
神奈川の美しい広葉樹林

作成：横浜国立大学地域実践教育研究センター
2021年 3月

四季折々の表情をみせる広葉樹の森。みずみずしい若葉の春、

鳥のさえずり、可憐な花々、夏のセミの大合唱、あざやかな紅

葉、冬でも暖かい照葉樹林。広葉樹の森を歩くと清々しい気分

になるのは、私たち日本人が古来から広葉樹とともに生きてき

たからであろう。だいぶ少なくなってしまったが、県内には大

切に守られている広葉樹の森が各地にある。その一つ一つに多

様な生態系があり、森の恵みがある。気軽に足を運んで、広葉

樹林の魅力にふれていただきたい

ガイドマップ５０選５０選選選

※本ガイドマップで取り上げた広葉樹林には私有地が含まれている場合があります。

　私有地には許可なく立ち入らないでください



神奈川の美しい広葉樹林 50 選

（本ガイドマップの地図は国土地理院「地理院地図Vector( 試験公開）」の白地図をベースに作成しました）
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大きなシラカシ林とヨシの湿原が特徴の風致公園。草花も多い1
四季の森公園（横浜市緑区）

アクセス JR 横浜線・市営地下鉄中山駅下車、徒歩 15 分　
（車利用の場合）四季の森公園南口に駐車場有り

主な樹木
シラカシ、クヌギ、コナラ、
ウワミズザクラ

横浜市北西部の農業専用地区。雑木林の散策が楽しい3
寺家ふるさとの森（横浜市青葉区）

アクセス
東急田園都市線青葉台駅から東急バス

「鴨志田団地」行き終点下車
（車利用の場合）四季の家に駐車場有り

主な樹木
クヌギ、コナラ、シラカシ、モミ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット、神奈
川の探鳥地 50 選、環境省重要里地里山

総面積 67ha の広大なエリアに横浜の原風景が残されている2
新治市民の森（横浜市緑区）

アクセス
JR 横浜線十日市場駅下車、徒歩 15 分　

（車利用の場合）みはらし広場に駐車場有り
（土日のみ利用可）

主な樹木
クヌギ、コナラ、ハンノキ、ミズキ、
エゴノキ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット、みど
りの癒やしスポット、環境省重要里地里山

港北ニュータウンの里山公園。大池の周りに雑木林が広がる4
都筑中央公園（横浜市都筑区）

アクセス 横浜市営地下鉄センター南駅下車、徒歩 5 分 
（車利用の場合）中央公園入口に有料駐車場有り

主な樹木
コナラ、クヌギ、イヌシデ、エノキ、
エゴノキ、シラカシ、ヤマザクラ
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古刹称名寺境内の森。常緑広葉樹のボリューム感がすばらしい5
称名寺市民の森（横浜市金沢区）

アクセス 京急金沢文庫駅下車、徒歩 15 分、またはシー
サイドライン海の公園南口駅下車、徒歩 15 分 

主な樹木
タブノキ、スダジイ、クヌギ、コナラ

特記
 国指定史跡（称名寺境内）

横浜市南部の広大な緑地。横浜自然観察の森には保護区がある7
円海山周辺の森（横浜市栄区、磯子区、金沢区）

主な樹木
クヌギ、コナラ、スダジイ、シラカシ、
ミズキ、ヤマザクラ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット、
かながわの探鳥地 50 選、環境省重要
里地里山、関東の富士見百景（瀬上市
民の森）

市民運動によって守られた舞岡川源流の森。農村景観が美しい6
舞岡公園（横浜市戸塚区）

アクセス
横浜市営地下鉄舞岡駅下車、または JR 戸塚駅から
江ノ電バス「京急ニュータウン」行き終点下車　

（車利用の場合）舞岡公園入口に有料駐車場有り

主な樹木
クヌギ、コナラ、エノキ、
ケヤキ、ハンノキ、ヤマザクラ、
イロハモミジ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト、みどりの癒やしスポット、環
境省重要里地里山

川崎市の貴重な緑地。湿地には県内有数のハンノキ林がある8
生田緑地（川崎市多摩区）

アクセスアクセス
小田急線向ヶ丘遊園駅下車、徒歩 13 分

（車利用の場合）生田緑地東口と西口に有料駐
車場有り

JR 大船駅から神奈川中央交通バス金沢八景行き「横浜自然観察
の森」下車。瀬上市民の森は JR 港南台駅から徒歩 15 分。氷取
沢市民の森は JR 磯子駅からバスで「氷取沢市民の森入口」下車。

主な樹木
クヌギ、コナラ、イヌシデ、ハンノキ、
シロダモ、エノキ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト、かながわの探鳥地 50 選、環境
省重要里地里山
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川崎市北西部の農業振興地域。丘陵地に雑木林が広がる9
黒川の雑木林（川崎市麻生区）

アクセス 小田急多摩線黒川駅下車、徒歩 10 分

主な樹木
クヌギ、コナラ、シラカシ、
モチノキ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト、神奈川県里地里山保全地域、
環境省重要里地里山

金刀比羅宮参道の雑木場を歩く。雄龍籠山からの展望は圧巻11
小松・城北（相模原市緑区）

アクセス
JR 横浜線橋本駅から神奈川中央交通バス三ケ木行き

「城山総合事務所入り口」下車、徒歩 10 分
（車利用の場合）コミュニティ広場に駐車場有り

主な樹木
クヌギ、コナラ、ホオノキ、
イロハモミジ
特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト、神奈川県里地里山保全地域、環
境省重要里地里山、かながわの美林
50 選（川尻のヒノキ林）

市街地の中の大きな雑木林。草花を探しながらの散策が楽しい10
木もれびの森（相模原市南区）

アクセス JR 横浜線古淵駅から中央緑地まで徒歩 20 分
（車利用の場合）周辺の有料駐車場を利用

主な樹木
クヌギ、コナラ、イヌシデ、
ミズキ

特記
かながわの美林 50 選

相模湖に映る嵐山の紅葉は見事。山頂からの展望もすばらしい12
嵐山（相模原市緑区）

アクセス JR 中央線相模湖駅下車、嵐山登山口まで徒歩 15 分
（車利用の場合）県立相模湖公園に駐車場有り（有料）

主な樹木
クヌギ、コナラ、シラカシ、
アラカシ、モミ

特記
かながわの景勝 50 選
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広大な雑木林のなかに野外アートが点在する13
名倉の雑木林（相模原市緑区）

アクセス
JR 中央線藤野駅下車、徒歩 20 分、または藤野駅か
ら富士急バス名倉循環で「園芸ランド事務所前」下車

（車利用の場合）大刀と葛原に駐車場有り

主な樹木
クヌギ、コナラ、ケヤキ、
イロハモミジ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット、
かながわの美林 50 選

広葉樹が美しい双耳峰。県天然記念物のギフチョウが生息する15
石砂山（相模原市緑区）

アクセス
登山口の篠原までは、JR 中央本線藤野駅よりバスで「や
まなみ温泉」または「赤沢」バス停からデマンド交通
を利用（車利用の場合）篠原の里に有料駐車場がある

主な樹木
クヌギ、コナラ、アラカシ、ウラジロガシ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット、神奈
川県里地里山保全地域（篠原の里）、環境
省重要里地里山（篠原の里）

城山は樹種が豊富で巨木も多い。森林学習や森林浴に最適14
城山（相模原市緑区）

アクセス

JR 横浜線橋本駅から神奈川中央交通バス三ケ木行き
「津久井湖観光センター」下車、根小屋パークセンター
まで徒歩約 20 分（車利用の場合）根小屋地区のパー
クセンターに駐車場有り

主な樹木
クヌギ、コナラ、ヤマザクラ、シラ
カシ、
アラカシ、タブノキ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット、
かながわの景勝 50 選

三浦丘陵の最高峰。前田川遊歩道は渓流歩きが楽しめる16
大楠山（横須賀市）

アクセス
JR 横須賀線逗子駅から京急バス長井行きで「前田橋」
下車。山頂までは約 90 分。大楠山には他にも「阿部
倉コース」「湘南国際村コース」などのコースがある

主な樹木
スダジイ、タブノキ、クスノキ、
マテバシイ、クヌギ、コナラ、
オオシマザクラ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット、
かながわの景勝 50 選、みどりの癒やし
スポット（前田川）、関東の富士見百景
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砲台跡地にスダジイの森が広がる。シロダモの純林も必見17
観音崎公園（横須賀市）

アクセス
JR 横須賀線横須賀駅あるいは京急線浦賀駅から
バスで「観音崎」下車。

（車利用の場合）パークセンター駐車場を利用

主な樹木
スダジイ、タブノキ、マテバシイ、
シロダモ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト、かながわの探鳥地 50 選、かな
がわの景勝 50 選

水田や畑を落葉広葉樹が取り囲む。里山景観が懐かしい19
土屋の雑木林（平塚市）

アクセス JR 東海道線平塚駅北口から神奈川中央交通バス
秦野駅南口行きで「土屋霊園入口」下車

主な樹木
クヌギ、コナラ

特記
かながわの探鳥地 50 選、神奈川
県里地里山保全地域、環境省重
要里地里山（土沢 )

スダジイやマテバシイの森を歩く。稜線からの展望も楽しめる18
武山・三浦富士（横須賀市）

アクセス 京急線津久井浜駅下車。三浦富士へは京急長沢
駅から歩くこともできる

主な樹木
スダジイ、タブノキ、マテバシイ、
コナラ、クヌギ、ヤマザクラ、
ヤブツバキ

特記
関東の富士見百景（武山）

落葉広葉樹の大きな林の先に、鬱蒼とした常緑樹の社叢がある20
吉沢～鷹取山（平塚市・大磯町）

アクセス
JR 東海道線平塚駅北口より神奈川中央交通バス
神奈川大学行きで「神戸」下車、吉沢公民館ま
で徒歩 2 分

主な樹木
クヌギ、コナラ、スダジイ、タブ
ノキ、モクレイシ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト、かながわの探鳥地 50 選、み
どりのパワースポット、環境省重
要里地里山
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2020 年に一部開園した雑木林の都市公園。鎌倉中央公園に接続21
台峯緑地（鎌倉市）

アクセス
JR 横須賀線北鎌倉駅下車。台峯緑地入口の山
ノ内配水池まで徒歩 30 分。鎌倉中央公園へは
湘南モノレール湘南町屋駅から徒歩 15 分

主な樹木
クヌギ、コナラ、ヤマザクラ、スダジイ、
ハンノキ

新緑や紅葉がすばらしい。斜面にケイワタバコが群生している23
散在ガ池森林公園（鎌倉市）

アクセス JR 東海道線・横須賀線大船駅から江ノ電バス
鎌倉湖畔循環で「鎌倉湖畔」下車、徒歩５分

主な樹木
クヌギ、コナラ、シラカシ、
スダジイ、イヌシデ、カツラ、
ホオノキ、トチノキ

特記
生活環境保全林 100 選

市民運動によって守られた鎌倉の緑地。ウルシの林がある22
広町緑地（鎌倉市）

アクセス 湘南モノレール西鎌倉駅下車、御所谷入口まで
徒歩 10 分

主な樹木
クヌギ、コナラ、イヌシデ、ウルシ、
ハゼノキ、タブノキ、スダジイ、
オオシマザクラ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト、みどりの癒やしスポット、環境
省重要里地里山

藤沢市三大谷戸の一つ。隣接する少年の森とつなげて歩きたい24
遠藤笹窪谷（藤沢市）

アクセス
小田急江ノ島線・横浜市営地下鉄湘南台駅西口より神
奈川中央交通バス「慶応大学」行き終点下車、徒歩 10
分。（車利用の場合）隣接する少年の森に駐車場有り

主な樹木
クヌギ、コナラ、イヌシデ、
アカガシ

注：笹窪谷は藤沢市が「健康の森」
として整備中で、立入り禁止区域が
ある
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茅ヶ崎市北部の谷戸を県立公園として整備。生物の種類が多い25
茅ケ崎里山公園（茅ヶ崎市）

アクセス
JR 茅ヶ崎駅から神奈川中央交通バス文教大学行き
で「芹沢入口」下車、徒歩約 5 分

（車利用の場合）里山公園の３カ所に駐車場有り

主な樹木
クヌギ、コナラ、アカガシ、
アラカシ、スダジイ、シラカシ

湾に面した落葉広葉樹の森。湿地にハンノキとジャヤナギがある27
小網代の森（三浦市）

アクセス
京急線三崎口駅から徒歩 30 分。あるいは京急
バス三崎港行きで「引橋」下車、引橋入口まで
徒歩５分

主な樹木
クヌギ、コナラ、ハンノキ、
スダジイ、タブノキ
特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト、かながわの探鳥地 50 選、み
どりの癒やしスポット、環境省重
要里地里山

神武寺の常緑広葉樹の森から、鷹取山へ快適な尾根道をたどる26
神武寺～鷹取山（逗子市）

アクセス

京急線神武寺駅より神武寺まで徒歩 20 分。JR 横須
賀線東逗子駅から神武寺まで徒歩 20 分。神武寺か
ら鷹取山へは徒歩 20 分。鷹取山へは京急線追浜駅
から京急バス湘南たかとり団地循環で「たかとり小
学校」下車、徒歩 10 分

主な樹木
スダジイ、タブノキ、シロダモ、ケヤキ、
コナラ、イヌシデ、ホルトノキ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット、かな
がわの美林 50 選、かながわの景勝 50 選

弘法山の周辺はクヌギやコナラの森。緑がとてもやさしい28
弘法山公園（秦野市）

アクセス 小田急線秦野駅より弘法山公園まで徒歩 30 分
（車利用の場合）弘法山公園に駐車場有り

主な樹木
クヌギ、コナラ、ミズキ、エノキ、
イヌシデ、ソメイヨシノ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット、
かながわの探鳥地 50 選、かながわ
の景勝 50 選、関東の富士見百景
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地域の人々によって森の生態系が大切に守られている29
名古木の雑木林（秦野市）

アクセス 小田急線秦野駅から神奈川中央交通バス曽根弘
法行き「御嶽神社入口」下車

主な樹木
クヌギ、コナラ、イヌシデ、
ミズキ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト、神奈川県里地里山保全地域、
環境省重要里地里山

落葉広葉樹の林が連なる。国蝶オオムラサキの生息地31
渋沢丘陵 [震生湖～八国見山～頭高山 ]（秦野市）

アクセス
震生湖へは小田急線秦野駅から徒歩 50 分。震生湖か
ら八国見山へは徒歩 60 分。八国見山から頭高山まで
は徒歩 50 分（車利用の場合）震生湖に駐車場有り

主な樹木
クヌギ、コナラ、ミズキ、イヌシデ、
エノキ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト、かながわの探鳥地 50 選（震
生湖）

葛葉川の渓谷沿いの緑地。湿地にハンノキ林がある30
葛葉緑地（秦野市）

アクセス
小田急線秦野駅から渋沢駅北口行きバス「宮上」
下車、徒歩５分

（車利用の場合）「くずはの家」の前に駐車場有り

主な樹木
クヌギ、コナラ、ミズナラ、
ケヤキ、ハンノキ

特記
みどりの癒やしスポット

七沢温泉近くの落葉広葉樹の森。草花の種類が多い32
七沢森林公園（厚木市）

アクセス
小田急線本厚木駅下車、厚木バスセンターより神奈川中
央交通バス七沢温泉行きで「七沢温泉入口」下車、徒歩
8 分（車利用の場合）中央口及び北口に駐車場有り

主な樹木
クヌギ、コナラ、ハリギリ、
ミズキ、イタヤカエデ、
ヤマザクラ

特記
かながわの美林 50 選
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2016 年に開園した公園で、空中回廊からコナラ林を観察できる33
あつぎこどもの森公園（厚木市）

アクセス
小田急線本厚木駅下車、厚木バスセンターより神奈川
中央交通バス荻野運動公園経由宮の里行きで「荻野運
動公園」下車 （車利用の場合）公園入口に駐車場有り

主な樹木
クヌギ、コナラ、シラカシ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット

大山は信仰の山。日向薬師には常緑広葉樹の巨木がある35
大山・日向薬師（伊勢原市・厚木市）

アクセス

小田急線伊勢原駅より神奈川中央交通バス「大山ケー
ブル」下車（車利用の場合）ケーブル駅周辺の有料駐
車場を利用　日向薬師へは小田急線伊勢原駅からバス
日向薬師行き終点下車（車利用の場合） 駐車場有り

主な樹木
クヌギ、コナラ、アラカシ、モミ、スダジイ、
アカガシ、ウラジロガシ

特記
かながわの美林 50 選（モミの原生林）、
かながわの探鳥地 50 選

ファミリーに人気の引地川源流の森。シラカシ林もある。34
泉の森（大和市）

アクセス
相鉄線相模大塚駅から徒歩 15 分、または小田
急線・相鉄線大和駅から徒歩 25 分

（車利用の場合）園内に駐車場有り

主な樹木
クヌギ、コナラ、シラカシ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト、かながわの美林 50 選、かな
がわ探鳥地 50 選、みどりの癒し
スポット

搭の山はコナラやクヌギの森。山頂からの里山景観がすばらしい36
いせはら塔の山緑地公園（伊勢原市）

アクセス
小田急線伊勢原駅から神奈川中央交通バス栗原行き

「東京農大伊勢原農場前」または「栗原」下車、徒歩
15 分 （車利用の場合）パークセンターに駐車場有り

主な樹木
コナラ、クヌギ
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座間市役所の裏に広大な里山林が保全されている。水鳥も多い37
座間谷戸山公園（座間市）

アクセス 小田急線座間駅下車、徒歩約 10 分 
（車利用の場合）公園に駐車場有り

主な樹木
コナラ、クヌギ、イヌシデ、
シラカシ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト、かながわの美林 50 選（シラ
カシ林）

さまざまな野鳥の声を聴きながら、深い森をゆっくり歩く39
森戸川流域の森（葉山町・逗子市）

アクセス JR 横須賀線逗子駅から京急バス長井行きで
「名柄交差点」下車、徒歩約 30 分

主な樹木
クヌギ、コナラ、スダジイ、
タブノキ、ヤブツバキ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト、かながわの探鳥地 50 選、か
ながわの美林 50 選（仙元山）

常緑広葉樹の尾根歩きが楽しい。山頂からの富士の眺めも秀逸38
はやま三ケ岡山緑地 (葉山町）

アクセス
JR 横須賀線逗子駅から京急バス長井行きで「旧
役場前」下車、つつじコース入口まで徒歩約５
分（車利用の場合）周辺の有料駐車場を利用

主な樹木
スダジイ、タブノキ、アカガシ、
オオシマザクラ、ヤブツバキ、
ミズキ、クヌギ、コナラ

特記
関東の富士見百景

照葉樹林で有名な高麗山だが、意外と落葉広葉樹も多い40
高麗山（大磯町）

アクセス JR 東海道線大磯駅から徒歩 50 分
（車利用の場合）湘南平に駐車場有り

主な樹木
スダジイ、タブノキ、ケヤキ、
ミズキ、イヌシデ、イロハモミジ、
ムクノキ、カゴノキ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット、かな
がわの美林50選、かながわの探鳥地50選、
かながわの景勝 50 選、日本の森 100 選
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中井町は里山景観のまち。ウォーキングコースが整備されている41
中井町の雑木林（中井町）

アクセス
JR 東海道線二宮駅から神奈川中央交通バス中井町役
場入口行き終点下車、中井中央公園まで徒歩 10 分　

（車利用の場合）中井中央公園に駐車場有り

主な樹木
クヌギ、コナラ、ヤマザクラ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト、関東の冨士見百景

西沢の渓畔林は丹沢屈指の美しさ。滝めぐりでリフレッシュ43
西沢（下棚・本棚）（山北町）

アクセス

小田急線新松田駅から富士急湘南バ
ス西丹沢ビジターセンター行きで終
点下車。西丹沢ビジターセンターか
ら下棚まで徒歩 40 分。下棚分岐か
ら本棚まではさらに 15 分

（車利用の場合）西丹沢ビジターセ
ンター前に駐車場有り

主な樹木
トチノキ、オニイタヤ、フサザクラ、ヤシャブシ、
ウラジロガシ、カヤ
特記
みどりの癒やしスポット

広葉樹の色彩と渓流のブルーのコントラストがすばらしい42
玄倉川の渓畔林（山北町）

アクセス
小田急線新松田駅から富士急湘南バス西丹沢ビジターセン
ター行きで「玄倉」下車（車利用の場合）丹沢湖の周辺に
駐車場有り※ 2021 年１月現在、玄倉林道は一部通行止め

主な樹木
シオジ、サワグルミ、トチノキ、シナノキ、
チドリノキ、フサザクラ、ウラジロガシ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット、かな
がわの景勝 50 選（丹沢湖）、かながわの美
林 50 選（西丹沢県民の森）、森林浴の森
100 選（西丹沢県民の森）

三国山のブナ、小塚山のヒメシャラ、飛龍の滝のモミジ44
箱根山（箱根町）

アクセス

三国山へは箱根登山鉄道箱根湯本駅から箱根登山バス
桃源台行きで終点下車、徒歩１時間。小塚山へは箱
根湯本駅から箱根登山バスでポーラ美術館行き終点下
車、すぐ。飛龍の滝へは、小田原駅東口から箱根登山
バス元箱根港行き「畑宿」下車、徒歩 40 分

主な樹木
ブナ、ヒメシャラ、イヌブナ、イタヤカエデ、
アセビ、アブラチャン

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット（三国山、台
ケ岳のブナ林など）、かながわの探鳥地 50 選（神
山・駒ヶ岳）、神奈川県里地里山保全地域（畑宿）、
環境省重要里地里山（畑宿）

（写真は厳島湿性公園）

（写真は下棚）

（写真はポーラ美術館の森の遊歩道）
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金時山は植物の宝庫。岩峰にトウゴクミツバツツジが咲く45
金時山（箱根町・南足柄市）

アクセス
箱根方面から金時山に登る場合は、箱根登山鉄道箱根
湯本駅から箱根登山バス湖尻・桃源台行き「仙石案内
所前」下車。公時神社経由で山頂まで徒歩 2 時間。

主な樹木
ブナ、イヌシデ、
トウゴクミツバツツジ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト（金時山北面の植生、南面の低木
群落）

幕山は梅林だけじゃない。広葉樹が岩壁を包み込んでいる47
幕山（湯河原町）

アクセス
JR 湯河原駅から伊豆箱根バス幕山公園行き終点下車、
5 分。幕山山頂までは約１時間（車利用の場合）幕山
公園内に駐車場有（梅祭りの時期は規制有）

主な樹木
コナラ、スダジイ、クスノキ、
ニシキウツギ、シャクナゲ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポッ
ト、かながわの美林 50 選（鍛冶屋
のクスノキ林）

鬱蒼とした照葉樹林。スダジイやクスノキの巨木が林立する46
真鶴半島自然公園 (真鶴町）

アクセス
JR 真鶴駅から伊豆箱根バス「中川一政美術館」
行き終点下車（車利用の場合）お林駐車場など
数か所に駐車場有り

主な樹木
スダジイ、クスノキ、クロマツ
特記
神奈川県生物多様性ホットス
ポット、かながわの美林 50 選、
かながわの探鳥地 50 選、かな
がわの景勝 50 選、森林浴の森
100 選、日本の森 100 選

ハイカーに人気の自然林の山。山頂からの眺望もすばらしい48
仏果山（愛川町・清川村）

アクセス
小田急線本厚木駅から神奈川中央交通バス半原行き
で「撚系組合前」下車。山頂までは約２時間。宮ヶ
瀬湖畔にも登山口がある

主な樹木
クヌギ、コナラ、イヌブナ、
アブラチャン

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット
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神社の裏にスダジイの森が広がる。隣の鳶尾山は落葉樹の山49
八菅山いこいの森（愛川町）

アクセス
小田急線本厚木駅から神奈川中央交通バス愛川町役場
行き「一本松」下車、徒歩 10 分

（車利用の場合）いこいの森駐車場を利用

主な樹木
スダジイ、アラカシ、タブノキ、クヌギ、
コナラ
特記
神奈川県生物多様性ホットスポット、
史跡名勝天然記念物、、神奈川県里地
里山保全地域、かながわの美林 50 選、
かながわの探鳥地 50 選、かながわの
景勝 50 選、環境省重要里地里山

【東丹沢】登山者に人気のエリア。堂平のブ
ナは別格。モミの巨木も多い

【西丹沢】落葉樹が多く明るい雰囲気のエリ
ア。稜線のブナ林も健在

アクセス アクセス
東丹沢の登山口である大倉へは小田急線渋沢駅から大倉
行きバスで終点下車。塔ノ岳までは約３時間。東丹沢県
民の森がある札掛へは、ヤビツ峠から徒歩１時間

西丹沢の登山ベースとなる西丹沢ビジターセンターへ
は、小田急線新松田駅から富士急湘南バスで終点下車。
檜洞丸まで約３時間

50
丹沢山地（清川村・秦野市・山北町・松田町）

主な樹木
ブナ、オオイタヤメイゲツ、ヤマボウシ、
イトマキイタヤ、モミ、ウラジロガシ、
アカガシ、ミズナラ、イヌシデ

主な樹木
 ブナ、トウゴクヒメシャラ、シナノキ、
ウラジロガシ、アカガシ、コナラ、
イトマキイタヤ、シロヤシオ、
トウゴクミツバツツジ

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット（丹沢
三峰、天王寺尾根、堂平の自然林、鍋割山
のブナ林など）、かながわの美林 50 選 

特記
神奈川県生物多様性ホットスポット（白石
峠～大室山～犬越路の自然林、畦が丸山の
ブナ林など

（写真は札掛付近） （写真は加入道山）

特記について
「神�奈川県生物多様性ホットスポット」：2015 年に NPO法人神奈川県自然保護協会が県内各

地の希少種やレッドリスト種の状況を調査し、生物多様性上重要な 191 地点をホットス
ポットとして選定したもの

「神�奈川県里地里山保全地域」：神奈川県里地里山保全条例にもとづき知事が市町村長からの
申し出により選定した地域。2021 年１月現在、22 か所が選定されている

「環�境省重要里地里山」：環境省が生物多様性の保全など里山の自然環境の保全が適切に行わ
れている 500 地域を選定したもの。神奈川県は 28 か所が選定されている

「かながわの美林 50選」：1989 年に神奈川県が選定
「かながわの探鳥地 50選」：1991 年に神奈川県が選定
「かながわの景勝 50選」：1979 年に神奈川県が選定
「み�どりのパワースポット」「みどりの癒やしスポット」：2018 年に（公財）かながわトラス
トみどり財団が「かながわのみどりや森林におけるパワースポット・癒やしスポット」を
選定したもの。10 か所のパワースポットと 26 か所の癒やしスポットが選定されている

「森林浴の森 100選」：1986 年に林野庁、緑の文明学会、地球環境財団が選定したもの
「日本の森 100選」：日本森林インストラクターの会が 2014 年に選定したもの
「生活環境保全林 100選」：1992 年に林野庁が全国の生活環境保全林のなかから選定したもの
「関東の富士見百景」：2005 年に国土交通省関東地方整備局が選定したもの
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選外の広葉樹林

　50 選に選んだ広葉樹林のほかにも神奈川
県内には美しい広葉樹林があるので紹介し
ておきたい。横浜市のウイトリッヒの森、
まさかりが淵市民の森、天王森泉公園、相
模原市の東林ふれあいの森は小さな森だが、
雑木林の散策が楽しい。横浜市鶴見区の獅
子ケ谷市民の森や保土ヶ谷区の陣ケ下渓谷
公園も都会に残る貴重な広葉樹林だ。横浜
市の旭区と保土ヶ谷区にまたがるカーリッ
トの森は火薬工場跡地の雑木林で、今後の
整備が待たれる。小さな雑木林はあちこち
にあるので、自分のお気に入りの広葉樹林
50 選をつくるのもいいかもしれない。　
　広葉樹林は都市公園のなかにもある。横
浜市旭区のこども自然公園は入口広場近く
にコナラ・クヌギの林がある。大磯城山公
園（大磯町）は旧三井財閥別荘跡地を庭園
風に整備したもので、木の種類が多い。新
林公園（藤沢市）、鎌倉中央公園（鎌倉市）、
吾妻山公園（二宮町）には大きな広場があり、
ピクニックに好適。綾瀬市の長峰自然の森
や落合キツツキの森は散策路が整備されて
いて森林浴が気持ちいい。東高根森林公園
（川崎市）には県の天然記念物のシラカシ林
がある。逗子市の池子の森自然公園は旧海
軍の弾薬庫跡地で、長いあいだ在日米軍の
管理下にあったため自然がよく保たれてい
る。尾根筋にはスダジイを中心とした常緑
広葉樹、斜面部にはコナラなど二次林が発達

しているが、整備中で森の中に入れないの
が残念。横浜市の三渓園（有料）には市内
随一の照葉樹林があるが、ここも森の中を
歩くことはできない。江の島（藤沢市）の
照葉樹林は景観的にすぐれているが、散策
路は限られている。
　山間地では、生藤山（相模原市）、鐘ヶ嶽（厚
木市）、明神ヶ岳（南足柄市）にもきれいな
広葉樹林がある。飯山白山森林公園（厚木市）
の男坂や女坂の両側にはコナラやクヌギの
林がある。秦野市の蓑毛自然観察の森は大
山の山麓にある落葉広葉樹林で、入口に古
民家を移築した緑水庵がある。曽我丘陵（小
田原市）の新緑や紅葉も見応えがあるが、
近年耕作放棄地が増えている。
　なお、丹沢周辺では 4月から 11 月にかけ
てヤマビルに注意が必要である。ヤマビル
が増えたのは、大規模な造林や森林の荒廃
などによってシカの生息環境が変化し、ヤ
マビルの寄生を受けたシカが里に移動した
ためといわれている。また、丹沢山地では
2019 年の台風被害により多くの登山道が現
在も通行止めになっている。入山の際は事
前に確認してほしい。一方、広葉樹林につ
いていま最も懸念されるのがナラ枯れであ
る。ナラ枯れはカシノナガキクイムシ（カ
シナガ）が大半のブナ科の木に潜入し、ナ
ラ菌を繁殖させて樹木を枯死させるもので、
県内では被害が急速に拡大している。

ウイトリッヒの森

天王森泉公園

池子の森自然公園

まさがりが淵市民の森

飯山白山森林公園

落合キツツキの森
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解説　神奈川の美しい広葉樹林 50選について

　ひと昔前まで、里山の広葉樹林は、薪炭以外にも家
具や農具の材料として広く活用されていた。落ち葉は
堆肥にされ、林内の山菜やキノコは貴重な食材だった。
いまはほとんど食べないが、ドングリは縄文人にとっ
て重要な食糧であったという。いろいろな昆虫が生息
する広葉樹の森は子どもの格好の遊び場であり、豊か
な感性を養う自然の学校でもあった。また、広葉樹は
さまざまな伝統工芸を生み出した。大山ごま、鎌倉彫、
箱根の寄木細工は、神奈川県の代表的な伝統工芸技術
である。このように広葉樹林は日本人の生活文化に密
接に結びついていたが、電気やガスが普及し、生活用
品もプラスチックやビニール製品に取って代わると、
人々は森との関わりを失ってしまった。さらに多くの
自然林が人工林に転換されたことで、森に対する人々
の認識も変化していったように思われる。
　神奈川県では、経済成長の過程で多くの里山林が姿
を消したが、県内各地には美しい広葉樹林がまだ残っ
ている。そうした広葉樹林の多くは、地域の人々や市

民ボランティアによって大切に守られている。その一
方で、残念ながら荒廃した森も増え続けている。さらに、
ナラ枯れの被害が急速に拡大するなど、神奈川県の広
葉樹林はいま危機的な状況にある。そこで、県内に残
る美しい広葉樹林を紹介し、広葉樹林を保全・再生す
る行動が広がることを願って「神奈川の美しい広葉樹
林 50 選」を企画した次第である。
　神奈川県の美林については、1989 年に神奈川県が「か
ながわの美林 50 選」を発表している。これは、①林業
上模範となるような森林（16 か所）、②人々に親しま
れている森林（19 か所）、③文化財・学術上などで貴
重な森林（15 か所）を選定したもので、とくに②には
広葉樹林も多く含まれている。だが、30 年という時の
経過のなかで、なかには環境が大きく変わってしまっ
たものもある。大切に手をかけた森は私たちにさまざ
まな恵みを与えてくれるが、放置したり配慮のない利
用を続けると、森林の生態系はたちまち変容してしま
う。

「神奈川の美しい広葉樹林 50選」選定までの経過
　　2019 年 12 月～ 2020 年２月　県民からの推薦期間
　　2020 年４月～ 2020 年 11 月　現地調査を実施
　　2020 年７月　第１回選定委員会
　　2020 年 11 月　第２回選定委員会
　　2021 年１月　第３回選定委員会（決定）
 

「神奈川の美しい広葉樹林 50選」選定委員会
　　委員長　小池文人（横浜国立大学環境情報研究院教授）
　　委　員　村上雄秀（NPO 法人神奈川県自然保護協会理事）
　　委　員　岸　一弘（茅ヶ崎野外自然史博物館顧問）
　　事務局　小池　治（横浜国立大学国際社会科学研究院教授）
　

（協力）神奈川県環境農政局緑政部森林再生課

※本ガイドマップの写真はすべてオリジナルに撮影したものです。また、生物多様性保全の観点から希少種については記載していません

　今回の選定にあたっては、①神奈川県内にあるまと
まりのある森林で、主に広葉樹で構成されているもの、
②景観としての美しさや散策する楽しさなど次世代の
ために残すべき森林という基準を設け、広く県民の皆
様に推薦を呼びかけた。その結果、総数で 136 件の推
薦をいただき、それをベースに選定委員会において 50
か所の広葉樹林を選定した。選定にあたっては、植生
学や植物・昆虫の専門家とともに現地調査を行った。
生物多様性を重視したのは、さまざまな花や鳥や昆虫
が生息する生物相の豊かな森が美しい森であると考え
たからである。むろん、手入れの行き届いた人工林の
森や庭園風に整備した公園の森もそれぞれ美しい。だ
が、自然林の良さは鳥や昆虫がいちばん良く知ってい
る。それは人間も本来的に同じではないだろうか。で
きるだけ多くの人に広葉樹の森に足を運んでいただき、
自然の恩恵を五感で感じてもらいたい。そのための簡
単なガイドマップを作成したので、散策の際に活用し
ていただければ幸いである。


