場合 

 

        「だめだよ、砂場の砂を外に出しちゃ。あんたたちがそのままにして 

         帰るから、いつも俺たちが後始末しなければならなくなるんだ」 

 

 

（親に対して） 

○よい対応   「砂場の中で遊ばせようと思っても、なかなか思いどおりになら 

ないですよね。終わったら砂を中に戻しておいて下さいね」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【有料サッカー教室】 
最近、公園の広場などで 営利を目的 とした「子ども向けのサッカー教室」が 

開催されることがあります。 

公園では、原則として、商売はできません。 

民間団体や個人が収益を目的として行う有料スポーツ 

教室は、横浜市公園条例第６条第１項第１号（販売行為等） 

及び第６号（独占使用等）により、市長の許可なく公園 

広場で開催することはできません。なお、収益を目的と 

した有料スポーツ教室は、横浜市公園条例第６条第３項に 

抵触するため許可することはできません。 

収益を目的とした有料スポーツ教室からの利用申込みや問合せがあった場合は、 

理由を説明の上、この場所は利用できないことを伝えてください。   

納得しない場合や悪質なケースは、土木事務所等まで連絡してください。 
 

 

悪 い
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④愛護会のＰＲ 
 横浜市では、愛護会の活動を皆さんに知っていただくため、「公園愛護会通信」を発

行したり、大きな公園等で開催されるイベント等で愛護会の PR を行うブースを出展し

たりしています。 

愛護会活動のＰＲは、「地域の人たちに活動を理解してもらう」「活動への新たな参

加者を増やす」「ＰＲ不足による不要なトラブルを回避する」ためにとても有効です。 

愛護会の皆さんも、積極的にＰＲを行うようお願いします。 

 

愛護会の活動を PR する 3 つの段階 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 その１ 活動前の周知 

  活動やイベントへの参加者を増やすためにも、チラシやポスターの掲示・自治会 

 町内会の回覧板をつかうなど、事前の周知を行いましょう。 

清掃活動やイベントの日時を周知することで、公園の利用に注意が必要な日時を 

知らせることにもなります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 その２ 活動中の PR 

  当日、黙々と熱心に活動していても、愛護会の存在を知らない人にとっては 

「だれが何のためにしているのかわからない」ことがあります。愛護会活動中 

看板などを使ってさりげなく PR しましょう。 

  また、活動に参加しないからといって、厳しく接するのではなく、やさしく接す 

 る気持ちを持ちましょう。参加したくても、きっかけがない人も多くいるのでは 

ないでしょうか。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 その３ 活動後の報告 

  大きな活動が終わったあとや年度の最後に「こんなことをやりました。こんな人 

 が参加してくれました。」といった報告をまとめ、公園内に掲示し、自治会町内会 

の回覧板などでも紹介しましょう。また、年度末には会計報告も公開することにより、

無用なトラブルを未然に回避することができます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

【公園愛護会通信】 

公園愛護会通信は、愛護会活動がより活発に行われるよ

うに、活動に関する情報提供や、活動の事例紹介等を行う

ための情報誌です。年に３回発行しており、愛護会には希

望部数をお送りしています。愛護会掲示板への掲示や町内

会の回覧などで周知してください。通信と一緒に、活動に

必要な書類もお送りすることがあります。 

 

【公園愛護会マスコットキャラクター「あいごぽん」】 

 多くの皆さんに愛護会をもっと身近に感じてほしい。そんな想いから誕

生した「あいごぽん」は、様々な場面で PR 活動のために活躍しています。 

 「あいごぽん」のイラストは、愛護会を PR するためなら、だれでも使

えます。環境創造局のホームページに掲載されている「キャラクターデザ

イン使用ガイド（カタログ）」を参照のうえ、会報や掲示物など、皆さん

の工夫で「あいごぽん」を活用してください。 
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活動をＰＲするための物品について紹介します。 

 

【愛護会活動中看板】   

        愛護会活動を知らせるための「愛護会活動中看板」を 

用意していますので、活用してください。 

◎こんな効果がありました◎ 

●「親子連れの人たちが、ありがとうございますと声を 

かけてくれるようになった」 

●「活動に参加する人が増えた」  

 

 

 

【その他の PR グッズ】 

     

   帽子         腕章       愛護会 PR チラシ    名札 

 

 

 

【愛護会掲示板】   

 愛護会の積極的な活動を PR するため、公園内に愛護

会掲示板を設置しています。希望される場合は、土木事

務所等へ相談してください。 
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⑤行事・イベントの開催 
 公園という「地域の憩いの場」を活用し、皆さんの公園でもイベントを開催してみま

せんか。近隣の小学校や保育園・幼稚園、子供会などとタイアップし、いろいろなイベ

ントを行う愛護会が増えてきました。 

 清掃や花壇づくりなど、技術支援と組み合わせて実施すると、愛護会活動のＰＲにも

なります。まずは、土木事務所等に相談してください。 

         

 

 

クラフト教室 

 公園の木や竹を剪定した枝などを使って、 

ペンダントや竹とんぼを作ったり、ベーゴマ遊びなどの昔遊びを教えたりします。 

 

                 焼き芋大会 

                  子供会とタイアップし、みんなで公園の落ち葉 

清掃をした後に、焼き芋大会を開きます。 

                  

 

 

      お祭り 

       季節ごとのお祭りを開催。 

       地域の伝統行事を復活。 

       盆踊り大会など。 

 

 

★公園で行うイベントに対し、その「企画づくり」や 

 実施のときに必要な「道具の貸出」を行います。 

★企画例：落ち葉かきと焼き芋大会、自然観察ゲーム、 

昔遊び、木のキーホルダー作りなど 

★道具の貸出：焼き芋大会用半割ドラム缶、 

遊び道具など 

★材料の支援：クラフト材 

 

 

 

  イベントを行うときに、行政への申請手続きが必要な場合があります 

  イベントを行う    公園内行為許可申請 ⇒ 土木事務所等 

  火を使う       火煙発生届     ⇒ 消防署 

   模擬店で食べ物を出す 報告営業の届出   ⇒ 区役所福祉保健センター 

                          （生活衛生課） 
 

こんなイベントが行われています。 
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４ 技術支援                    

 技術支援を受けるには  

 愛護会活動の活性化やステップアップのために、専門技術を持った本市職員が公園に出向き、

様々な講習を行う「技術支援」を活用してみませんか。清掃などの単純作業だけではなく、技術や

知識を必要とするような活動を取り入れることで、日頃の活動がさらにやりがいのあるものとなり、

活性化につながります。 

技術支援は、様々なメニューを用意しています。やってみたい、受けてみたいというメニューを

選び、土木事務所等への必要な手続きを行ってください。 

 

① 技術支援メニュー 

技術支援メニューは次のとおりです。新たに受けたいメニューに加え、過去に受けた支援の継

続を後押しする「フォローアップメニュー」も用意しています。 

 

■花壇づくり支援 

 木枠の花壇を皆さんと一緒に作ります。楽しいガーデニ

ングで、魅せる公園づくりに取り組めます。 

【フォローアップメニュー】 

既存花壇の手入れ方法等についての講習も行っています。 

 

■中低木の管理講習 

 サツキやアジサイなどの中低木の刈込み方、使用する

刃物の研ぎ方などのポイントについて講習します。 

樹木ごとの刈込みの適期も知ることができます。 

 

 

 

【技術支援の効果】 

 技術支援には、次のような効果が期待できます。 

手入れの行き届いた花壇は、その公園の魅力となります。花壇により公園が華やぐだけでなく、 

ポイ捨てを防止するとともに、活動参加者の拡大にもつながります。 

サツキやツツジなどの中低木類は、適期に刈り込むことで、毎年きれいな花を咲かせます。 

また、木を低くして見通しを良くすることで、安全な公園づくりを行うことができます。 

こうした美化活動で整えられた公園は、地域の安心・安全な場所として利用が促進され、地域 

交流を育み、コミュニティを醸成させる効果も期待できます。 
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■草刈機の安全講習 

 石飛びの少ない 2 枚刃の草刈機の安全な使い方、手入

れの方法について講習します。この講習を受けた人は、

土木事務所から草刈機を借りることができます。 

【フォローアップメニュー】 

草刈機を使用する人が変わる時、もう一度使い方につ

いて知りたい時のため、再講習も行っています。 

 

■堆肥置場づくり支援 

 堆肥置場を皆さんと一緒に設置し、公園内の落葉を使

った堆肥づくりを支援します。 

【フォローアップメニュー】 

より良い堆肥を作るための方法、作った堆肥の利用方

法について、講習も行っています。 

■樹名板づくり支援 

 木の名札づくりを体験できます。子ども達も参加すれ

ば交流の機会にもなります。 

【フォローアップメニュー】 

古くなった樹名板の更新や管理方法について、再講習

も行っています。 

■イベント支援 

 公園を利用したイベントで使用できる昔遊びの玩具等

を貸し出します。 

■ドラム缶の利用講習、貸出 

公園での焼き芋づくりに使用できるドラム缶について、

利用講習を受けた愛護会に貸し出しを行っています。 

■遊具の安全な使い方講習 

 遊具を安全に利用するポイント、遊びの見守り方等を

講習します。 

  

※ 技術支援で設置した花壇枠や堆肥置場、樹名板について、いたみが著しい場合は、土木事務

所等に相談してください。  
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 申込手続きの流れ  

 技術支援を受けるための手続きの流れを紹介します。年間スケジュールで各区の割り当てを定め

て支援しています。毎年 1 月に申込用紙を送付し、4 月以降１年間の申込をまとめて受付けます。 

 これを土木事務所等で調整し、打合せや実施について相談・連絡をします。支援は、事前に現地

打ち合わせを行い、その後実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込 

スケジュール

調整 

現地打合せ 

支援実施 

年度に 1 回、申込用紙に記載されている技術支援の中から希望する支

援を、土木事務所等に申し込みます。 

※申込用紙は１月初旬に、土木事務所等から発送します。 

土木事務所等と愛護会でスケジュールの調整を行います。 

※全区で支援を行っているため、希望の日程が取れない場合があります。 

※雨天時の予備日も設けます。 

事前に公園において、愛護会、土木事務所等、支援班で実施の詳細を

確認します。 

※公園の状況次第で、支援を見送る場合もあります。 

例）堆肥置場づくりを希望したが、堆肥にできる落ち葉がほとんどなかった。 

※草刈機の安全講習の場合は、現地打合せを行いません。 

材料、道具類を持ち込み、公園で支援班が技術指導を行います。 

花壇づくり支援、堆肥置場づくり支援、樹名板づくり支援は、愛護会

の皆さんと共同作業で実施します。 
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 技術支援の進め方  

① 花壇づくり支援  

花壇づくりを始めるための丸太を使った花壇枠づくりを、支援班と愛護会の皆さんとの共同作業

で実施します。 

■事前打合せ 

愛護会、土木事務所等、支援班と一緒に、公園内で花壇

に適した場所を確認し、設置場所や大きさなどを決めます。 

 

※ 自治会・町内会等と相談し、チラシを回覧や掲示板に貼るなどし、実施をＰＲすると効果的

です。チラシを作る際は「文例集」（19 ページ）を参考にしてください。 

 

■実施 

支援班が材料加工などの準備を行い、道具とともに搬入します。花壇枠の設置、土づくり、

花の植え付けから水やりまで、愛護会の皆さんにとともに作業を行います。 

 

 

 

 

 

 

丸太の仮置き  ⇒⇒  金具で固定  ⇒⇒ 土を耕します ⇒⇒ 配置を考え花植え 

 

日常の管理として、適度な水やりと雑草除去を忘れないでください。愛護会花壇の看板を立て

れば愛護会のＰＲにもなります。 

 

 

 

 

 

 

十分に水やりし  ⇒⇒  完成です 

 

こうして作られた花壇ですが、長年を経て腐食してきた場合は、土木事務所等に相談してくだ

さい。また、手入れの仕方などについて、改めて教えてほしいときは、フォローアップメニュー

の「花壇の手入れ講習」を活用してください。 
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② 中低木の管理講習  

公園内樹木での実際の刈り込みと剪定作業をとおして、支援班が、本職ならではのコツを伝えま

す。樹木の特徴、安全な作業の方法、道具の手入れ方法について、講習します。 

■事前打合せ 

・愛護会、土木事務所等、支援班と一緒に、公園内の

どの部分で刈り込みや剪定が必要か確認します。 

 

・人数が少ない場合は、近隣の愛護会と合同で講習

を実施することが可能です。（上限１５人） 

 

■実施 

参加される人数分の刈込バサミと剪定バサミを用意します。支援班が道具の使い方と安全な

作業方法を説明した後、グループに分かれて実際に刈込作業を行います。 

   

道具の使い方と安全な作業方法の説明     作業では樹木ごとのポイントを伝授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道具の手入れ方法についても講習 

       

講習後に、管理方法のコツをまとめた冊子「中低木の刈り込み」を渡しています。 

メンバーが変わった時などにぜひ活用してください。 
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③ 草刈機の安全講習  

比較的安全性の高い二枚刃の草刈機を使って、安全な使用方法について、講習を行います。この

講習を受けた人には、草刈機の貸出を行っています。 

 

■事前にお願いしたいこと 

・公園内のどの部分で草刈りが必要か、事前に把握しておいてください。 

・参加者数を事前に把握しておいてください。人数が少ない場合は、近隣の愛護会と合同で

講習を実施することが可能です。（上限１５人） 

・当日は草刈機を実際に操作します。民家が隣接する公園で実施する場合は、騒音等について、

近隣への事前周知をお願いします。 

 

■実施 

支援班による草刈機操作方法の説明のあと、グループに分かれて愛護会で実際に操作します。 

支援班員が１グループに１名つくので、安心して講習が受けられます。 

      

 

機械の操作方法を習得できたら、手入れ方法についても講習を行います。 

       

 

講習後に「草刈機の安全な使い方と手入れ方法」という冊子を渡しています。講習で覚えきれ

ないときや忘れてしまったときに読んでください。また、愛護会のメンバーが変わったなどで、

もう一度講習を受けたい場合は、「草刈機の安全講習（再講習）」も受け付けています。 
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④ 堆肥置場づくり支援  

 

■事前打合せ 

・愛護会、土木事務所等、支援班と一緒に、公園内

のどこに堆肥置場を設置するかを確認します。 

 

  ・支援班が、堆肥置場に適した落ち葉があるか併せて 

確認します。 

 

■実施 

実施日までに、支援班が材料の加工などの準備を行い、道具とともに搬入します。愛護会の皆

さんと一緒に堆肥置場を組み立て、設置します。 

   

    

板を磨く  ⇒⇒  組み立てる   ⇒⇒ 水を入れながら .⇒⇒ 堆肥置場が完成！ 

落ち葉を踏み固める 

    

  

設置後は、3 か月に一回程度、堆肥化の進ん

だ下層部分と落ち葉のままの上層部分を入れ

替える「切り返し」作業を皆さんで行います。 

堆肥が完成する目安は、約１年です。 

  

 

 

腐食してきた堆肥置場を新しくしたい場合、メ

ンバー交代などで使わなくなった堆肥置場を撤去

したい場合は、土木事務所等へ相談してください。 

また、「切り返し方法について知りたい」「堆肥

の活用方法について知りたい」というときは、フ

ォローアップメニューの「堆肥の切り返し・利用

講習」を活用してください。 

３か月後の落ち葉堆肥。上層は 
まだまだ葉っぱのままです。 
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⑤ 樹名板づくり支援  

公園の樹木の名前を調べて名札を付ける、樹名板 

づくりを支援します。 

■事前打合せ 

・樹名板（名札）を付ける木を決め、図鑑などから、

その名前を調べます。 

 このとき、樹木に印をつけておきます。 

 

※小学校や子供会などと連携した取組みは、愛護会の

PR だけでなく、子ども達への環境教育の一環とし

て効果的です。 

  

■実施 

事前に準備した板に、樹木の名前を書いて取り付けます。  

板に名前を書く  ⇒⇒  取付け方を説明  ⇒⇒ 樹木に取り付け  ⇒⇒ 樹木の解説 

 

・各作業について、支援班が丁寧に説明します。初めての愛護会でも安心です。 

・小学校などとの連携では、経験のある人に作業の説明をお願いすることもあります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 樹名板を取り付けた後は、日頃の見守りをお願いします。数年が経過すると、樹名板が割れ落ち

て名前が分からなくなったり、紐が幹に食い込んで樹木が倒れる恐れが生じたりすることがありま

す。そんな状況を見つけたら、交換用の樹名板や紐の提供、樹名板づくりの再講習について、土木

事務所等に相談してください。 
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⑥ イベント支援 

公園を利用したイベント開催のための物品

の貸出、材料提供を行っています。 

 

例）昔遊びのおもちゃ貸出、 

クラフト材の提供など 

       

 

 

 

子ども会と一緒に昔遊び 

 

⑦ ドラム缶の利用講習 

焼き芋大会を実施する愛護会向けに、ドラム

缶を使った焼き芋づくりの手順をお伝えしてい

ます。薪の組み方、使用後の灰の処理方法など

を丁寧に説明します。 

 

                          

 

                                            

 

⑧ 遊具の安全な使い方講習 

遊具の安全な使い方や、遊具で遊ぶ子どもの

見守り方について講習を行います。子どもの  

服装、年齢、けがをしやすい場所など具体的な

事例を用いて説明します。 

 

※他の技術支援と同様、事前打合せ後に実施し

ます。 

 

 

                            遊具の安全な使い方講習の様子 
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５ 物品支援

年に一回、愛護会活動に必要となる道具やごみ袋等をお渡しします。ほかにも、活動を

PR するための活動中看板等の PR グッズをお渡しします。（PR グッズについては、１９

ページで詳しく紹介しています。） 

毎年１～2 月に申込みを受け付け、数量や配送先を調整のうえ、６～７月に指定の場所

へ配送します。 

【支援物品の種類】 

「ごみ袋（７０・４５・２０リットル）」「軍手」「てみ（ちりとり）」「竹ほうき」「竹熊

手」「窓付きホー」「カマ」「夏場の飲み物」「愛護会名札」「愛護会活動中看板」など。 

※画像はイメージです。

 

【申込みから配送までの流れ】 

PR グッズ 
 の一例

 おそうじ道具の一例

物品の 

配送 

  ６～７月 

申込数量、配送場所の 

確認 

 ４～５月 

申込み 

１～２月 

送付されてきた申
込書に記入して返
送いただきます。 

指定の場所へ物品
を配送します。 

申込数量の確認と配送場所を
記入する資料を送ります。 

■ごみ袋

■竹熊手

■竹ほうき

■窓付きホー

■軍手

■てみ

（ちりとり）

■カマ
■夏場の飲み物 ■名札

■活動中看板
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６ 愛護会活動についてのＱ＆Ａ  

技術支援 

Ｑ 申し込んだ支援は、すべて実施してもらえますか。 

Ａ 予算の範囲内で可能な限り支援していきます。 

まずは、各愛護会で 1 つの技術支援が受けられるような調整をさせていただき、

その後、２つ目以降の支援の調整を行います。 

Ｑ 花苗は、どのようなものをもらえますか。 

  Ａ 植え付けの季節にもよりますが、一般的には、パンジーやマリーゴールドなど

公園で育てやすい花苗、コスモスやヒマワリなどの種、チューリップの球根など

のほか、宿根草を渡すこともあります。土木事務所等により対応が異なりますの

で、花壇づくりの際には、事前に相談してください。 

Ｑ 花壇づくりは、愛護会だけで行うのですか。花苗だけもらえればいいのですが。 

  Ａ 原則として、専門的知識を持つ職員が指導します。 

  愛護会で十分に花壇の管理を行っている場合もありますが、専門知識を持つ職

員からのワンポイントアドバイスだけでも、よりきれいな花壇づくりを楽しく行

うことができます。 

Ｑ 愛護会独自で設置した花壇へも支援してもらえますか。 

Ａ 支援の対象となりますので、是非お申し込みください。 

Ｑ 肥料はもらえますか。 

Ａ 土の状況により堆肥などの肥料をお渡しします。 

 また、技術支援によって堆肥置き場を設置し、落ち葉の堆肥（腐葉土）を作れ

ば、次の年から使えるようになります。 

Ｑ 病害虫を見つけたらどうすればよいでしょうか。 

Ａ まずは、土木事務所等に連絡してください。 

職員が現地で状況を確認し、被害を受けた部分の剪定や捕殺等を優先的に行い

ます。（殺虫剤等の農薬は、原則、使用しません。）早期の発見が捕殺等の措置を

容易にし、被害の拡大を防ぎます。協力をお願いします。 
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Ｑ 市の公園管理で出た枝を再利用し、肥料にすることはできないのですか。 

Ａ 横浜動物の森公園の中に、公園や道路の管理で発生した剪定枝をリサイクルし、

堆肥をつくる施設があります。 

ここで作られる堆肥「はまっ子ユーキ」を活用しています。 

Ｑ 花壇づくりの指導はいらない。花苗だけもらえますか。 

Ａ 花が美しく長い期間咲くよう、原則として、花壇づくりや植え付け・管理のポ

イントを伝えたうえで、花苗を渡しています。花壇の管理が十分にできていると

土木事務所等が判断した愛護会へは、花苗のみの支援も可能です。

Ｑ 公園で咲かせた花からとった種を活用してもらえないですか。 

Ａ 他の公園や愛護会で活用できることがありますので、是非お知らせください。 

Ｑ 樹名板づくりはどのように行うのですか。 

Ａ 焼いた杉板を樹名板として使用します。愛護会の皆さんと土木事務所等の担当

者で、どの木に樹名板をつけるかを検討し（樹種名調べ）、愛護会の人が樹名板に

樹種名をマジックペン、ペンキなどで記入し、取り付けます。 

小中学校や近所の子ども達と一緒に行うと楽しいイベントとなります。 

Ｑ 樹名板はどのくらいの数をもらえますか。 

Ａ 公園の大きさによりますが、１公園あたり１０～３０個が基本です。 

ただし、小学校の参加などで多数必要な場合などは、柔軟に対応します。 

Ｑ 比較的安全性の高い 2 枚刃の草刈機とはどのようなものですか。 

Ａ 作業中に刃に石があたっても、石跳ねが少ない回転構造の草刈機です。 

使用にあたっては、事前に講習し、安全性を高めます。 

Ｑ 草刈機の使い方には慣れており講習の必要はない。草刈機だけ貸してもらえますか。 

Ａ 講習の受講は機械貸出しの条件となっています。 

 公園での草刈機の使用は、機械自体を安全に使用するだけではなく、他の愛護

会参加者や公園利用者などへの安全の確保が必要となります。 

また、新しい機構のため、その説明も必要となります。必ず受講してください。 
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Ｑ 草刈機のガソリンはもらえますか。 

  Ａ お渡しします。 

Ｑ イベント開催支援の「一日プレイパーク」はどのようなものですか。 

Ａ プレイパークは「自分の責任で自由に遊ぶ」という理念のもと、市民の皆さ

んが主体的となって、子どもの遊びを見守るプレイリーダーとともに、木登り

や穴掘りなど子どもの自主性や創造力、冒険力を育む取組です。 

  一日プレイパークは、気軽にプレイパークを体験できるよう、イベント形式

で実施するものです。 

Ｑ プレイパークを続けていくための支援はあるのですか。 

Ａ 愛護会支援制度とは別に、「プレイパーク活動支援制度」により、活動のステ

ップアップができるよう支援していきます。 

活動が定着した場合は、常設のプレイパークを作ることもできます。 

物品支援 

Ｑ 物品は幾つもらえるのですか。 

  Ａ 現在お持ちの物品や参加人数、活動内容、予算等に応じて数を調整したうえ、

お渡しします。 

Ｑ 竹箒や鎌などの道具は毎年もらえるのですか。 

  Ａ 竹ほうきなどは、３年程度使用していただくようお願いします。カマなどは、

長期間使用できますので、手入れをしながらお使いください。 

Ｑ 支援を受けた道具を壊してしまいました。 

  Ａ 交換できることもありますので相談してください。 

  ただし、提供・貸出し時の指示を守らない、破損が度重なるなどの場合は、

交換を制限させていただく場合があります。 

Ｑ 提供される道具はすぐに壊れてしまうのですが。 

  Ａ 一定以上の安全性と耐久性を持たせたものを選定しています。具体的には、

公園の作業班や森林作業を行う人が使う道具や園芸の雑誌などで紹介されてい

る道具を購入しています。また、カマなどは、使用後の手入れが少なくてすむ

ステンレス製品を提供しています。
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愛護会費 

Ｑ 愛護会費は何に使えばいいのですか？ 

Ａ 愛護会費の使いみちは、支援品目以外の物品、活動時の飲み物代、会議費、

通信費、会議などのお茶など、会の皆さんで相談して使ってください。 

よくある使いみち 

支援物品以外の道具の購入 

愛護会主催の行事経費 

会議打ち合わせの資料作成費用や茶菓代 

行政などとの連絡に必要な切手や電話代、交通費 

ゴミ袋や軍手などの消耗品の購入 

ほうきや熊手など道具や用具の購入 

花壇の花や肥料、用土の購入 

活動の際の飲み物代など 

Ｑ 年度当初に愛護会費をもらうことはできないのですか？ 

Ａ 愛護会費の支払にあたっては、提出いただいた書類等により、4 月 

1 日現在の愛護会の存続や活動状況を把握する必要があるため、年度当

初はお渡しできません。支払いは 7～８月ごろとなります。 
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イベント
※このＱ＆Ａは、愛護会や自治会町内会、子ども会などの地域団体が実施するイベント

を対象にしています。

Q イベントにともない車を公園内に乗り入れたいのですが？ 

Ａ 土木事務所等へ「公園内通行(駐車)許可」の申請をしてください。 

公園内への車の乗り入れや駐車は、原則として、できませんが、イベント開

催にともなう物品を運搬する場合は、許可を受け、必要最低限の車の乗り入れ

をすることができます。土木事務所等に「公園内通行(駐車）許可」を申請し、

許可証を車に張り出してください。 

  また、公園入口の車止めには鍵がかかっていますので、鍵を土木事務所等か

ら借り受けてください。 

Q 子ども会で焼き芋大会をしたいのですが？ 

Ａ 愛護会や自治会町内会が主催する地域行事であれば、焼き芋大会等を行うこ

とができます。土木事務所等へ「行為許可」の申請手続き等について、相談し

てください。また、消防署へ「火煙発生届」を提出してください。 

Q 公園内で花火はできますか？ 

Ａ 市販の子ども用花火を使って、地域の住民が、 

個人で行うもので、危険性がなく、あまり遅い 

時間までは行わないなど、他の公園利用者及び 

近隣住民の迷惑とならないものについては、 

原則として、行為許可の申請をすることなく行うことができます。 

  ただし、打ち上げ花火やロケット花火、バクチクなど、他人に危害が及ぶ恐

れがあるもの、騒音を発生するものは禁止です。 

Q お祭りのとき、模擬店で食べ物を出す場合はどうするの？ 

Ａ 地域のお祭りなどで、模擬店のように食品を提供する場合は、区役所福祉保

健センター生活衛生課に「報告営業の届出」が必要です。食品の種類、販売や

営業の内容によっては「営業許可」が必要となる場合があります。事前に生活

衛生課に確認してください。なお、食べ物を取り扱う場合は、食中毒などの事

※車止めをとった場合は、安全な場所で管理するとともに、車止めの穴に人や

ものが落ちないよう、適切な対応をお願いします。発生した事故については、

横浜市では賠償責任を負うことはできませんので注意してください。

※実施の際は、焼き芋大会用反割ドラム缶などを使い、地面に直接火が接しな

いようにするとともに、煙や臭いが近隣の住宅などに及ばない場所を選ぶなど

の配慮が必要です。また、消火用の水をあらかじめ用意してください。
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故が起きないように、十分に配慮してください。 

Q お祭りのとき、露天商を入れてもいいの？ 

Ａ 公園内での販売行為は、愛護会などの地域団体などに限定されています。 

原則として、露天商による露店の出店はできません。また、神社の祭礼など、

宗教団体が行うお祭りは、公園内で行うことができません。 

※公園の利用に関しての相談や質問は、土木事務所等へ問い合わせください。

※食中毒事故を防ぐため

・加熱しないで食べるものは、避ける。（おにぎり、調理パン、生クリームなど） 

・前日調理はしない。（カレーライス、ご飯類の作りおき）

・手指の十分な洗浄消毒を行い、手袋を着用する。

このほかにも、食中毒を防ぐための責任者を決めておきましょう。
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その他 

Ｑ 新しく会長になったばかりで、愛護会の制度や活動の方法がわからないのですが。 

  Ａ 不明な点がありましたら、土木事務所等まで相談、問い合わせください。 

Ｑ 老人クラブや子ども会だけで愛護会活動をしていたが、参加者が減ってきてしまい 

  活動が難しくなってしまった。 

 Ａ 土木事務所等に相談してください。地域の他団体への働きかけや新たな活動

の展開方法などについて、一緒に考えて行きます。 

Ｑ 委託業者が行う草刈や樹木の剪定の日程を教えてほしい。 

 Ａ 「会長変更届」または「現況届」にその旨を記入する欄がありますので、記

入していただければ、作業の前に日時などを連絡します。 

  ただし、緊急の作業や天候の関係で作業日程が変更する場合など、連絡がで

きない場合もあります。 

Q 結成時に作成した規約がなくなってしまった。 

 Ａ 土木事務所等に連絡してください。保管している規約のコピー(※)もしくは

一般的な規約のひな型をお渡しします。ひな型を使って、新たに規約を作成す

る場合は、愛護会内部で合意をとってください。 

※文書保存年限が過ぎている場合、文書廃棄し、保管していない場合があります。

Q 会長変更にあわせて銀行口座を変えたい。 

  Ａ 新たに銀行口座を開設する場合は、 公園愛護会名で口座を開設 するよう

お願いします。個人名での口座に愛護会費を振り込んだ場合、愛護会費が個人

の所得とみなされ課税対象となる場合があるなど、愛護会の皆さんに迷惑をお

かけすることがあります。やむを得ない場合を除き、個人名での口座は避けて

ください。 

  また、銀行口座開設時に、銀行から代表者を確認するため、自動車免許証な

どの提示や愛護会規約等の提出を求められることがあります。開設時にはこれ

らの書類も持参してください。
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７ 行政への手続き・報告
（各様式はインターネットで横浜市公園愛護会のホームページからダウンロードすることができます） 

結成届 

 愛護会を結成しようとするときに結成届（第１号様式）に愛護会規約（雛型あり）

を添えて提出します。様式は土木事務所等にあります。 

会長等変更届・現況届   ３～４月頃に様式を送付します 

① 会長等変更届（第３号様式）

愛護会長や役員の変更、規約の変更があったときに提出します。

規約の変更がある場合は、規約もあわせてお送りください。

② 現況届（第３号様式）

会長等変更がない場合、愛護会費支払等確認のため、提出をお願いします。

活動報告書 （第５号様式） ６～７月頃に１年分の様式を送付します 

  愛護会の活動状況報告として、年４回の提出をお願いします。 

 ３か月ごとに活動報告をしていただくほか、施設の修繕、樹木管理の希望など、連 

絡欄に記入してください。 

 区によって提出回数や期限が異なることがあります。土木事務所等からの案内を

参照してください。 

第１期（ ４月～ ６月）分活動報告  7 月末までに提出 

第２期（ ７月～ ９月）分活動報告 １０月末までに提出 

第３期（１０月～１２月）分活動報告 １月末までに提出 

第４期（ １月～ ３月）分活動報告 ４月末までに提出 

全 期（ ４月～ ３月）分収支報告  ４月末までに提出 

※第４期提出時には収支報告がありますので、忘れずに記入してください。

なお、領収書は３年間程度保存してください。

口座振替払依頼書   ３～４月頃に様式を送付します 

  愛護会費の振込み手続に必要です。会長や口座に変更がない場合でも、毎年提出して

ください。 

休止・解散届 （第４号様式）

 公園が工事などで全面的に長期間閉鎖され愛護会活動ができない場合、休止の届出を

行うほか、愛護会が解散するときに提出します。様式は土木事務所等にあります。 

その他の書類 

① 技術支援申込書 毎年、１月頃に翌年度の支援申込書を送付します

「花壇づくり」や「中低木の管理講習」など、技術支援申込みに使います。

② 物品支援申込書 毎年、１月頃に翌年度の支援申込書を送付します 

ごみ袋や軍手など、活動に必要な物品の申込みに使います。 
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８ 愛護会に関連する法律・条例について

都市公園法 （昭和 31 年制定） 

日本全国の公園整備や管理の大本となるのが都市公園法です。公園の定義や公園の施設

を設置する基準、公園の管理について定めています。 

横浜市公園条例 （昭和 3３年制定） 

都市公園法を基に、横浜市における公園の設置や管理について定めています。公園内の

施設の設置、公園利用における制限や禁止などについて定めています。 

公園に関連するその他の条例 

① 動物愛護条例

「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例」により、

犬の糞を放置することや犬を放すことが禁止されて 

います。公園内におけるこれらの行為も禁止されています。 

② ②ポイ捨て防止条例 

「横浜市空き缶等及び吸殻等の散乱の防止に関する 

条例（ポイ捨て防止条例）」により、公園内でも、 

空き缶や紙くず、たばこの吸殻などをポイ捨てする 

ことが禁止されています。 

また、歩きながらたばこは吸わないように努める 

こと、公園のベンチなど屋外で吸う場合は携帯用吸殻 

入れを持つよう努めることを定めています。 

③ 自転車の放置に関する条例

「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」により、

鉄道駅の周辺約３００メートルの範囲内の公園や道路、 

駅前広場、歩道などでの自転車の放置が禁止されています。 

この条例で定める区域以外の公園については条例の 

適用外ですが、数日間放置されている場合は、土木 

事務所等において警告文を貼り付けたうえ、撤去します。 

土木事務所等まで連絡してください。 

④ 落書き防止条例

落書きがあると、まち全体が管理されていないと思われ、犯罪が多くなると言われて

います。「横浜市落書き行為の防止に関する条例」により、市長は、落書きした人に消

去などを勧告することができます。 

公園内で落書きを見つけたら土木事務所等まで連絡してください。また、防犯パトロ

ールや清掃など愛護会活動を通し、市の落書き防止策に協力をお願いします。 
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９ 公園における許可手続きについて

「公園でイベントを行う」「公園内に施設を設置・管理する」など、公園内で活動する際

には公園条例に基づき、土木事務所等への申請が必要となります。 

ここでは、愛護会の皆さんに関連する許可に関する手続きについて案内します。 

公園施設設置許可 

公園管理者（土木事務所等）以外の第三者が、公園内に自動販売機や売店などを設置す

る場合に申請します。許可にあたっては使用料が発生します。 

※愛護会が設置する倉庫などで減免を申請した場合、原則として、使用料が免除されま

す。許可期間は５年で、継続するには更新手続きが必要となります。

公園施設管理許可 

公園管理者（土木事務所等）以外の第三者が、行政が設置した駐車場や売店などの公園

施設を管理する場合に申請します。許可にあたって使用料が発生します。 

※行政が設置した倉庫などを愛護会が管理する場合は、この申請が必要です。減免を申

請すれば、原則として使用料が免除されます。許可期間は 5 年で、継続するには更新手

続きが必要となります。

公園占用許可 

公園内に公園施設以外の工作物などを第三者が設置する場合に申請します。 

具体的には、公園内の電柱や電線などで、設置できる種類は、都市公園法により制限さ

れています。許可にあたっては、使用料が発生します。 

※自治会・町内会が設置する掲示板などは、減免を申請すれば、原則として使用料が免

除されます。許可期間は５年で、継続するには更新手続きが必要となります。

公園内行為許可 

公園内でお祭りなどの行事やイベント、幼稚園の運動会などを行なう場合に申請します。

許可にあたっては、原則として使用料が発生します。 

※愛護会、自治会町内会などが行う場合は、減免を申請すれば、原則として使用料が免

除されます。行事の内容や申請者などにより、許可できない場合があります。 

○地域のお祭り

「自治会町内会のお祭りに許可申請は必要なの？」との問合せがあります。

地域のお祭りなど、毎年開催されており、自治会町内会の回覧、チラシなどで地域の

皆さんに十分 PR が行われているものについては、手続きを簡略化できる場合がありま

す。土木事務所等まで問い合わせてください。 

○公園内に木や花を植えるとき

公園の植栽は公園施設です。愛護会などが公園内に木や花を植えるときは、事前に、

土木事務所等に連絡いただくようにお願いします。 

○公園に関する問合せ

大きなイベントや撮影などを許可する場合、地域の事情を把握するため、愛護会へ土

木事務所等から問い合わせる場合があります。その際は協力をお願いします。 
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10 公園とは 
（この章では、愛護会活動に必要な公園に関する基本的な事項を抜粋し、簡略化して記述しました） 

公園とその種類 

① 横浜の公園

横浜市内には、ブランコなどの遊具のある身近な公園から、市外からも訪れる方が多い

「山下公園」や「港の見える丘公園」、「よこはま動物園ズーラシア」がある「横浜動物

の森公園」、競技が可能なスポーツ施設がある「三ツ沢公園」、弥生時代の遺跡がある「大

塚・歳勝土遺跡公園」など、たくさんの公園があります。このほかにも「三ツ池公園」や

「四季の森公園」などの県立の公園もあります。 

②公園の種類

公園はその大きさや機能により分類することができます。

○ 街区公園 

数が多く市民生活に最も身近な公園です。 

もっぱら街区に住む人の利用を目的とした公園で、ゆっくり歩いていける範囲内に

２,５００平方メートルほどの広さを備えた公園です。 

○ 近隣公園 

主として近隣に住む人の利用を目的とした公園で、街区公園より少し広い範囲内に

２ha（街区公園の 8 倍）ほどの広さを備えた公園です。 

○ 地区公園 

街区公園、近隣公園よりもさらに大きな公園が地区公園です。広さの特徴を活かし、

地域の方々がスポーツを楽しむことができる施設の設置や自然環境を保全するなど、

地域の特徴を活かした公園整備をしています。 

○ その他の公園 

このほかにも、より広い範囲の方々が利用される運動公園や総合公園、良好な居住

環境を確保し災害時の避難路ともなる緑道、景観や歴史的建造物を保存活用する風致

公園や歴史公園など様々な種類があります。 
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③公園の機能

公園に求められる機能は大きく分けると、４つに分類されます。

○ 都市環境維持・改善の機能 

公園の緑には、ヒートアイランド現象を減少させるための気温の緩和などの効果が

あり、地球温暖化防止に寄与しています。また、市街化が進み少なくなってしまった

昆虫などの身近な生物が生息できる環境を作っています。 

○ 防災機能 

火災が起きたときの類焼防止、地震などの災害が発生したときの避難場所としての

役割、降雨時の雨量の調整や洪水の防止機能を持っています。 

○ 景観形成機能 

都市化に伴い減少している、昔ながらの自然景観や田園風景を公園の中で形成・保

全しています。また、都市の中にまとまった緑があることにより、都市景観に風格を

与えます。 

○ 健康レクリエーション機能 

□小さな子どもが安心して遊べる場

□散歩や休息などの場

□親子や子ども達が遊びや軽い運動をする場

（安全にボール遊びを行えるようにフェンスで囲った広場もあります）

□ゲートボールや体操など健康増進のための場

□自然にふれあうことによる学習の場

□盆踊りや防災訓練などの地域イベントを行う場

など、地域の方が日常的に利用する機能があります。 

それぞれの公園は、規模や特性、立地により、これら４つの機能を考慮していますが、

ひとつの公園において、４つの機能すべてが満たされているわけではありません。 
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公園ができるまで

市内の全公園のうち、面積で見ると、横浜市が整備した公園が約６割(公園数では３割) 

マンションなど住宅開発に伴って事業者が整備し横浜市に移管した公園が約４割（公園

数では約７割）あります。ここでは横浜市が整備する公園ができるまでを簡単に説明し

ます。

① 公園の計画

横浜市は、公園や農地、私有緑地における緑の保全・整備に関わる「水と緑の基本計

画」（H１９．１）に基づき、公園を整備しています。地域に身近な公園は、小学校区を

単位に配置状況やバランスを考慮し、整備に取り組んでいます。

② 整備内容の検討

公園の整備内容の検討にあたっては、皆さんの意見を反映させるため、様々な取り組

みを行っています。

大規模な公園は、計画内容を検討するために学識者や地域組織の代表、公募市民によ

る検討委員会を設置したり意見交換会を開催したり、公園の規模や特徴を考慮に入れな

がら様々な取り組みを行っています。 

また、身近な公園は、地域の意見が整備内容に十分に反映され、愛着が生まれるよう

に、市民参加によるワークショップや意見交換会などの手法を採用しています。 

③ 用地の取得・整備

用地の取得や整備には、多くの経費が必要となります。国の補助金を導入するなど、

市税だけに頼らない工夫を図っています。小規模な公園は、単年度で整備しますが、規

模の大きな公園は、数年間かけて整備しています。

【身近な公園の住民参加方式】 

○ ワークショップ

身近な公園を整備するときなどに、近隣の皆さんとともに公園の整備計画を考えて

いく住民参加方式による手法の一つです。公園予定地や他の公園などを見学するほか、

参加者が小グループに分かれ、どんな公園にしたいかを話し合い、その発表を行いな

がら計画をまとめていきます。 

○ 意見交換会

意見交換会は、地元説明会などの開催を通じて近隣の皆さんと市が意見を出し合い、

その意見を参考に公園の計画を作る方法です。 

このような住民参加方式を採用することにより、地域のニーズに即した公園整備や

愛護会結成など、整備後に円滑な公園管理を行うことができます。 
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11 付録 

都市公園の種類 

種類 種別 内容 

住 

区 

基 

幹 

公 

園 

街区公園 
もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離 250m の範囲内で

１箇所当たり面積 0.25ha を標準として配置。 

近隣公園 
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住区当たり１箇所を誘

致距離 500m の範囲内で１箇所当たり面積２ha を標準として配置。 

地区公園 

主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離１km の範囲

内で１箇所当たり面積４ha を標準として配置。都市計画区域外の一定の町村における特定地

区公園（カントリ－パ－ク）は、面積４ha 以上を標準。 

都市 

基幹 

公園 

総合公園 
都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園

で都市規模に応じ１箇所当たり面積 10～50ha を標準として配置。 

運動公園 
都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ１箇所当た

り面積 15～75ha を標準として配置。 

大 

規 

模 

公 

園 

広域公園 
主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエ－ション需要を充足することを目的とする公

園。地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに１箇所当たり面積 50ha 以上を標準として配置。 

レクリエーシ

ョン都市 

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエ－ション需要を

充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規

模な公園を核として各種のレクリエ－ション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その

他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模 1000ha を標準として配置。 

国営公園 

主として一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置す

る大規模な公園にあっては、１箇所当たり面積おおむね 300ha 以上を標準として配置。国家的

な記念事業等として設置するものにあっては、設置目的にふさわしい内容を有するように配置。 

緩 

衝 

緑 

地 

等 

特殊公園 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置。 

緩衝緑地 

大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナ－ト地帯等の災害の防止を

図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断す

ることが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置。 

都市緑地 

主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられてい

る緑地であり、１箇所あたり面積 0.1ha 以上を標準として配置。但し、既成市街地等において良

好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を

図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を 0.05ha 以上とする。(都市計画決定を行わ

ずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む) 

緑道 

災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的とし

て、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車

路を主体とする緑地で幅員 10～20ｍを標準として、公園、学校、ショッピングセンタ－、駅前広

場等を相互に結ぶよう配置。 

注) 近隣住区＝幹線街路等に囲まれたおおむね 1km 四方(面積 100ha)の居住単位 

市内の都市公園データ（令和 2 年 3 月 31 日現在） 

公開公園数 2,691 公園 

公園愛護会数 2,499 愛護会 ① 

愛護会のある公園数 2,425 公園  ② 

愛護会のある公園の割合 ９０.１% ②／①



- 付録- 2 -

愛護会活動に関連する連絡先 

土木事務所等は、愛護会活動に関することや、公園の維持管理に関すること、イベント

等を行う際の行為許可、公園内に施設を設置・占用するときの許可等を行う窓口です。 

身近な公園は各区土木事務所、大規模な公園と一部の身近な公園は南北公園緑地事務所

が窓口となります。 

（問合せ時間： 8:45～17:15 土・日曜・祝日、年末年始を除く） 

① 身近な公園の愛護会の窓口（各区土木事務所）

愛護会制度に関すること、愛護会通信の発行 

⇒環境創造局公園緑地維持課 電話 671-2650  FAX664-2588

公園管理のとりまとめ・行為許可の取りまとめや条例の改正 

⇒ 環境創造局公園緑地管理課 電話 671-2642  FAX550-3916

〒 住所 電話 FAX

鶴見土木事務所 230-0051 鶴見区鶴見中央3-28-1 510-1669 505-1318

神奈川土木事務所 221-0801 神奈川区神大寺2-28-22 491-3363 491-7205

西土木事務所 220-0055 西区浜松町12-6 242-1313 241-7582

中土木事務所 231-0023 中区山下町246 641-7681 664-6196

南土木事務所 232-0024 南区浦舟町２－３３ 341-1108 241-1156

港南土木事務所 233-0013 港南区丸山台1-9-10※ 843-3711 845-6489

保土ケ谷土木事務所 240-0005 保土ケ谷区神戸町61 331-4445 335-0531

旭土木事務所 241-0032 旭区今宿東町1555 953-8801 952-1518

磯子土木事務所 235-0016 磯子区磯子3-14-45 761-0081 753-3267

金沢土木事務所 236-0014 金沢区寺前1-9-26 781-2511 781-2822

港北土木事務所 222-0037 港北区大倉山７-39-1 531-7361 531-9699

緑土木事務所 226-0025 緑区十日市場町876-13 981-2100 981-2112

青葉土木事務所 225-0024 青葉区市ヶ尾町31-1 971-2300 971-3400

都筑土木事務所 224-0032 都筑区茅ヶ崎中央32-1 942-0606 942-0809

戸塚土木事務所 244-0003 戸塚区戸塚町2974-1 881-1621 862-3501

栄土木事務所 247-0007 栄区小菅ヶ谷1-6-1 895-1411 895-1421

泉土木事務所 245-0016 泉区和泉町4623 800-2532 800-2540

瀬谷土木事務所 246-0022 瀬谷区三ツ境153-7 364-1105 391-6974

名称

※港南土木事務所は令和3（2020）年5月6日に〒233-0004港南区港南中央通10-1へ移
転します。電話番号、額済番号は変更ありません。
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②大規模な公園等の窓口

区　名 区　名

鶴見 南

神奈川 港南

保土ケ谷 金沢

旭 磯子

港北 戸塚

緑 栄

青葉 泉

西

③愛護会活動で集めていただいたごみの収集

区 区 電話 区

鶴見 保土ケ谷 742-3715 青葉

神奈川 旭 953-4811 都筑

西 磯子 761-5331 戸塚

中 金沢 781-3375 栄

南 港北 541-1220 泉

港南 緑 983-7611 瀬谷

本牧臨海公園/港の見える丘公園/
山下公園/根岸森林公園/
本牧山頂公園/本牧市民公園/
横浜公園/大通り公園/元町公園/
山手イタリア山庭園/山手公園/
日ノ出川公園/山吹公園

中

公園緑地事務所での公園に関連する主な業務

○公園愛護会との窓口
○公園の維持管理
○イベントなどを行う際の行為許可
○公園内に施設を設置・占用するときの許可

832-0135 364-0561

電話

502-5383 975-0025

441-0871 941-7914

注：不法投棄された粗大ごみ等の連絡先は土木事務所等になります

環境活動支援センター 南部公園緑地事務所（都心部公園担当）

〒240-0025　保土ケ谷区狩場町213
電話（711）0635　　ＦＡＸ（721）6356

〒231-0017　中区本町6-50-10
電話（671）3648　　ＦＡＸ（664）2588

横浜市こども植物園/横浜市児童遊園地
野毛山公園/岡野公園/グランモ－
ル公園/高島中央公園/高島水際線
公園

241-9773 824-2580

621-6952 891-9200

741-3077 803-5191

資源循環局事務所　（問合せ時間 ： 月～土 　 8:00 ～ 16:45）

電話

都筑
大塚・歳勝土遺跡公園/都筑中央公園/都
田公園/茅ヶ崎城址公園

岸根公園/新横浜公園/大倉山公園/菊名桜
山公園

舞岡公園/小雀公園/東俣野中央公
園/俣野公園

北八朔公園/長坂谷公園/玄海田公園/新治
里山公園/御前田第三公園

金井公園/小菅ヶ谷北公園/公田町
中央公園

谷本公園 天王森泉公園/中田中央公園

瀬谷 瀬谷本郷公園

久良岐公園/港南台中央公園/日野
中央公園

陣ケ下渓谷公園/常盤公園/向台第三公園/
今井の丘公園

金沢緑地/金沢自然公園/長浜野口
記念公園/海の公園/富岡総合公園
/野島公園/長浜公園/富岡西公園

こども自然公園/横浜動物の森公園/今川
公園

根岸なつかし公園/岡村公園/新杉
田公園

三ツ沢公園/神の木公園/台町公園/
ポートサイド公園

公　園　名 公　園　名

馬場赤門公園/みその公園/馬場花木園/入
船公園/潮田公園/二ツ池公園

清水ケ丘公園

北部公園緑地事務所 南部公園緑地事務所

〒241-0834　旭区大池町６５－１
電話（353）1166　　FAX（352）3086

（こども自然公園内）

〒234-0054　港南区港南台3-5-1
電話（831）8484　FAX（831）9389

（港南台中央公園内）
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市による公園樹木の管理 

１ 樹木(高木)の管理 

  樹木(高木)の管理は原則として横浜市が実施します。 

  実施回数は特殊な場合を除き、４～５年に 1 回程度となります。 

①樹木管理の基本方針

横浜市は、公園の樹木を次のように管理をしています。

□樹木の健全な生長を助けるためにせん定等を行います。

□利用者や歩行者の邪魔になるような低い枝（下枝）はできるだけ撤去します。

（園路(通路)では傘をさしてぶつからない程度の高さが目安です）。

□ 民地への越境枝、建物や施設に接触する枝（支障枝）はすみやかに撤去します。 

②樹木をせん定する時期

樹木の管理は、樹木の生長が止まった時期に実施しないと、樹木を傷めてしまう恐れ

があります。 

せん定に適した時期は樹木の種類などによって異なるため、それぞれ適した時期に実 

施するようにしています。 

  【樹の種類ごとの管理に適した時期】 

□針葉樹：新芽が出る前（３～４月）または冬の前（１０～１１月）

□落葉樹：落葉したあとの休眠期（１１月～ ２月）

□常緑樹：新芽が伸び終わった後（６月～７月）と

生長が休止する時期（９月～１０月） 

●樹形を大事にするため、せん定等の頻度を落とす場合があります。

●毎年のせん定ができないため、強めにせん定することがあります。

●木の種類によっては、せん定する時期が集中するため、適期にせん定できない

ことがあります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

針葉樹

落葉樹

常緑樹

　細い枝を対象にした軽いせん定のみ

樹種
せん定の時期

備考
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２ 中低木の管理 

  中低木は刈り込みバサミやヘッジトリマーなどを用い、刈り込んで管理をします。 

①刈り込みの効果

横浜市は、公園の樹木を次のように管理をしています。

□ 樹木の形が整うことで、景観や見通しが良くなります。

□ 花芽の発芽を促され、翌年以降の花つきが良くなります。

□ 風のとおりや採光が良くなることで、病虫害の防止になります。

②刈り込みの時期（市による管理）

横浜市では、中低木の刈り込みを１年～２年に１回程度、６月～７月初旬に実施して

います。（条件により異なります） 

  最近は公園内の見通しを良くしてほしいという要望が多いため、強めの刈り込みを行 

うことが多くなっています。 

【常緑樹と落葉樹のせん定時期の違い ～どうして一度にやらないの？～】 

初夏、常緑樹のせん定が始まると、市民の皆さんから「公園の木の枝のせん定にやり

残しがあるのですが・・・」という問い合わせがあります。 

  話を伺うと「クスノキのせん定は終わったのに、ケヤキがそのままになっています」

とのこと。でもこれには理由があるのです。 

 初夏から梅雨にかけての季節は、新芽を伸ばし終わったクスノキなどの常緑樹がひと

やすみをする時期ですが、ケヤキなどの落葉樹にとってはまさに生長の真っ盛りになり

ます。このような時期にせん定をすると樹全体が枯れてしまいかねません。 

 ところが常緑樹はその逆。もともと暖かい地方の植物ですので、真冬にせん定をする

と寒さや乾燥によって害を受けてしまいます。 

 そこで同じ公園の中でも常緑樹のクスノキは初夏、落葉樹のケヤキは冬という具合に

季節ごとにわけて、せん定を行う必要があるのです。

【公園管理業務の委託】 

横浜市による公園の管理では、高木の剪定や中低木の刈込みなど一時期に業務量が膨大

になるもの、遊具や照明などの施設の修繕など、専門的な技術を要するものは造園業者や

遊具の専門業者などに委託して実施する場合もあります。

重要！【公園管理のための連絡に関する個人情報の保護について】 

愛護会長の連絡先は横浜市において、適切に管理しております。公園管理業務の委託などの際

には、作業を円滑に行うため、工事業者等に会長等の連絡先をお伝えする場合があります。 

その際、市から会長あてに連絡先を工事業者等に伝えてよいかの確認をとらせていただきます。 

ただし、緊急対応の必要がある場合は、その過程を省略させていただく場合がありますが、そ

の際においても、業者等との委託契約に盛り込まれた個人情報保護の条項に基づき、個人情報の

保護の徹底を図りますのであらかじめ了承をお願いします。 
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横浜市公園愛護会事務取扱要綱 

平成12年3月13日 緑政管759号 

最近改正  平成23年３月31日 環創管理第3208号（局長決裁） 

（目 的）

第１条 市民の憩いの場である公園の管理、活用に関して、地域においてその中心的な役割

を果たす団体を育成し、その活動を支援するためにこの要綱を定める。

（公園愛護会の定義）

第２条 公園愛護会（以下「愛護会」という。）は、前条の目的を達成するため、街区公園、

近隣公園及び地区公園を対象として結成される会をいう。ただし、この他の種別の公園に

おいても状況に応じて愛護会を結成することができる。

（愛護会の構成）

第３条 愛護会は、公園周辺の地域住民をもって構成するものとする。なお、学校、福祉団

体、市民団体、その他の法人等も愛護会を結成又は構成することができる。ただし、政治

団体、宗教団体及びこれらに関係する団体は愛護会を結成又は構成することができない。

（愛護会の数）

第４条 愛護会の数は、１公園について１愛護会とする。ただし、特別の事由がある場合は、

この限りではない。

２ 愛護会の活動区域は、対象とする公園の全域とする。ただし、公園の形状、地域事情に

より区域を限定することができる。

（愛護会の名称）

第５条 愛護会の名称は、公園の名称を用いるものとする。ただし、愛称をつけることは妨

げない。

（愛護会の活動内容） 

第６条 愛護会は、公園が清潔で安全かつ楽しく利用できるよう、次の各号に掲げる活動を

行うものとする。ただし、第６号については必要に応じて行うものとする。

(1) 清掃・除草

(2) 樹木のかん水

(3) 利用の調整

（4) 利用者へのマナー指導

（5) 土木事務所との連絡調整

（6) 公園を利活用する事業

(7) その他愛護会の目的達成のため必要な活動

（愛護会の結成）

第７条 愛護会を結成しようとするときは、公園愛護会結成届（第１号様式）及び愛護会規

約を当該公園を所管する区の土木事務所長に提出し、結成の承認を受けるものとする。
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（愛護会の承認及び通知） 

第８条 土木事務所長は、前条の結成届等により愛護会を結成することが適当と認めるとき

は、これを承認し、その旨を愛護会長に通知するものとする。（第２号様式）

（公園緑地維持課長への通知）

第９条 土木事務所長は、前条の通知をしたときは、速やかに第７条の提出書類の写しを公

園緑地維持課長に送付するものとする。

（愛護会の成立時期）

第10条 愛護会は、第８条の通知をした日をもって成立するものとする。

（愛護会の役員）

第11条 愛護会には会長（以下「愛護会長」という。）を置き会を統轄するものとする。な

お、愛護会にはその他必要な役員を置くものとする。

（愛護会の届出事項）

第12条 愛護会長は、次の各号の一に該当するときは、土木事務所長に届け出なければなら

ない。

(1) 愛護会長等を変更するとき。（第３号様式）

(2) 愛護会を休止・解散するとき。（第４号様式）

２ 土木事務所長は、前項の届出を適正と認めたときは、これを承認し、その旨を公園緑地

維持課長に報告するものとする。また、第２号については、承認した旨を愛護会長に通知

するものとする。 

第13条 愛護会長は、公園愛護会活動報告書（第５号様式）を土木事務所長に毎年７月末、

10月末、１月末、４月末までに提出するものとする。ただし、土木事務所長の判断により

提出回数を減ずることができる。 

(愛護会への支援） 

第14条 土木事務所長及び公園緑地維持課長は、愛護会の活動状況に合わせ、予算の範囲内

で愛護会の活動に対し、次の支援を行うものとする。 

(1) 清掃用具等の物品の支給又は貸出

(2) 活動に関する技術支援講座等の実施

(3) その他、活動の活性化に必要なノウハウの提供

（愛護会費の交付）

第15条 市長は、愛護会に対し、別表に定める基準により愛護会費（謝金）を交付する。

２ 愛護会費は毎年４月１日現在、存続している愛護会、及び、年度途中で新たに結成され

た愛護会（12月末日までに土木事務所長が結成を承認した愛護会に限る。）に対して交付

するものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、減額して交付し、又は交付し

ないものとする。 

(1) 愛護会が活動していないと認められるとき。

(2) 愛護会から減額又は辞退の申出があったとき。

(3) その他、交付の必要を認めないとき。
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（愛護会費の交付時期） 

第16条 愛護会費の交付時期はおおむね７月とする。ただし、年度途中で新たに結成された

愛護会（12月末日までに土木事務所長が結成を承認した愛護会に限る。）については、結

成の承認後速やかに交付する。 

（その他）

第17条 この要綱の施行に必要な事項については、環境創造局長が定める。

２ 公園緑地事務所が愛護会の活動の対象となる公園を管理している場合においては、第６条

中「土木事務所」とあるのは「公園緑地事務所」と、第７条から第９条まで及び第12条から

第16条までの規定中「土木事務所長」とあるのは「公園緑地事務所長」と読み替えるものと

する。 

附 則

（適 用）

１ この要綱は、平成12年４月１日から施行する。

２ この要綱は、平成15年４月１日から施行する。

３ この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

４ この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

５ この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

６ この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

７ この要綱は、平成19年11月１日から施行する。 

８ この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

９ この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

10 この要綱は、平成22年２月１日から施行する。 

11 この要綱は、平成23年５月１日から施行する。 

（経過措置）

12 この要綱の適用前に結成された愛護会は、この要綱に基づき結成された愛護会とみなす。 



横浜市の許可なく、本文の全部もしくは一部の使用を禁止します。利用の際は、事前に連絡をお願いします。

なお、営利目的の利用は許可できません。

本文中のイラストの著作権は、有限会社ティムが有しています。

発行：横浜市環境創造局公園緑地維持課

〒231-0005 横浜市中区本町 6―50―10 
ＴＥＬ ０４５（６７１）２６５０
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