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第１号議案

特定非営利活動法人 鎌倉広町の森市民の会
2020年度事業報告書
(第19期：2020.4.1～2021.3.31)
1 事業の成果
第1期指定管理者から通算5年で得た経験と知識を活かし、鎌倉広町緑地の環境の保全と向上に努
めた。市民が都市林の環境を楽しめる機会をより多く創出し、合わせて都市林の維持管理と生物多
様性の重要性を理解してもらうことに努めた。
活動を支える会員に関しては、初期の会員の高齢化による減少が続いている。一方で青空自主保
育でんでんむしの保護者及びかまくら緑の探偵団の保護者の入会は継続しており、ボランティアか
らの入会と合わせて会員増の要因となっている。一方でボランティアの募集を積極的に行い、将来
に向けてのＮＰＯ法人としての安定した基盤作りに努めた。
会員及び利用者への的確な情報発信として、広町緑地公式ホームページの更新頻度を上げ、フェ
イスブックへの取り組みも始めた。
市民自ら管理運営に参加できる仕組み作りとして近隣自治会との協同作業の実施、子ども達の自
然体験の場所づくりに関して出張冒険遊び場への協力などが行われた。
2 事業内容（以下、定款第5条に定める事業項目に沿って、主な事業活動の実績を報告する）
⑴ 都市林公園づくりの活動を通じて、自然環境を保全する取り組みを行い、生物多様性の重要性
を広く啓発する事業
①里山復元ボランティアに関する事業
・内容：田んぼの会、畑の会、森の会、散策路の会、自然観察の会の運営
・作業日数：年間及び月別
田んぼの会70日、畑の会159日、森の会21日、自然観察の会359日（定例12日、植物
班40日、木曜班21日、その他の活動286日）
、散策路の会日数51日（定例13日、パト
ロール38日）
4月63回、239名、5月48回267名、6月61回227名、7月46回227名、8月56回212名
9月48回、211名、10月56回、212名、11月47回283名、12月38回202名
1月41回、133名、2月60回279名、3月60回、225名、合計624回、2767名
・場所： 鎌倉広町緑地全域
・従事者人員：2767名
・受益対象者：市民
②広町緑地の保全・管理に必要な各種研修事業
ア 労働安全衛生法による安全衛生特別教育
・内容：労働安全衛生法による安全衛生特別教育「伐木等の業務補講」 受講
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・日時：６月23日 市民の会職員3名、8月11日 市民の会会員(ボランティア)1名
イ 神奈川コミュニティカレッジ受講
・内容：人が集まる講座の企画と思わず手に取るチラシの作り方
・日時 11月8日 1名
ウ リスクマネジメント講習会受講
・内容：自然体験活動の安全管理、CONE リスクマネジメント基礎講座
・日時 11月21日 1名
エ 無煙炭化器実習
・内容 ⾧谷光則寺境内で活用されている無煙炭化器の操作実習をした
・日時 1月20日 1名
・受益対象者：市民
③広町緑地内で保全が必要なエリアにおいて、現状の把握、問題点の整理、解決策の検討を行い
保全計画を策定し、実施する事業
・内容：環境保全にかかわる職員と有識者を合わせわせた組織を広町パートナーズ内に発足さ
せ、緑地の現状把握、保全上の問題点の整理、解決策の検討と保全計画の策定と実施。市民
ボランティア及び現場スタッフの直営作業により業務を実施する。
ア 市民ボランティアと市民の会直営作業による保全作業の実施
・内容：市民ボランティア自然観察の会を中心として、緑地の現状把握（モニタリング調
査）
、保全上の問題点の整理、解決策の検討と保全作業（湿地の草刈り、水路や池の整備な
ど）を実施した。
・日時：4月41回85名、5月45回92名、6月28回107名、7月22回79名、8月23回47名、９月23回
51名、10月23回59名、11月26回69名、12月19回73名、1月27回57名、2月38回89名、
3月38回58名、計353回788名
・場所： 鎌倉広町緑地
・従事者人員：788名
・受益対象者：市民
イ 市民の会現場スタッフによる緑地の現状把握、保全上の問題点の整理、解決策の検討と保
全作業(危険木の伐採、越境木、越境竹の伐採、枝払いなど)の実施。
・内容：広町緑地内部の保全作業と整備
・日時： 4月～3月 156日
・場所： 鎌倉広町緑地
・従事者人員：352名
・受益対象者：市民
ウ 樹木医グループの研修会を通じての樹木管理作業
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・内容：コブラロープによる枯損枝の管理
・日時：8月9日
・従事者人員：8名
・受益対象者：市民
⑵

都市林公園づくりの活動を通じて、自然環境の重要性について、多くの人々、とくに次代を

引き継ぐ青少年の環境教育を支援するための事業
①かまくら緑の探偵団の運営に関する事業
・内容：
4/26

広町ハイキング・総会

（中止）

5/11

県緑の少年団連絡会

（中止）

5/16

植樹祭

（中止）

6/13

田植え会・募金活動

7/19 水辺の生き物観察会
8/23

夏休み特別企画

（中止）
（38名、内スタッフ７名）
（55名、内スタッフ3名）

9/12 かかし作り

（15名、内スタッフ2名）

10/11 稲刈り会

（61名、内スタッフ2名）

10/18 どんぐり遊び

（30名、内スタッフ5名）

10/25 サツマイモ掘り

（80名、内スタッフ2名）

11/21 広町感謝バザール

（105名、内スタッフ2名）

12/13 クリスマスリース作り （59名、内スタッフ6名）
1/31

麦踏み

（39 名、内スタッフ1名）

3/28 里芋の植え付け・作文募集（40名、内スタッフ1名）
・場所： 鎌倉広町緑地内
・従事者人員：延べ31人
・受益対象者：探偵団団員および市民
②自主保育グループ、幼稚園、保育園、小中高大学校の自然体験受け入れ事業
・内容：
9/9、10/30、11/27、12/9 体験活動（西鎌倉小学校3年）
7/７ ジャガイモ掘り

（青空自主保育でんでんむし、56名）

3/９ ジャガイモ植え

（青空自主保育でんでんむし、30名）

・場所： 鎌倉広町緑地内
・従事者人員：延べ15人
・受益対象者：市民
③湘南鎌倉医療大学との連携
・内容：医療大学の体験学習の受け入れに関し新型コロナ感染拡大を受けて中止したが、打ち
合わせと諸連絡を継続した。
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・日時：通年（活動日数延べ３日）
・従事者人員：延べ３人
・受益対象者：市民
⑶

鎌倉広町緑地を拠点として行う各種イベントの企画運営事業

①里山復元ボランティアの成果を市民とわかちあうイベント事業
・内容：植樹祭、田植え祭、稲刈り祭、収穫祭
5/16 植樹祭 （中止）
6/13

田植え会（中止）

10/11

稲刈り会（参加者115名、内スタッフ32名）

11/21

収穫祭に変えて「広町感謝バザール」 （参加者280名、内スタッフ47名）

・日時：通年（年間４回）
・場所： 鎌倉広町緑地
・従事者人員：約79人（一般ボランティアを含む）
・受益対象者：市民
②収穫物を活用した体験・講座に関する事業
・内容：
8/30 藍染め教室

（参加者25名、内スタッフ6名）

11/13 コンニャクづくり教室（中止）
2/20 そば打ち教室（中止）
・日時：通年（年間３回）
・場所： 鎌倉広町緑地管理事務所、腰越学習センター
・従事者人員：延べ約6人
・受益対象者：市民
③鎌倉広町緑地ガイドに関する事業
ア

緑地ガイド（里山さんぽ）

・内容：
4/30 春の植物観察会

（中止）

5/2

藤と大桐の観察会

（中止）

8/1

夜の昆虫観察会

（参加者41名、内スタッフ8名）

8/24 夏のチョウ観察会

（参加者15名、内スタッフ 3名）

9/26 秋の植物観察会

（雨天中止）

12/8 紅葉散歩

（中止）

1/25 冬のバードウォッチング（中止）
3/28 大桜鑑賞会

（中止）

・場所： 鎌倉広町緑地内
・従事者人員：延べ約11人
・受益対象者：市民
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緑地全体のガイド（都市林ガイド）

・内容：広町緑地の自然環境を広く市民に知ってもらうためのガイド。新型コロナ感染拡大を
受けて中止した。
・日時：通年（予約制、月１～2回程度、隔週の土曜日予定）中止
・場所： 鎌倉広町緑地内
・従事者人員：延べ約 人
・受益対象者：市民
④緑地内の植物観察とそれに関わる講座
・内容：植物観察会と採取した植物によるハーブティ教室
・日時：10月17日 午前・午後2回

参加者16名

・場所： 鎌倉広町緑地内
・従事者人員：延べ８人
・受益対象者：市民
⑷

鎌倉広町緑地の指定管理に関する事業

①指定管理者受託をうけての事業
・内容：「令和２年度鎌倉広町緑地の管理事業計画書・見積書」から、市民の会が主に担当す
る業務、公園協会と共同であたる業務の実施
・日時：通年
・場所： 鎌倉広町緑地ほか
・従事者人員：約20人（市民の会事務局、市民の会役員）
・受益対象者：市民
②管理運営協議会を実施して共同事業体との連携を図る事業
・内容：（公財）鎌倉市公園協会と管理運営協議会を開催し、情報の共有、実施予定事業の確
認と実施済み事業の確認評価を行う。
・日時：毎月1回

12回

・場所： 鎌倉広町緑地管理事務所
・従事者人員：延べ約60人（市民の会事務局）
・受益対象者：市民
③安全管理の徹底に関する事業
・内容：広町パートナーズが開催する各種講習会（刈払い機の安全講習会）を実施。
・日時：10月4日
・場所： 鎌倉広町緑地ほか
・従事者人員：12人（安全管理委員会、市民の会事務局）
・受益対象者：市民
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鎌倉広町緑地を利用して行う保健、福祉活動の支援事業

①福祉団体の体験事業 、支援事業
・内容：管理事務所に常備する車イスの運用など。横浜移動サービス協議会、地球の楽校との
共催による車いす2名の方と介助者の方の園内案内、レクリエーション
・日時：11月6日
・場所： 鎌倉広町緑地内
・従事者人員：延べ15人
・受益対象者：市民
②福祉施設への収穫物の寄付に関する事業
・内容：身体障害者施設、独居老人に対するサービス施設への収穫物の寄付（西鎌倉社会福祉
協議会、腰越地区社会福祉協議会、西鎌倉助け合いの会等）
・日時：11月・12月
・場所： 鎌倉広町緑地内
・従事者人員：延べ20人
・受益対象者：市民
⑹

鎌倉広町緑地に関する情報提供事業

①会報「広町からの風」の発行に関する事業
・内容：主に紙媒体による、広町緑地における活動の定期的な広報活動
・日時：年4回 700部
4月10日 50号「広町緑地は新型コロナウイルス対策を行っています」
6月27日 51号「市民の会総会が開かれ理事⾧が交代します」
9月30日 52号「収穫祭にかえて広町感謝バザール開催」
12月15日 53号「広町感謝バザール大盛会でした」
・従事者人員：延べ90人
・受益対象者：市民の会会員・市民
②広町緑地公式ニュース「ひろまちだより」の発行に関する事業
・内容：主に紙媒体による、広町緑地の魅力を紹介する広報活動
・日時：年4回 1000部
2020年6月号「ぼちぼち光ります」
2020年9月号「食欲の秋です」
2020年12月号「春を知らせる卵です」
2021年3月号「むくむく大きくなっています」
・受益対象者：市民
③市民の会ホームページ、ブログ等の運営に関する事業
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・内容：主に電子媒体による、広町緑地における活動、催し物の案内の定期的な広報活動
・日時：通年
・従事者人員：3人
・受益対象者：市民
④鎌倉広町緑地公式ホームページ、フェイスブック等の運営に関する事業
・内容：主に電子媒体による、広町緑地の魅力紹介、催し物の案内の定期的な広報活動
・日時：通年
・従事者人員：5人
・受益対象者：市民
⑤花図鑑出版に関する事業
・内容：2012年度に制作した広町花図鑑の販売事業

18冊の販売実績

・日時：通年
・従事者人員：２人
・受益対象者：市民
⑥その他広報活動に関する事業
・内容：鎌倉市民活動フェスティバル(10月30日~11月1日、玉縄交流センター)、腰越学習セン
ター市民フェスティバルへ(中止)の出展、各イベントやガイドに対するポスター、ち
らし作成など。
・日時：通年
・従事者人員：３人
・受益対象者：市民
⑺

その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
①事務局運営に関する事業
・内容：会員管理、経理業務など、法人の運営にかかる事務業務等
・日時：通年
・従事者人員：延べ10人
・受益対象者：市民
②総会、理事会、5つの会連絡会に関する事業
・内容：年１回の総会、年６回の理事会、年6回の５つの会連絡会の運営
総会(5月31日)
理事会（5月16日、7月4日、9月5日、11月7日、1月9日、3月6日）
5つの会連絡会（4月4日中止、6月6日、8月1日、10月3日、12月5日、2月6日）
・日時：通年
・従事者人員：延べ180人
・受益対象者：市民・会員
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