
 

報 道 資 料  
平成 28 年 4 月 27 日 

 

「第５回オープンフォレストｉｎ松戸」の開催について 

 
里やまボランティアが活動する、市内の民有樹林地を、多くの市民に公開し、緑の大

切さに目を向け、減少し続ける都市樹林の保全を参加者と一緒に考える機会として、

「オープンフォレストｉｎ松戸」を開催します。なお、本イベントは、「松戸里やま

応援団」の呼びかけにより組織された「オープンフォレストｉｎ松戸実行委員会」と

松戸市の共催で開催されます。 

 

 

１ 開催日時  平成２８年５月１４日（土）～２３日（月） 

         １０：００～１５：００ 

※公開日、公開時間は森により異なります。 

 

 ２ 開催会場  市内１５カ所の民有樹林地と根木内歴史公園および２１世紀の

森と広場（別添資料参照） 

 

 ３ 内  容  森の公開、森のご案内ツアー、森の文化祭 

 

 

 

 ４ 主  催  オープンフォレストｉｎ松戸実行委員会 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問い合わせ先】 
街づくり部 みどりと花の課 ☎０４７－３６６－７３７８ 

※「森の文化祭」はプレイベントとして、5月 6日（金）13時～15時、7 日（土）・

8日（日）10時～15時に２１世紀の森と広場パークセンターで開催されます。 

「松戸里やま応援団」とは … 2003 年より年１回開講されている「里やまボランティア入門講

座」の修了者は、毎年任意団体を組織して樹林地保全活動に取り組んでいます。「松戸里やま

応援団」とは、それらの活動団体がネットワーク化された組織です。松戸の里山保全活動は、

主に民有樹林地を対象としていることと、活動団体が互いを支援し合うネットワークを形成し

ているところが大きな特色です。 

 



                               2016 年 4 月 27 日 
オープンガーデンの里山版 

市内 17 カ所 里やまボランティアが活動する民有樹林などを一般公開 

「第５回 オープンフォレスト in 松戸」を今年５月に開催 

 

５月 14 日(土)～５月 23 日(月)の 10 日間 

松戸の里やまボランティアが活動する森を一般に公開します 

松戸市では 2002 年ごろより、市民団体が主体となり、山林所有者の会、行政、中間支援

組織等との協働のもとに、樹林地保全活動の推進のために、その担い手づくりと活動団体の

ネットワーク化を進めてまいりました。その成果として、今日までに保全活動団体は 17 団

体、活動フィールドは 19 カ所を数えるまでになっています。 
私たちは、これらの活動の場を公開することにより、多くの皆さんに森に触れてもらい、

身近な緑や、都市部に残された森の価値を参加者と一緒に考える機会として、今年も「オー

プンフォレスト in 松戸」を実施します。 
「オープンフォレスト」は「オープンガーデン」に倣った造語ですが、都市部の森（主に

民有林）を土地所有者の協力を得て、しかも市全域に広がるたくさんの場所で公開する催し

は、おそらく全国でも類のないものと思われます。この機会に是非、森へお越しください。 
 
「子ども も 大人も 森へ行こう 森で遊ぼう」 

森林浴、自然観察、作業体験、工作体験など訪ねる森ごとに楽しみいろいろ 

たんけん、自然かんさつ、リフレッシュ、森によってはハンモックやロープあそびなども 

 

１．開催期間 
平成 28 年 5 月 14 日（土）～平成 28 年 5 月 23 日（月） 
（森の文化祭：5 月 6 日（金）午後～5 月 8 日（日）） 

２．実施場所 
市内 17 箇所の樹林地（民有林 15 箇所と一部の公園） 
及び 21 世紀の森と広場パークセンター（森の文化祭） 

３．参加団体 
本イベントは、「オープンフォレスト in 松戸実行委員会」と松戸市の共催で開催

します。実行委員会の構成は下記のとおりです。 
 また、運営資金は、実行委員会が市民や企業等から募る協賛金により賄います。 
 

〔運営体制〕 
共催：オープンフォレスト in 松戸実行委員会・松戸市 
実行委員長 柳井 重人 （千葉大学園芸学部 准教授） 
実行委員会参加団体 

（１）松戸ふるさと森の会 
（２）松戸里やま応援団 一起の会 
（３）   〃   囲いやま森の会 
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（４）   〃   三樹の会 
（５）   〃   四季の会 
（６）   〃   里やま V・千駄堀 
（７）   〃   小浜の森の会 
（８）   〃   七喜の会 
（９）   〃   八輝の会 
（10）   〃   里やま Q 
（11）   〃   みなみの森の会 
（12）   〃   樹人の会 
（13）松戸里やま応援団 
（14）河南環境美化の会 
（15) 金ケ作の森を育む会 
（16）関さんの森を育む会 
（17）溜ノ上レディース 
（18）根木内歴史公園サポーター・根っ子の会 
（19）緑のネットワーク・まつど 

 
４．後援 

千葉県、（公財）都市緑化機構、（公財）松戸みどりと花の基金、松戸市緑推進委員会、

（公財）山階鳥類研究所、（学）東京聖徳学園 聖徳大学、新京成電鉄（株）、 
北総鉄道（株）、北総線沿線地域活性化協議会 

 
５．イベント内容 
（１）森の公開 

・ 各森の活動日などに合わせて公開します。森では、里やま作業体験、自然観察や

たんけん、ハンモックでの～んびり、ロープ遊びや竹細工体験などができます。

（森により公開日、できることは異なります） 
（２）森の文化祭 

・ 里やまボランティア団体などの活動紹介や作品展示 
場所：21 世紀の森と広場パークセンター 
日時：5 月 6 日（金）13 時～15 時 
5 月 7 日（土）～5 月 8 日（日）10 時～15 時 

・草笛音楽隊の演奏と竹クラフト 
日時：5 月 8 日（日）13 時～草笛音楽隊の演奏と竹クラフト 
場所：21 世紀の森と広場パークセンター 

（３）森のご案内ツアー 
・最寄り駅から森へのご案内や、いくつかの森を巡るツアーをボランティアが実施 

 
６．参加者予定 
（１）スタッフ延べ人数     ５００人 
（２）一般参加者延べ人数  ２，０００人 

※参考・・・平成 24 年度 第１回開催 延べ９日間で約２，５００人参加。 
平成 25 年度 第 2 回開催 延べ９日間で約２，１００人参加。 
平成 26 年度 第 3 回開催 延べ９日間で約３，２００人参加。 
平成 27 年度 第 4 回開催 延べ９日間で約２，３００人参加。 
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７．参加費 
無料 （個別に行う森のご案内ツアーの一部は有料） 
※ 本イベントは、松戸里やま応援団（注）の呼びかけにより組織された「オープ

ンフォレスト in 松戸実行委員会」と松戸市の共催で開催します。実行委員会

の連絡先は下記のとおりです。また、実行委員会の運営資金は、市民や企業等

から募る協賛金により賄っています。 

（注）松戸里やま応援団：2003年より年１回開講されている「里やまボランティア入門講座」

の修了者は毎年、任意団体を組織して樹林地保全活動に取り組んでいます。それら講座

ＯＢによる活動団体ネットワークの名称。松戸の里山保全活動は、主に民有樹林地を対

象としていることと、活動団体が互いを支援し合うネットワークを形成しているところ

に大きな特色があります。 

 

〔連絡先等〕 

オープンフオレスト in松戸実行委員会事務局 

URL: http://www.open-forest.org/ 

Mail: open-forest@jcom.zaq.ne.jp（事務局） 
 

〔協賛金の募集要領〕 

  個人および市民団体  １,０００円／一口 

  企業および事業者  １０,０００円／一口 

協賛金は事務局まで持参いただくか、下記の口座へ振り込み。 

［振込先］ 千葉銀行五香支店 普通口座 ３３６０３１４ 

名義：オープンフォレスト in松戸実行委員会 

 

 

※ ・里やまボランティア団体の活動や里やまボランティア入門講座などの画

像や動画、活動フィールドのマップ等、関連資料を各種ご提供できます。 

・期間中のイベントプログラムやプレイベントの企画等は、詳細が決まりま

したらお知らせします。 

 

※ 共催する松戸市の問い合わせ先 

  松戸市 街づくり部みどりと花の課（〒271-8588 松戸市根本 387-5） 

電話：047-366-7378 FAX：047-368-9595 

mail：mcmidori@city.matsudo.chiba.jp 
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★公開する森 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★森の公開日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★森へのご案内 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
里やまボランティアが活動する民有林を公開します！ 

松戸にも、森の所有者の想いとボランティアの汗とにより守られている森があります。 

ふだん入ることのできない民有林が公開されるこの機会に、森の風、森の光、森の声、 

森の香りを感じてみませんか？ 

都市に残された貴重な森を未来の子どもたちに引き継ぐために、何ができるかを考える 

きっかけとなることを願って「第 5 回オープンフォレスト in 松戸」を開催します。 

 
★森でできること 

散策、たんけん、自然かんさつ、リフレッシュ・・・ハンモックやロープあそびなども！？ 
各森の位置は 2・3 面案内図参照、各森の公開日・時間・内容は 4 面参照。 

★森へのご案内 
駅から森へのご案内や、いくつかの森を巡るツアーなどもあります。 

詳細は 4 面参照 

 

《森の文化祭》21 世紀の森と広場 パークセンターにて 

5 月 6 日(金) 13 時～15 時、7 日(土)・8 日(日)10 時～15 時 

里やまボランティア団体などの活動紹介をしています。 
森の工作、写真などの作品展示や、あそべるおもちゃも。 
８日（日）13 時から草笛音楽隊の演奏と竹クラフト！ 

        

共催：オープンフォレスト in 松戸実行委員会、松戸市 

お問い合わせ先：実行委員会事務局 ☎090-1209-2254 松戸市みどりと花の課 ☎047-366-7378 

ホームページ「オープンフォレスト松戸」で検索 

■千駄堀地区 

   ⑨芋の作の森 

   ⑩しんやまの森 

   ⑪縄文の森 

     (21 世紀の森と広場内） 

 

■秋山・紙敷地区 

⑫秋山の森 

⑬河原塚古墳の森 

⑭紙敷石みやの森 

⑮紙敷みなみの森 

⑯野うさぎの森 

⑰小浜屋敷の森 

■幸谷・根木内地区 

  ①関さんの森 

  ②溜ノ上の森 

  ③根木内歴史公園 

 

■八ヶ崎・金ケ作地区 

  ④八ヶ崎の森 

  ⑤ホダシの森 

  ⑥囲いやまの森 

  ⑦三吉の森 

  ⑧立切の森 

 

◎は公開日で公開時間：10 時～15 時  は公開日で公開時間：10 時～13 時 ○は自由に散策できますが案内人はいません。 

 

5/14(土) 森へのご案内 新京成線八柱駅 10 時半集合→しんやまの森へ。(無料) 

5/15(日) 森へのご案内 常盤平駅 10 時集合→祖光院、金ケ作自然公園を経て三吉の森へ。（無料）  

5/15(日) 森めぐりツアー 東松戸駅 9 時半集合→河原塚古墳の森→紙敷石みやの森→紙敷みなみの森→わんぱくの森 

14 時頃現地解散予定（大人 300 円） 

5/17(火） 関さんの森自然観察会 新松戸駅 10 時集合→幸谷観音→関さんの森→溜ノ上の森 12 時半解散予定(大人 300 円） 

5/21(土) 森へのご案内 新京成線八柱駅 10 時半集合→しんやまの森へ。(無料) 

5/21(土) 森めぐりツアー 市川大野駅 10 時集合→大野の森→小浜屋敷の森 12 時半解散予定（大人 300 円） 

5/22(日) 再発見ツアー 常盤平駅 9 時半集合→囲いやまの森→ホダシの森→八ヶ崎の森→21 世紀の森と広場 

12 時半解散予定（大人 300 円） 
(CAT.OF5-16002) 

森には駐車場・トイレは ありません。 

安全のため、長そで、長ズボン、運動

靴で。   帽子もお忘れなく！ 

＊
◎ 



 


