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Ⅱ 平成 31 年度環境創造局予算案における主な事業について 
事業費の後ろには、P34 以降の「Ⅲ 各会計別予算案」における掲載ページを示しています。 

◎は新規事業、☆は拡充事業を示しています。 

■生活環境・温暖化対策 

１ 身近な生活環境の保全 

安全で安心・快適な生活環境の保全に向けて、大気環境や水質環境などの状況を把握し発信します。 

また環境アセスメント制度などを通じて、事業者と連携しながら適切な環境保全対策を促します。 

(１) 大気、水質等の環境の把握と情報発信   2 億 7,613 万円 [P44] 

 

市域の大気環境や水環境の状況について市内 32 測定局で常時監視し、

大気中の放射線量、道路交通騒音、河川等の水質などを測定します。 

これらの常時監視及び測定の結果や、PM2.5 の高濃度予報、温室効果

ガス削減に向けた事業者の取組など、環境情報をホームページ等でお知

らせします。また、事業者と環境情報の共有や積極的な対話を通して環

境保全対策に連携して取り組みます。 

 

(２) 都市生活型環境対策                           

 ア 騒音・悪臭等の苦情対応 850 万円 [P44] 

 
市民の皆様から寄せられる大気汚染・悪臭・騒音・振動などの苦情等に迅速かつ適切に対応するた

め、必要な測定を行い、その結果に応じて発生源に対して指導を行います。 

 イ 化学物質等の理解・安心の促進 5,055 万円 [P44] 

 
事業者に化学物質の適切な管理を促すとともに、セミナー等を通して化学物質に関する情報を市

民・事業者に提供します。また、公共施設におけるアスベスト対策を推進します。 

 

(３) 環境影響評価（環境アセスメント）制度の運用 401 万円 [P42] 

 
 環境に及ぼす影響について事業者自らが事前に調査・予測・評価を行い、その結果を公表して市民

意見を聴くなどの手続きを通し、環境に配慮した事業とする環境アセスメント制度を運用します。 

 

(４) 地籍調査 9,159 万円 [P40] 

 

 土地境界のトラブル防止や土地取引の円滑化、災害復旧の迅速化などのため、国土調査法に基づく

地籍調査を実施します。また、過去の調査成果の電子データ化を進めるとともに新たに閲覧システム

を整備します。 

 

２ 良好な大気・音・水・土壌環境の確保 

良好な大気・音・水・土壌環境を確保するため、事業者等に対して調査や指導などを行います。 

(１) 大気汚染、水質汚濁、騒音等の事業所への規制・指導 5,041 万円 [P45] 

 

環境法令等に基づき、事業場への立入調査や排ガス・排水等の採取・分析を行い、データに基づく

きめ細やかな規制指導などを行います。また、ディーゼル車の運行規制等の取組を九都県市で連携し

て行います。 

 

(２) 土壌汚染等の対策の推進 1,473 万円 [P45] 

 

土壌汚染対策法等に基づき、土壌・地下水汚染対策の規制指導などを行うとともに、水質汚濁防止

法に基づく地下水調査などを行います。また、アドバイザーを派遣するなど、中小企業による土壌汚

染対策の取組が円滑に進められるよう支援します。 

大気・水質の常時監視（監視センター） 



7 
 

３ エネルギー施策の推進 

水素エネルギーや次世代自動車の普及促進、事業者の取組支援、下水道施設における再エネの創出・活

用等などのエネルギー施策・温暖化対策を推進します。また、都市の暑さ対策の調査研究を実施します。 

(１) 水素エネルギーの普及促進  

 ア 燃料電池自動車の普及促進 8,056 万円 [P45] 

 

燃料電池自動車導入や水素ステーション設置への補助を実施するとともに、公用車に率先導入し、

普及啓発等に活用します。 

・燃料電池自動車  市民等への導入補助 60 台、公用車の導入 ３台 

・水素ステーション 設置補助（固定式 １か所、移動式 １か所） 

 イ 燃料電池システムの普及促進 1,150 万円 [P45] 

 

水素エネルギーの普及促進に向けて、停電対応型の家庭用燃料電池システムや、業務用燃料電池シ

ステムの導入補助を実施します。 

・燃料電池システムに対する補助 305 件 

 

(２) ☆次世代自動車（燃料電池自動車、電気自動車等）の普及促進【一部再掲】 1 億 999 万円 [P45] 

 

大気汚染及び地球温暖化防止のため、燃料電池自動車の導入や水素ステーション設置の補助、一般

利用者向けに公共施設へ急速充電設備の設置等を実施するほか、公用車への次世代自動車の率先導入

を進めます。 

 

(３) 温暖化対策の推進・調査研究  

 ア ☆横浜市役所の温暖化対策の推進 4,318 万円 [P45] 

 
 30 年度に改定した横浜市地球温暖化対策実行計画（市役所編）に基づき、温室効果ガス排出量等に関

する情報を管理する庁内システムを再構築するなど、全庁的なエネルギーマネジメントを推進します。 

 イ ☆事業者の温暖化対策促進 3,292 万円 [P45] 

 
「横浜市地球温暖化対策計画書制度」の運用を通じ、対象事業者に温室効果ガスの削減対策を促す

とともに、中小事業者への積極的な啓発・支援を実施し、事業者の温暖化対策を推進します。 

 

また、市内に電気を供給する小売電気事業者に対し、再生可能エネルギーを含んだ電気の供給など

に関する計画の提出を求めます。その情報の公表を通じて、電気を供給する側と使用する側、双方の

取組を促進し、低炭素な電気の普及を図ります。 

 ウ 都市の暑さ対策調査研究 221 万円 [P43] 

 
市内の夏季気温観測（約 40 か所）のほか、平成 30 年の猛暑の状況もふまえ、市民の快適空間創造

のための熱環境調査を行います。 

 

(４) 下水道のエネルギー・地球温暖化対策 41 億 308 万円 [P92、103] 

 ア 下水道資源・資産の有効活用 

 

下水再生水を活用した都心臨海部下水再生水供給事業を引き続き進めるとともに、使用電力に係る

再生可能エネルギーの比率を高めるため、水再生センターの既存施設を活用した、小水流発電や太陽

光発電設備の導入検討を行います。 

 イ 再生可能エネルギーの創出・活用 

 

北部汚泥資源化センターにおいて、汚泥燃料化施設を新規稼働し、燃料化事業をＰＦＩ方式にて開

始するとともに、南部汚泥資源化センターにおいて、消化ガス発電設備の更新を進めるなど、再生可

能エネルギーを創出・活用し、温室効果ガスの削減に取り組みます。 
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コラム 低炭素電気の普及拡大に向けた制度を導入します 

 

 2016 年４月から電力の小売全面自由化が開始され、家庭や商店といった比較的小規模な電気の使用者

でも電力会社を自由に選択することができるようになりました。 

電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量は、石油や石炭、天然ガス、太陽光、風力など電気を作り出すた

めに使用するエネルギーによって大きく異なるため、地球温暖化対策のためには二酸化炭素の排出が少な

い電気（低炭素電気）の普及が重要です。 

 

そのため、横浜市は 2019 年度から新たな制度

を導入し、市内に電気を供給する小売電気事業

者から、再生可能エネルギーにより発電された電

気の割合などの計画や報告を受け付けます。 

その情報を分かりやすく公表することで、電気

を供給する側と使用する側、それぞれの取組促

進を働きかけ、低炭素電気の普及に繋げます。 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                   

                                   

 
コラム 暑さをしのげる環境づくりを進めます 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

                                   

緑によるまちの冷却効果 

（商業施設の壁面緑化、グランモール公園内の緑陰） 

 
 

真夏日日数分布図 

（H30 の観測結果から） 

平成 30 年は、気象庁の観測によると関東甲信で６月に

梅雨明けし、横浜（中区山手）では、７月として観測史上

最高気温（37.2℃）を記録しました。環境科学研究所の市

内全域での観測でも、港北区内で最高気温 39.4℃を記

録し、鶴見区内では真夏日日数が 53 日となる地点がある

など、例年より厳しい暑さとなりました。 

この暑さについて、気象庁は「命の危険がある暑さであ

り、災害と認識している」と発表しており、５～８月の市内に

おける熱中症による救急搬送者数は、1,673 人と昨年比

2.4 倍になるなど、市民生活にも大きな影響がありました。 

 気候変動やヒートアイランド現象の影響により、このよう

な厳しい暑さは今後も発生することが予想されます。そこ

で、環境創造局では、夏の気温観測などの熱環境調査を

継続して実施していくほか、緑の創出・育成による緑陰の

形成や、省エネの推進による人工排熱の抑制、季節を問

わず一定水温に保たれる下水の特徴を生かした冷却な

ど、「暑さをしのげるまちづくり」を推進していきます。 
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コラム  さらなる温室効果ガス削減へ向けた水再生センターのチャレンジ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

                                   

水再生センターでは、運転管理の工夫や、高効

率機器の導入など、これまでの省エネルギーの取

組に加えて、消費エネルギーと処理水質を二軸に

とった手法により電力削減の取組みを評価する管

理指標を取り入れ、新たな技術や取組と連動して

進めることで、さらなる温室効果ガスの削減にチ

ャレンジしていきます。 

【従来】 

 処理水質を向上させる 

 運転を行うと、 

 消費エネルギーが増大 

【今後】 

 処理水質を維持したまま 

 省エネ運転を目標  
【今後】消費エネルギーを 

    増加させることなく 

    水質向上を目標 

小 

悪 

大 

良 

消費エネルギー 

 
【従来】省エネ運転を行うと 

    処理水質が悪化 

栄第一水再生センター送風機 

■外気温度を活用した送風機制御 

水再生センターでは、反応タンクで微生物を利

用し下水を浄化していますが、この反応タンクの

微生物の生育に必要な空気を送る送風機という機

械があります。この送風機は水再生センターで使

用する電力の 40％程度を占めるため効率化が重要

です。 

「気象データ補正制御」は、空気の温度、湿

度、気圧などの情報を取り込むことにより、送風

機の持つ性能を 大限に活用し省エネを図るもの

です。現在、栄第一水再生センターでは、この制

御システムが導入され、試験運用とデータ蓄積を

進めています。 

沈砂池 最初沈殿池 反応タンク 

微生物に空気を 
送るのに 

一番エネルギー 
を使います。 送風機 Ｍ 

最終沈殿池 

川や海へ 

下水が 

水再生センターへ 

消毒設備 

■既存水路を活用した小水流発電 

「小型水流発電機」は、大規模な工事などを用いず、水再生センターの

既存水路に設置するだけで未利用エネルギーを電力として変えることが

できます。現在、北部第二水再生センターで実証試験を進めており、水量

変動、水位変化などに対して安定運転ができるか検証していきます。 

Ｇ 



10 
 

■生物多様性 

４ 生物多様性の保全に向けた先導的取組 

生物多様性保全のため、市民理解の促進や普及啓発の取組、生き物調査などを推進します。 

(１) 生物多様性の普及啓発（ｂ-プロモーション） 1,456 万円 [P41] 

 

生物多様性の理解の促進を図るため、市内の多様な自然環境を生かしながら、市民・企業等の皆様

と連携し、環境教育出前講座などを通した普及啓発や自然体験の場の提供を進めます。 

また、市民団体・企業・学校等の表彰制度に

より、環境活動を支援します。 

外来種への対策としては、適切な管理に関す

る普及啓発に努めるとともに、特定外来生物の

水際対策に国や事業者、関係機関等と連携して

迅速に対応します。 

  

(２) 生物多様性に関する調査 946 万円 [P43] 

 河川域や陸域での生物調査や市民協働による生き物調査により、生き物の生息状況の把握や生物指標

による水質評価を実施するとともに、生き物調査の情報共有を進め、生物多様性関連施策に役立てま

す。また、市内の河川、海岸等でマイクロプラスチックの実態を把握するための調査を実施します。 

 

(３) 豊かな海づくり事業 315 万円 [P43] 

 

多様な生き物を育む場づくりと、これらの場を活用した環境行動の実践のための豊かな海づくりと

して、山下公園前海域に設置した生物付着基盤材の生物相や水質浄化に関するモニタリング調査を実

施し、生物生息状況の改善効果の確認等を行うとともに、世界トライアスロンシリーズ横浜大会等と

連携したイベントを通して普及啓発を行います。 

また、関係局や民間企業と連携し、海の環境改善につながる取組の検討を進めます。 

 

５ 環境にやさしいライフスタイルの推進 

市民や活動団体、企業等と連携しながら、生物多様性保全や地球温暖化対策、省エネなどの環境保全活動

に市民や企業が日常的に取り組むよう、環境にやさしいライフスタイルを推進していきます。 

 環境にやさしいライフスタイルの推進 135 万円 [P41] 

 

「知ろう！伝えよう！生きもののつながりキャンペーン」として国際生物多様性の日から環境月間

を中心に、図書館と連携した展示やイベントでの啓発を行います。 

また、小学生が夏休み期間中に家庭・地域での環境行動に取り組む「こども『エコ活。』大作

戦！」を実施するほか、小中学生が環境に関して考え、学んだことを発表する「こどもエコフォーラ

ム」を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

こども「エコ活。」大作戦！ 知ろう！伝えよう！生きもののつながりキャンペーン 

環境教育出前講座 第 25 回横浜環境活動賞表彰式 
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コラム 外来種への対策 

 

 もともとはいなかった国や地域に、人間によって持ち込まれた生き

物を「外来種」といいます。 

外来種の中には、イネなどの農作物や家畜、ペット、園芸、学術研

究など、人間の生活に欠かせない生き物もたくさんいます。 

一方で、ペットとして飼われていたものが池や野外に放流・放出さ

れ野生化したり、貨物などに紛れて運ばれたりして、問題を引き起こ

すこともあります。 

平成 29 年６月に、特定外来生物ヒアリが日本で初めて確認され、そ

の後、横浜港でも発見されました。また、平成30年 11月には特定外来

生物アカカミアリも横浜港で確認されました。 

ヒアリ・アカカミアリは、人への健康被害に加え、生態系全体に大

きな影響を与える恐れがあること、定着※すると根絶するのが難しいこ

とから、発見した場合の初期対応が重要です。 

本市では、市民の皆様の安全・安心及び横浜港の安全性・信頼性を

確保するため、国や港湾関係者等と緊密に連携をとり、引き続き早期

発見、早期防除の水際対策に取り組んでいきます。 

 

※定着：外来種が新しい生息地において、継続的に生存可能な子孫をつくることに成功する過程 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                   

                                   

 
コラム マイクロプラスチックの実態調査に取り組んでいます 

 

 近年、海洋に流出したプラスチックごみが国際的な問題となっていま

す。世界では、毎年少なくとも 800 万トンのプラスチックが海に流出し

ているとされており、対策を講じなければ、2050 年までに海洋中に存在

するプラスチックの重量が海に生息する魚の重量を上回ると言われてい

ます※。また、環境中のマイクロプラスチック（５mm 以下の微細なプラ

スチック）に含有・吸着する化学物質による生態系への影響が懸念され

ています。 

横浜市では、平成 29 年度から、野島海岸などの市内沿岸６地点でマ

イクロプラスチックの漂着状況やマイクロプラスチックに吸着する化学

物質、東京湾に生息する魚の体内に取り込まれたマイクロプラスチック

について実態調査しています。30 年度からは、市内３か所の水再生セン

ターにおいて、センターに流入する汚水とセンターで処理され川や海に

放流される処理水に含まれるマイクロプラスチックの実態調査を、全国

の自治体で初めて開始しました。 

 今後も、国や大学などの知見を有する機関と連携しながら、マイクロ

プラスチックの実態把握を進めるとともに、東京湾に面する他の自治体

などとも情報を共有し、海洋環境の保全につなげていきます。 

 

※ 2016 年世界経済フォーラム（ダボス会議）における報告書より 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                   

ヒアリ 

（環境省「ストップ・ザ・ヒアリ」より） 

アカカミアリ 

（「日本産アリ類画像データベース 

2008CD-ROM版」より） 

市内沿岸に漂着した 

マイクロプラスチック 

 

 

水再生センターでの調査 
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■下水道 

６ 下水道の維持管理・再整備 

下水道サービスを安定的に提供するため、施設の状態を適切に把握し、事故やトラブルを未然に防ぐ予防

保全型維持管理と計画的な再整備によるストックマネジメントを進め、併せて健全な財政運営を一体的に進

めるアセットマネジメント手法を用いた事業運営を推進します。 

(１) 予防保全型の維持管理  

 ア 日常的な維持管理  233 億 8,701 万円 [P91、92] 

 

 水再生センターや汚泥資源化センター、ポン

プ場において、日常の運転管理を適切に行うと

ともに、下水道管の日常的な清掃、点検調査、

修繕を行い、事故やトラブルを未然に防ぐ予防

保全型の維持管理を実施します。 

 

 

 イ ☆モニタリングの推進 14 億 5,500 万円 [P100] 

 

老朽化した管きょが原因で発生する事故の未然防止や効率的な維持管理・改築を行うため、ノズル

カメラを用いたスクリーニング調査を継続的に実施し、調査結果を基に効率的な詳細調査を実施しま

す。また、幹線についても計画的に調査を実施していきます。 

 

(２) 下水道管の再整備            120 億 6,222 万円 [P100、101] 

 ア ☆面整備管の再整備 

 

再整備区域において、面整備管と取付管に対

し、モニタリング結果に基づき、老朽化の進行度

に応じた計画的な再整備を着実に進めます。 

あわせて耐震性能や雨水排水能力など、必要な

機能向上を図ります。 
 
 
 

 

 イ ☆取付管（Z パイプ※等）の再整備 

 

昭和 40 年代の開発等で整備された劣化しやすい取付管は、破損によって道路陥没が懸念されること

から、引き続き、劣化が著しい取付管が布設されている地区の再整備を進めます。さらに、民間事業者

による現地支援業務等の取組を進め、効率的・効果的な事業推進を図ります。 
 

・青葉区つつじが丘地区、金沢区釜利谷西地区、瀬谷区下瀬谷地区 等 
 

※Z パイプ：1960 年代（昭和 35 年～44 年）の市街地開発事業に併せて下水道が整備された際、取付管

として多く使用された紙に瀝青材
れきせいざい

を浸透させて防水効果を高めたパイプ 
 

(３) 水再生センター・ポンプ場等の再整備【一部再掲】 174 億 3,588 万円 [P101] 

 

 老朽化により機能が低下した設備は、高効率の機器を積極的に導入

し機能の向上による更新を進め、一層の省エネルギー化を図るととも

に、耐用年数の延長を図るため主要部品の交換による長寿命化を進

め、ライフサイクルコストの低減を図ります。 

また、引き続き停電時や大雨時に備え水再生センター・ポンプ場の

老朽化している発電設備などの再整備を進めます。 

 

下水道管のＴＶカメラ調査    自家発電設備の維持管理 

 
ポンプの再整備（長寿命化） 

再整備 前           再整備 後 

下水道管の再整備 
・鶴見区矢向地区、神奈川区子安地区、中区本牧地区 等 
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７ 減災の視点を取り入れた地震対策 

 地震による市民の皆様への影響を最小限にとどめるための施設の耐震化と被災時の対応力向上の両面から

地震対策を進めます。 

(１) 災害時下水直結式仮設トイレ（災害用ハマッコトイレ）の整備    6 億 600 万円 [P101] 

 

 地域防災拠点や応急復旧活動拠点（市区庁舎）に整備する災害用ハマッコトイレについて、平成35 

年度の整備完了を目指し、土木事務所と連携して整備を進めます。 

・整備箇所 52 か所（地域防災拠点 51 か所、応急復旧活動拠点１か所） 【H30 54 か所】 

 

(２) 耐震性能の向上 66 億 4,513 万円 [P101、102] 

 ア 地域防災拠点等流末下水道の耐震化 

 

災害時に地域防災拠点や応急復旧活動拠点（市区庁舎等）、災害 

拠点病院等のトイレ機能を確保するため、拠点等から水再生センタ 

ーにつながる下水道管について、必要な耐震化を進めます。 

 イ 緊急輸送路等の下水道管の耐震化 

 

災害時の交通機能を確保するため、緊急輸送路の液状化によるマ 

ンホール浮上対策や鉄道軌道下に布設された下水道管について、耐 

震化を進めます。 

 ウ 水再生センター等の耐震化 

  

災害時においても下水処理が継続できるよう、簡易的な処理機能 

（揚水・沈殿・消毒）の確保に向けて水再生センター等の耐震化を 

進めます。  ・下水道管耐震化  地域防災拠点等 30 か所 

・処理機能確保   北部第一水再生センター、末吉ポンプ場 等 ８か所 
 
(３) 下水道ＢＣＰ（業務継続計画）を通じた業務継続の対応力向上  2,100 万円 [P102] 

 

災害が発生した際に、リソース（人、モノ、情報等）の制約がある中で被災後も必要な下水道機能

を確保するため、「横浜市下水道ＢＣＰ」に基づく訓練を土木事務所及び災害時の支援協定を結んで

いる民間事業者と引き続き実施し、職員の対応力向上を図ります。 

 

８ 適応の観点を導入した新たな浸水対策 

 気候変動への適応策として、雨水幹線等の整備、横浜駅周辺地区の治水安全度の向上や雨水貯留浸透機能

の強化を図り、浸水対策を進めます。また、浸水実績、予測等の情報や既存施設の活用、他事業や市民の皆

様との連携により、大雨に強いまちづくりを推進します。 

(１) ☆雨水幹線等の整備 45 億 4,960 万円 [P91、102] 

 ア 計画的な浸水対策の着実な推進 

 

浸水被害を受けた地区を優先して、時間降雨量約 50mm に対応する整備

を基本とし、人口や資産が集中する地盤の低い区域については、時間降

雨量約 60mm に対応する雨水幹線等の整備を進めています。 
 

・整備幹線等 瀬谷区相沢第二雨水幹線、緑区西八朔小山雨水幹線、 

港北区新横浜駅前第二雨水幹線、南区大岡川右岸雨水幹線 等 

 イ 浸水リスク評価による超過降雨対策の推進 

 

これまでの対策に加え、整備水準を超える大雨に対しても甚大な浸水

被害の発生を軽減させるため、浸水実績や浸水予測等の情報を踏まえ、

浸水リスクの高い地域に対する対策の検討や既存の内水ハザードマップ

の改定に向けた取組を進めます。 

地盤の液状化によるマンホール浮上 

（中越地震 新潟県川口町） 

 

 
雨水幹線整備状況 

（推進工法） 
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 ウ 既存施設の更なる有効活用 

 
雨天時の降雨状況と雨水貯留施設の貯留状況を計測し、機能を 大限発揮させる既存施設の改良等の

検討を進めます。 
 

(２) 横浜駅周辺地区における下水道整備【一部再掲】 5 億 6,275 万円 [P102] 

 ア エキサイトよこはま 22 における治水安全度向上 

 
横浜駅周辺地区（エキサイトよこはま 22）の治水安全度を、時間降雨量約 60mm から時間降雨量約

74mm に引き上げるため、必要となる新たな雨水幹線及び東高島ポンプ場の設計を進めます。 
 イ 雨水排水施設の再整備 

 横浜駅周辺地区の雨水排水を担っているポンプ場等の再整備を進めます。 

 ウ 水位周知下水道の推進 

 

浸水による逃げ遅れゼロを目指し、横浜駅西口において、ＩＣＴを活用して下水道管内の水位をモ

ニタリングし、下水道から雨水が溢れる前に地下街管理者等へ情報提供を行う、水位周知下水道の取

組を進めます。 

 

(３) グリーンインフラの活用（保水浸透機能の強化） 3 億 3,221 万円 [P93、103] 

 ア 雨水浸透桝や雨水貯留タンクの設置・助成 

 

雨水をゆっくりと地中に保水・浸透させることで浸水被害の軽減を図る「雨水浸透ます」の整備を

進めます。宅地などにおいては、「宅内雨水浸透ます」や「雨水貯留タンク」の設置費用の一部を助

成し設置の促進を図ります。 

 イ 様々な主体と連携したグリーンインフラの活用 

 

公園、プロムナードの新設整備・再整備や、歩道・植樹ますの改良に合わせた、雨水の浸透機能向上

を図る取組や、グリーンインフラとしての農地の機能向上など、様々な主体と連携し、総合的な浸水対

策の強化を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水位周知下水道マンホール蓋 水位周知下水道マンホール内部 

宅内雨水浸透ます 

雨水貯留タンク 

 
グリーンインフラの活用イメージ 
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９ 良好な水環境の創出 

 下水処理の高度化と合流式下水道の改善、水循環の再生、未普及地域の解消により、良好な水環境を創出

します。 

(１) 良好な水環境の創出  

 ア 下水処理機能の向上 53 億 9,531 万円 [P103] 

 

東京湾の更なる水質向上に向けて、設備機器の更新に併せ、窒素やリンを除去する高度処理の導入

を進めます。また、相模湾への放流水質を安定的に確保するため、西部水再生センターにおいて処理

施設の増設を進めます。 

水再生センターにおけるマイクロプラスチックの挙動を把握するため、国や大学等と連携し、調査

を実施します。 

 イ 合流式下水道の改善 2 億 6,000 万円 [P103] 

 

合流式下水道区域では、大雨時に下水道管内のごみ等（ 夾
きょう

雑物
ざつぶつ

）が雨水とともに雨水吐等から河川

等の公共用水域に放流されます。この放流水は放流先の水質に影響を及ぼすことから、公共用水域の

汚濁負荷の低減及び公衆衛生の向上を図るため、雨水吐の改良やスクリーンの設置を進めます。 

 ウ グリーンインフラの活用（水循環機能の強化）【再掲】 3 億 3,221 万円 [P93、103] 

 

「雨水浸透ます」の整備や「宅内雨水浸透ます」、「雨水貯留タンク」の設置促進を図ります。 

さらに、公園、樹林地、農地など様々な主体と連携し、自然環境が持つ多様な機能を活用して、雨水

の保水・浸透機能を高め、雨水をゆっくり流す取組を推進します。 

これらの取組により、地下水のかん養や河川流量の回復など、水循環を再生・強化します。 

 エ 未普及地域の解消 12 億 2,600 万円 [P103] 

 
 平成 31 年度末の港北区篠原地区の未普及地域の解消に向けて、引き続き整備を進めます。 

・未普及解消 港北区篠原地区 等 約 210 世帯 

 オ 共同排水設備工事の助成事業  2,100 万円 [P93] 

 

水洗化の普及促進を目的に、共同排水設備（住民が私道に共同で入れる下水道管）の新設工事や、

老朽化した共同排水設備の更新工事に助成します。 

  ・助成件数７件 【H30 ７件】 
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コラム 横浜の明日を支える下水道 ～持続可能な下水道へ～ 
 

  昭和 50 年代中頃から集中的な整備を行った結果、下水道普及率は平成 31 年度末で概成 100％とな

る見込みです。これまで整備してきた膨大な下水道施設を計画的・効率的に再整備する、ストック

マネジメントを推進し、持続可能な下水道サービスを提供するとともに、気候変動に適応した浸水

対策を推進するなど、市民の皆様の安心・安全な生活環境を確保します。 

 

■下水道普及率概成 100％へ ～篠原地区で汚水整備が完了します～ 

本市の汚水整備は、明治２年の旧外国人居留地から始まりました。その後、戦後の高度経済成長

期からの市内人口の急増に伴い、トイレの水洗化や公共用水域の汚染対策など汚水整備に関する強い

要望をいただき、昭和 50 年代中頃から平成初期にかけて年間 1,000 億円を超える建設投資を行い、

短期間で下水道施設の整備を進めてきました。 

31 年度には大規模未整備地区であった港北区篠原地区の汚水整備が完了し、下水道普及率は概成

100％となります。なお、一部に残る整備が困難な地域については、土地の利用状況等をふまえて整

備していきます。また、下水道が整備された地域で、下水道を利用していない家屋については、戸

別に相談員が訪問し助成制度の紹介など、下水道の利用促進に向けた取り組みを進めていきます。 

 

■適応の観点を導入した新たな浸水対策 

深刻化する気候変動の影響と考えられる局地的集中豪

雨の増加に対応するため、「自助・共助の促進支援の強

化」と「グリーンインフラの活用」を進め、被害を 小

化・回避する適応の観点を導入した新たな浸水対策に取

り組みます。 

特に都市機能が集積する横浜駅周辺地区では、より安

全にするための施設整備や、民間事業者が設置する雨水

貯留施設への直接支援等による浸水対策を進めています。 

今後は、浸水による逃げ遅れゼロを目指し、ICT を活用し下水道管等の水位情報に基づき、下水が

溢れる前に地下街管理者等へ情報提供を行う「水位周知下水道」の取組を進めていきます。 

 

■ストックマネジメントの推進 

○下水道管における取組 

平成 30 年度より清掃と同時に行うノズルカメラによるスクリー

ニング調査を起点とした管路マネジメントサイクルを推進してい

ます。平成 31 年度からは、スクリーニング調査結果に基づく詳細

調査を実施し、老朽化の進行度に応じた修繕や再整備を実施する

とともに、調査結果や工事竣工図書などが蓄積できる下水道台帳

管理システムが本格稼働します。 

○水再生センター等における取組 

水再生センター・ポンプ場等においては、竣工図や修繕履歴等

の施設情報を正確に蓄積するとともに、日常の維持管理により施

設の状態を把握することで、老朽化の進行度や施設の重要度に応

じた優先順位を設定し、計画的・効率的な再整備を推進します。 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                   

送風機の再整備（長寿命化） 

スクリーニング調査を起点とした 
管路マネジメントサイクルの推進 



17 
 

10 国内外へのプロモーション活動・技術開発 

 これまで培ってきた環境対策技術を活用し、水環境問題への国際貢献や下水道事業のイメージアップに向

けた取組を進めます。 

(１) 国際協力・国際交流・海外水ビジネス展開支援  

 ア 国際協力の推進と海外水ビジネス展開支援  5,053 万円 [P95] 

 

国やＪＩＣＡ、国際局などと連携を図りながら、新興国等の水環境問題の解決に貢献するととも

に、横浜のプレゼンス向上及び市内企業等のビジネスチャンスの拡大に繋がるプロモーション活動に

取り組んでいきます。 

・ベトナム国ハノイ市などで本市と横浜水ビジネス協議会会員企業のノウハウや技術を活かした技

術協力を推進 

・会員企業と連携した海外調査やビジネスマッチング・セミナーを開催 

・本市及び会員企業の水・インフラに関する技術を発信するため、国際展示会等への参加や、水・

環境ソリューションハブの拠点（北部下水道センター）を活用した海外からの視察受入を推進 

 

 

 

 

 

 

 イ 国際交流等の推進 1,072 万円 [P95] 

 

海外からの視察・研修の受入れや国際会議での講演・研究発表など、人材育成につなげる国際交流

を進めます。 

 

 

 

 

 

 
 

(２) 下水道事業の広報 2,758 万円 [P95] 

 

子どもたち向けの環境教育の支援や、防災や環境分野で下水道が果たす 

浸水対策や水循環機能の回復、下水道資源の活用など多様な役割や重要性 

を発信する広報活動を展開します。 

・8月にパシフィコ横浜で開催される「下水道展’19 横浜」を 大限活用 

し、企業や教育機関などと連携して下水道の役割や重要性を発信 

・マンホールカードの作成・配布や新横浜駅周辺でのラグビーワールドカ 

ップ開催を盛り上げるためのデザインマンホールの設置、民間事業者の 

下水道に関する商品開発の支援等を通じて、下水道への興味の喚起や魅 

力を発信 

・よこはま水環境ガイドボランティアと連携した出前講座、施設見学会等 

の実施 

・下水道の日や水の日イベントの実施、民間企業等と連携した東京湾大感 

謝祭等への出展 

・市民科学の支援 

・下水道リクルートパンフレットの配布 

ハノイ市人民委員会委員長へのトップセールス 企業との連携によるベトナム国での技術セミナー 

北部下水道センターでの視察受入れ 韓国国際会議での発表 

東京湾大感謝祭 

マンホールカード 
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(３) 技術開発 1,498 万円 [P96] 

 

国内外における地球温暖化対策の加速化や低炭素・循環型社会

の構築への貢献など、多様な期待に応えるため、民間事業者等と

連携して技術開発を推進します。 

・温室効果ガスの削減に資する新たな水処理方式の調査 

・バイオマス受入による消化ガス増量や水素など新たなエネル  

 ギー創出の検討 

・下水熱利用の推進 

・ドローンを活用した下水道管調査に関する調査・研究 

 
 

                                   

 
コラム  11 年振りに「下水道展」を横浜で開催します 

 

 ■下水道展とは 

下水道展は全国から人が集まる下水道業界 大のイベントで、下水道に関する 新の技術・機器

等を展示紹介するとともに、一般の来場者向けに下水道事業への理解を深めていただくための展示

やイベントを行っています。 

 

■「下水道展’19 横浜」開催概要 

○名称 下水道、くらしを支え、未来を拓く「下水道展’19 横浜」 

○会期 2019 年 8 月 6 日（火）～9 日（金） 4 日間 

10:00～17:00（初日開館 10:30、 終日閉館 16:00） 

○会場 パシフィコ横浜 展示ホール・アネックスホール 
 

■「下水道展’19 横浜」での横浜市の取組 

これまで横浜市の環境改善に大きな役割を果たした下水道事業等の取組を市民や子どもたちに向

けて分かりやすくアピールするとともに、5年、10年先を見据えた横浜市の環境を支える下水道、み

どり、動物園、農業など局所管の事業を紹介し、市内で展開するグリーンインフラの活用やガーデ

ンシティ横浜の取組を発信します。 

また、下水道展の併催行事として民間企業や教育機関と連携した取組を行い、良好な水環境の創

出や新たなエネルギー・資源の創出などに貢献する横浜下水道の魅力や重要性を多くの市民の皆様

に発信していきます。 

 

■昨年の下水道展 

約３万２千人が来場した「下水道展’18 北九州」において、横浜市ブースを出展し、環境創造局

事業の紹介や「下水道展’19 横浜」の開催地 PR を行いました。 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                   

ドローンによる下水道管調査 

下水道展'18 北九州での横浜市ブース 
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■みどり 

11  市民とともに次世代につなぐ森を育む取組 〔横浜みどりアップ計画〕 

「横浜みどり税」を財源の一部に活用した３期目となる「横浜みど

りアップ計画［2019-2023］」がスタートします。引き続き、グリーン

インフラとして、森（樹林地）の持つ多様な機能や役割に配慮しなが

ら、緑のネットワークの核となるまとまりのある森を重点的に保全す

るとともに、保全した森を市民や事業者の皆様とともに育み、次世代

に継承します。 

 

(１) 樹林地の確実な保全の推進 73 億 610 万円 [P67、73] 

 ア 緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り 

 

市内に残る樹林地の多くは民有地であり、まとまりのある樹林地を保全して次世代に引き継ぐため

には、土地を所有する方が、できるだけ持ち続けられるよう支援することが必要です。 

そこで、緑地保全制度の指定により土地所有者への税の減免等の優遇措置を講じることで、樹林地

を保全します。 

また、特別緑地保全地区等の指定地で、所有者に不測の事態等が発生し、市への土地買入れ申し出

があった場合に、市が買取りに対応します。 

・新規指定面積 60ha  ・買取見込面積 約 23ha 

 

(２) 良好な森を育成する取組の推進 

 ア ☆良好な森の育成 7 億 1,144 万円 [P67、73] 

 

愛護会や森づくりボランティア、企業等様々な主体と連携しな

がら、森に期待される多様な機能が発揮できるよう、安全で良好

な森づくりを進めます。 

また、樹林地を所有する方が、できるだけ長く樹林地を持ち続

けられるよう、維持管理費用の一部助成を拡充します。 

 

 イ 森を育む人材の育成 2,600 万円 [P68、73] 

 

市民や事業者の皆様との協働により森を育む取組を進めるため、森づくり活動に取り組む市民や団

体を対象に、活動のための知識や技術に関する研修を実施し、森を育む「人」を育てます。また、道

具の貸出など活動に必要な支援を行います。 

 

(３) 森と市民とをつなげる取組の推進 6,600 万円 [P68、74] 

 ア 市民が森に関わるきっかけづくり 

 

市民が、横浜の森について理解を深め、さらには行動につなげ

るため、森に関するイベントや講座の開催により、市民が森に関

わるきっかけを提供します。 

また、市内５か所にあるウェルカムセンターの活用などによ

り、情報発信等に取り組みます。 

 

 

  

市内に残るまとまりのある樹林地 

市民と協働した森づくりの様子 

よこはま森の楽校 
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12 市民が実感できる緑や花をつくる取組〔横浜みどりアップ計画〕 

ガーデンシティ横浜推進のため、街の魅力を高め賑わいづくりにつながる緑や花、街路樹などグリーン

インフラとしての緑の創出に、緑のネットワーク形成も念頭に置き取り組みます。また、地域で緑を創

出・継承する市民や事業者の皆様の取組を支援します。 

(１) 市民が実感できる緑をつくり、育む取組の推進        10 億 7,676 万円 [P71、78] 

 ア ☆まちなかでの緑の創出・育成 

 

地域の良好な景観形成や賑わい創出につながる緑の創出・育成を

推進します。 

・地域で愛されている並木の再生や街路樹の補植など、街路樹に

よる良好な景観づくりの推進 

・多くの市民の目にふれる場所で土地利用転換などの機会に用地

を確保し、地域のシンボル的な空間として保全 

・駅前や都心部など多くの人が訪れる公開性のあるオープンスペ

ースで、市民・事業者が行う緑化を支援 

・各区の主要な公共施設・公有地での緑を充実させる取組の推進 

・民有地において条例や制度等に定める基準の緑化に加え、一定

以上の上乗せの緑化を行い、保全することに対する税の軽減 

・地域で古くから親しまれている名木古木の保全 

 

(２) 緑や花に親しむ取組の推進 

 ア 市民や企業と連携した緑のまちづくり 1 億 3,304 万円 [P72、79] 

 

緑の創出・育成に積極的に取り組む市民や企業を支援し、市民の生活の身近な場所で、緑や花に親

しむきっかけづくりを推進します。 

・地域が主体となり、地域にふさわしい緑を創出する取組 

地域緑のまちづくりの実施 17 地区（地域緑化計画策定数 延べ 52 地区） 

・地域に根差した各区での取組や公園等での地域の花いっぱいにつながる取組を推進 

・人生の節目の記念に希望した市民に、苗木を無料で配布 

 イ 子どもを育む空間での緑の創出・育成 7,769 万円 [P72、79] 

 

子どもたちが緑と親しみ、感性豊かに成長できるよう、保育園、幼稚園、小中学校を対象に、園

庭・校庭の芝生化に加え、花壇づくり、屋上や壁面の緑化、ビオトープ整備など、施設ごとのニーズ

に合わせた多様な緑の創出・育成を進めます。また、芝生等の維持管理に対する支援を行います。 

 ウ 緑や花による魅力・賑わいの創出・育成 7 億 7,251 万円 [P72、79] 

 

 

いつ訪れても緑や花で彩られた魅力ある街を目指し、創出した

質の高い緑花を良好に育てます。 

・みなとみらい 21 地区などの都心臨海部や、里山ガーデンな

ど、多くの市民が訪れる場所で、地域や施設の特性に合わせ

た季節感ある緑花による場づくりを集中的に展開 

・こども自然公園などの都市公園において、桜などの花木によ

る花の名所づくりを推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

山手イタリア山庭園での緑花 

 

 

伊勢町もくせい公園（西区） 

 
下
した

野
の

谷
や

町
ちょう

三丁目公園（鶴見区） 
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13 「横浜みどりアップ計画」広報〔横浜みどりアップ計画〕 

横浜みどりアップ計画と横浜みどり税の内容及び取組実績を市民の皆様に知っていただき、理解を深めて

いただくとともに、緑に関する活動に参加するきっかけとなる機会を提供していきます。 
「横浜みどりアップ計画」広報 1,780 万円 [P80] 

 

市民の皆様のご理解とご協力を得ながら、みどりアップ計画を推進するため、様々な媒体を活用し

ながら、みどりアップ計画の取組内容、実績を広報していきます。 

 

・広報よこはま等広報紙への掲載、自治会・町内会等での回覧など、広報効果の高い取組を実施し、

取組内容及び事業実績の周知を進めます。 

・ガーデンネックレス横浜と連携した広報を行うとともに、緑に関するイベントへの出展などを通じ

て、計画の取組内容等への理解を深め、緑を楽しみ、緑に関わる活動に参加していただけるよう、

広報 PR を展開します。 

・マスコットキャラクターの活用や広告、動画等 

各種メディアを活用し、若年層向けにも積極的 

に広報していきます。 

・広報手法の検証やより効果的な広報を展開する 

ため、計画の広報に関する調査を実施します。 

 

 

14 ガーデンシティ横浜の推進 

ガーデンシティ横浜の推進のための先導的な取組として、市民、企業、団体など様々な主体と連携し、全

市を挙げて「ガーデンネックレス横浜 2019」を実施し、都心臨海部や郊外部（里山ガーデン）に加え、各

区でのオープンガーデンの展開など、全市・地域で花と緑による街の魅力創出を進めます。 

(１) ☆都心臨海部でのガーデンシティ横浜の推進【一部再掲】 2 億 1,100 万円 [P46、79] 

 

都心臨海部にある山下公園、港の見える丘公園、日本大通り、新港中央広場等を中心に、花と緑に

よる空間演出を行うとともに、花の見頃等の効果的な広報や各種イベントとの連携により、花と緑に

よる街の魅力形成、賑わいの創出を図ります。 

また、新たに市の花バラをテーマに様々な施設が一体となってバラ園や展示、イベントを展開する

「横浜ローズウィーク※」を多様な主体と連携し実施します。 

 

※横浜ローズウィーク 

５月のバラの季節に、市の花バラをテーマにした様々なイベントを市内各所で企業や団体など多

様な主体と連携し開催します。点在する魅力的なガーデンやイベントをネックレスのようにつな

げ、国内外から訪れる人など多くの方たちに横浜の港の風景や歴史と文化あふれる街の魅力ととも

に楽しんでいただくイベントです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

港の見える丘公園「香りの庭」のバラ                新港中央広場のチューリップ 

緑に関するイベントでのＰＲ 

 
 

「横浜市の花バラ」 
シンボルマーク 
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(２) ☆郊外部でのガーデンシティ横浜の推進【一部再掲】 3 億 2,700 万円 [P46、79] 

 

花と緑に親しむイベントである「里山ガーデンフェスタ」

を春と秋の年２回開催し、よこはま動物園ズーラシアと一体

的な郊外部の観光拠点となるように花と緑による魅力形成、

賑わいの創出を図ります。 

 

 

 

(３) 全市・地域でのガーデンシティ横浜の推進【一部再掲】 

 ア 各区連携 4,000 万円 [P79] 

 

花や緑への関心や市民参加の広がりを全市的に展開してい

くため、地域をはじめとする多様な主体と連携した花や緑に

関するイベントの開催や、花や緑を育む活動の支援など、地

域に根差した各区での取組や、それを担う人材育成等を推進

します。 

  

 イ 地域の花いっぱい推進 500 万円 [P79] 

 

全国都市緑化よこはまフェアで取り入れた市民参加の新たな花壇づくりの手法を身近な公園等での

活動につなげるため、山下公園において講習会を行います。講習会で得られた経験を、各地域の公園

愛護会活動等で展開することにより、花いっぱいの地域づくりを進めます。 

 ウ 魅力ある花の名所づくり 1 億 400 万円 [P79] 

 

全国都市緑化よこはまフェアの成果を継承・発展させるため、花木を用いて、公園での魅力ある花

の名所づくりを推進します。また、創出した花の名所の良好な維持管理を行います。 

 エ 広報、プロモーションの展開 2,300 万円 [P46] 

 

都心臨海部、郊外部、全市・地域でのガーデンシティ横浜の推進に向けて、各種メディアやマスコ

ットキャラクター「ガーデンベア」等を活用した広報、プロモーションを展開するとともに、国内外

からの集客や観光・MICE への貢献も図ります。 

 

 

 

  

里山ガーデン 大花壇 

ほどがや花フェスタ（星川中央公園） 



23 
 

■公園 

15 公園の維持管理・運営、整備 

公園は、街に季節感や潤いをもたらすとともに、子育てや健康づくりの場、防災・減災や生物多様性保

全などグリーンインフラとして様々な役割を持っています。これらの公園に期待される様々な役割を高

め、地域で長く愛される公園となるよう、維持管理と運営に取り組みます。また、公園が不足している地

域での身近な公園などの整備や土地利用転換に対応した大規模な公園の整備を進めます。 

(１) 公園の維持管理・運営 67 億 9,978 万円 [P51] 

 

市内約 2,700 か所ある公園を安全かつ快適に利用できるよう、土木

事務所、公園緑地事務所等により、公園施設等の点検・補修、清掃、

草刈、樹木の剪定などを行います。  

また、新横浜公園など 90公園では、指定管理者による効率的な管理

運営を行います。 

さらに、地域の方々により組織された「公園愛護会」など、市民の

皆様との協働による維持管理を行うとともに、地域の花いっぱい推進

や健康づくりを支援します。 

 

 

(２) 公園の整備 124 億 4,507 万円 [P53] 

 公園利用者の安全を確保し、施設の機能を維持するため、中長期的な視点に立った計画的な再整

備や施設改良等を行います。また、地域のニーズを反映し、子育て支援や健康づくりなどの場として

身近な公園の整備を進めます。 

 

さらに、横浜国際総合競技場（日産スタジアム）については、

保全計画などに基づく工事を実施し、ラグビーワールドカップ

2019ＴＭ、東京 2020 オリンピック・パラリンピックにおける競技

の開催にも対応する整備を行います。 

公園の新設整備や再整備では、下水道事業と連携した浸水対

策を進めるため、雨水貯留浸透等のグリーンインフラとしての

機能向上を図ります。 

 

 

(３) ☆公園における公民連携の取組【再掲】 235 万円 [P51、53] 

 

公園の魅力と賑わいの創出に向け、「公園における公民連携に関する基本方針（仮称）」の策定とあ

わせ、公募設置管理制度（Park-PFI）による、横浜動物の森公園未整備区域での施設整備（平成 31 

年９月頃供用開始予定）や個別の公園での活用の検討、民間事業者と連携したイベント実施等の取組

を進めます。 

 

 

公園愛護会による花壇づくり 

グリーンインフラの活用例 
（グランモール公園） 

公園の再整備（左：施工前、右：施工後） 公園の新設整備（左：施工前、右：施工後） 
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コラム 公園の新たな魅力づくり 

 

 横浜の公園では「公園愛護会」制度をはじめ、山下公園のレストハウスでのコンビニエンススト

アやアメリカ山公園での立体都市公園制度を活用した施設管理運営など、これまでも民間活力の導

入を行ってきました。 

公募設置管理制度（Park-PFI）※の創設を契機として、新たな公園の魅力と賑わいの創出に向け

て、平成30年４月に公園公民連携推進委員会を設置し、基本理念や具体的取組等、公民連携に関す

る基本方針のとりまとめを進め、市民意見募集を行い方針の策定を行っていきます。並行して個別

の公園での Park-PFI の活用等の取組を進めています。 

 

■Park-PFI の活用による森の新たな楽しみづくり 

横浜動物の森公園未整備区域「森を楽しむゾーン」

で、Park-PFI を活用し、公募･選定した事業者により

樹林地で楽しめる新たな遊戯施設の整備を進めます。

（平成 31 年９月頃供用開始予定） 

 

 

■民間事業者等との連携によるイベント等の実施 

花や緑の魅力をより効果的に市民の皆様に伝え、関

心を高めるため、「ガーデンネックレス横浜 2019

春」や「秋の里山ガーデンフェスタ」で、民間事業者

が行う花や緑に関するイベント、ＰＲ等を公募して実

施します。 

また、市内産農畜産物を販売する青空市会場として

公園も活用しています。地域の住民と生産者との交流

の場となるなど、地産地消のＰＲの場としています。 

 

 

■地域課題の解決に向けた公園の活用 

公民連携による地域課題の解決に向けた取組のひと

つとして、買物困難地域において、地域と民間事業者

の連携により、食品や日用品を提供する移動販売を公

園で試行的に実施しています。公園を活用して、高齢

者等の買物困難者の生活支援やふれあいづくりという

地域課題の解決に貢献します。 

 

 

 

※ 公募設置管理制度（Park-PFI） 

公園において飲食店や売店などの収益施設等（公募対象公園施

設）と園路、広場等の整備を一体的に行う民間事業者を公募に

より選定する制度 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                   

 

公園内移動販売の試行実施 

遊戯施設の整備イメージ 

コーヒーによる堆肥を利用した苗木づくり 

（秋の里山ガーデンフェスタ） 
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(４) 土地利用転換に対応した大規模な公園の整備   19 億 840 万円 [P54] 

 

（仮称）鶴見花月園公園は、広域避難場所などの災害時の避難地や延焼の遅延・防止などの機能を

有する公園として整備します。30 年度に引き続き、敷地造成工事などの基盤整備を行うとともに、

公園の施設整備を行います。 

また、（仮称）舞岡町公園は、良好な樹林地や農地等から成る現況の自然環境を保全しつつ、多

様なレクリエーションにも対応できる公園として整備します。30 年度に引き続き、一部敷地造成な

どの基盤整備及び用地取得を行います。 

(５) ☆米軍施設跡地の公園の事業推進  11 億 9,384 万円 [P54] 

 
（仮称）小柴貯油施設跡地公園において、30 年度に引き続き、基盤整備、施設整備などを行いま

す。また、深谷通信所跡地での公園整備に向け検討を行います。 

(６) 公園や樹林地内のがけ地の安全対策の推進 4 億 1,041 万円 [P54] 

 

 本市では、崖崩れが発生した場合に人家に著しい被害を

及ぼす可能性があるがけ地を選定し、「土砂災害警戒情報」

の発表とともに避難勧告を発令する区域を即時勧告対象区

域として指定しています。この区域に含まれる、公園や樹

林地（本市所有）のがけ地などで、利用者や周辺の市民の

安全・安心の確保を図るため、防災対策を着実に推進しま

す。31 年度は、即時勧告対象区域に含まれるがけ地５か所

などで、土質等の調査や設計、工事を実施し、安全対策を

進めます。 

 
がけ地の防災対策 
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コラム ラグビーワールドカップ 2019TM、東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契機とした取組 

 

  ラグビーワールドカップ 2019TM、東京 2020オリンピック・パラリンピック開催により、国内外か

ら多くの人が訪れる日産スタジアム周辺の新横浜都心エリアにおいて、関係区局と連携しながら、

「花と緑あふれる環境先進都市」が実感できる取組を展開していきます。 

 

 ■新横浜都心における花と緑の取組 

植樹帯花壇の整備やコンテナ花壇の設置など、季節の花や緑により街路空間等を彩り、まちの魅

力づくりや賑わいの創出を、地域の方の協力も得ながら展開します。 

あわせて、環境先進都市のショーケースとして、雨水を保水し、植物の生育を助けるグリーンイ

ンフラを取り入れながら、創出した質の高い緑花を良好に育て、いつ訪れても緑や花で彩られた魅

力ある街を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日産スタジアムにおける取組 

  大規模大会に対応するため、競技用照明設備をＬＥ

Ｄ化し、必要な照度の確保と省電力化を図りました。

また、音響と一体となった照明の制御が可能となり、

これまで以上に臨場感あふれる迫力ある演出が楽しめ

ます。 

  また、国内 大を誇る観客席（約 70,000 席）を一新

し、座面を跳ね上げ式にして観客の安全性・快適性の

向上を図る改修を行っています。 

  さらに、案内表示の電子化、洋式トイレの増設、多機能トイレの拡充やエレベーターの更新によ

るバリアフリー化、空調設備の充実など、来場者の利便性の向上を図っています。 

  フィールドは、天然芝と補強材によるハイブリッド芝の採用により、強度と耐久性の向上を図

り、より多くの試合を短期間に連続して行えるようになります。 

 

 

■新横浜都心、日吉・綱島を中心とした環境モデルゾーンでの取組 

  新横浜周辺の地域では、高い環境性能をコンセプトとした開発が進み、ＲＥ１００※を目指すな

ど環境面で意欲的な企業の進出が進んでいるほか、港北水再生センターでのＤＲ（デマンドレスポ

ンス）事業によるピーク電力の削減や、日産スタジアムや横浜アリーナなどで下水再生水を冷暖房

熱源等に活用する取組なども進んでいます。 

  当該地域に関わる企業や大学など様々な主体との連携を進め、先進的な取り組みが進むゾーン

（環境モデルゾーン）として、地域の活力につなげていきます。 
 
※ ＲＥ１００（Renewable Energy 100％） 

事業運営を 100％再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企業が加盟する国際イニシアティブ。 

市内では、イケア・ジャパン株式会社、Apple Japan 合同会社、株式会社リコー等の加盟企業が立地。 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                   

平成 30 年 4 月 28 日 横浜 F マリノス・鹿島アントラーズ戦 

コンテナ花壇イメージ図 花壇イメージ図 
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16 動物園の管理運営 

市内の３動物園（よこはま動物園ズーラシア、野毛山動物園、金沢動物園）の管理運営を行います。ま

た、繁殖センターにおいて絶滅の危機に瀕する動物の保全・繁殖に取り組み、国際的な生物多様性の保全に

貢献します。 

(１) 動物園等 22 億 8,079 万円 [P52] 

 
よこはま動物園ズーラシア・野毛山動物園・金沢動物園の動物飼育、来園者サービス等の管理運営

を行います。 

 

(２) 繁殖センター 5,521 万円 [P52] 

 
繁殖センターにおいて、横浜や国内の希少動物をはじめ、世界的に絶滅の危機に瀕する動物の保全・

繁殖に取り組みます。 

 

(３) 動物園・繁殖センターの国際的な取組【一部再掲】 1,405 万円 [P52] 

 

 世界的に絶滅の危機に瀕する動物の保全に貢献するため、世界の動物園等と国際会議等を通じて連

携を深めながら、遺伝的な多様性の確保を目的とした動物の導入を推進するとともに、保全に関わる

繁殖や研究等に取り組みます。また、ニューカレドニア南部州政府やインドネシア共和国政府との野

生動物の保全に関する技術交流を行うとともに、動物交換に関する調整を進めます。 

 

(４) 動物園基金の運用 1,540 万円 [P52] 

 

生物多様性保全への国際貢献と動物園の充実を進めるため、国際間で調整が必要な動物収集を、資

金的な裏付けの下で着実に行えるよう、29 年度に基金を設置しました。横浜サポーターズ寄附金など

を基金に積み立てながら海外からの動物収集等に活用します。 

 
                                   

 
コラム 希少動物の保全を通じて、地球規模の環境問題への取組を発信する動物園  
 

  動物園や繁殖センターでは、国内外の動物園や生息地と連

携しながら、横浜に生息するカエル類やミゾゴイをはじめ、

国内希少種のツシマヤマネコやニホンライチョウ、世界的な

希少種のオカピやカンムリシロムクなどの保全に取り組んで

います。 

 また、希少動物の配偶子や体細胞などの遺伝資源を凍結保

存するなど、種の保全に関わる研究事業も推進しています。 

 

 

 

 

 

 こうした種の保全の取組や動物がおかれている環境を、参加型イベントや展示場でのパネル掲出など

様々な媒体を活用して情報発信するとともに、学校等への出前授業などを通じて、自然環境の保全の重要

性を伝え、環境を守るために自分たちが何をできるのかを具体的に考える機会を提供しています。 

 今後は、熱帯林の保護や再生可能エネルギーの活用など地球規模の環境問題について、総合的に学ぶこと

のできる場として、動物園をさらに活用できるように、取り組んでいきます。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   
 

オカピ（左上）、ニホンアカガエル（右上） 

冷 凍 動 物 園 （ 左 下 ）、 人 工 授 精 （ 右 下 ） 

園内ワークショップ（左）、学校への出前授業（右） 
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■農業 

17 持続できる都市農業の推進 

「横浜市の都市農業における地産地消の推進等に関する条例」の施行や「横浜都市農業推進プラン

2019-2023」などを踏まえ、経営改善に向けた生産環境の整備や農産物の品質向上・安定供給などの支

援、意欲ある農家や新たな農業の担い手が農業経営を継続するための支援など、活力ある農業経営につな

がる取組を推進します。また、改正された生産緑地法を踏まえ、生産緑地の保全の推進を図ります。 

(１) 農業経営の安定化・効率化に向けた農業振興 1 億 4,576 万円 [P47、49] 

 

効率的な農業を進めるために、農業生産の基礎となる農地、かんがい排水施設、農道など生産基

盤・施設の整備、改修などを支援するととともに、下水道事業と連携し、雨水の保水・浸透機能の向

上を図る基盤整備事業を行います。また、ＩＣＴ(情報通信技術)の活用等の先進的な栽培技術の導入

支援や植物工場等の調査・検討など、農業者の多様なニーズに対応した市内産農畜産物の生産振興を

進めることなどにより、農業経営の安定化・効率化を推進します。  

 

(２) 横浜の農業を支える多様な担い手に対する支援 9,844 万円 [P47、50] 

 

意欲的に農業に取り組む認定農業者や女性農業者（よこはま・ゆめ・ファーマー）などの担い手の

育成や、経営改善に向けた支援を行います。また、新たな担い手となる個人・法人による新規参入を

進めるとともに、教育団体や福祉団体の参入についても関係部署と連携しながら推進していきます。 

 

(３) 農業生産の基盤となる農地の利用促進 1,013 万円 [P47、48] 

 

利用権設定等促進事業により市街化調整区域内の農地の貸し借りを進め、農業生産の基盤となる農

地の有効活用を図ります。また、農地法や農振法などの法制度を適切に運用し、農業生産の基盤とな

る農地の保全を図ります。 

 

(４) 生産緑地の保全の推進 750 万円 [P48] 

 

改正された生産緑地法を踏まえ、面積要件を引き下げる条例（平

成 29 年 12 月制定）に基づき、生産緑地の指定拡大を推進します。

また、買取申出時期が 10 年間延期される特定生産緑地や農地の貸借

をしやすくする新制度の活用等により、既存の生産緑地の保全を推

進します。 

 
 

 

(５) 旧上瀬谷通信施設の跡地利用の推進 3,800 万円 [P48] 

 

上瀬谷通信施設の返還を契機とした、上瀬谷・上川井地区におけ

る跡地利用を推進するため、農業振興の取組を進めます。31 年度

は、30 年度に引き続き、新たなウド軟化栽培施設整備の支援を行い

ます。また、農業振興計画の策定及び水源確保のための井戸整備等

の支援については関係局と連携して行います。 

 

 

 

 

生産緑地地区 

上瀬谷地区 
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18 市民が身近に農を感じる場をつくる取組〔横浜みどりアップ計画〕 

良好な景観形成や生物多様性の保全、雨水の貯留・かん養機能など農地が持つ多様な役割に着目した取

組や、多様な主体との連携による地産地消や農体験の場の創出など、市民と農の関わりを深める取組を進

めます。 

(１) 農に親しむ取組の推進 

 ア 良好な農景観の保全 2 億 4,619 万円 [P69、75] 

 

市内の農地や農業がつくりだす農景観を次世代に継承するた

め、貴重な水田景観の保全などを進めるとともに、意欲ある農

家・法人などによる農地を維持する取組を支援します。 

・水田保全承認面積：125ha 

・農景観を良好に維持する活動の支援 

  農地縁辺部への植栽：11 件 土砂流出防止対策：３件 

  牧草等による環境対策：4.0ha 

 

 イ 農とふれあう場づくり 4 億 7,680 万円 [P70、76] 

 

野菜や果物の収穫や農作業の体験など、市民の様々なニーズに合わせて農園の開設・整備を進める

とともに、恵みの里などで農とふれあう機会を市民の皆様に提供します。 

・様々なニーズに合わせた農園の開設：計 4.0ha 

・収穫体験農園の開設支援：1.5ha   ・市民農園の開設支援：2.0ha 

・農園付公園の整備：0.5ha 

 

(２) 地産地消の推進 

 ア 身近に感じる地産地消の推進 5,865 万円 [P76] 

 

市内産農畜産物を販売する直売所等の整備や運営を支援するとともに、市内で生産される苗木や花

苗の配布、地産地消に関わる情報の発信など、地産地消を身近に感じる取組を推進します。 

また、地産地消条例等に基づいて取りまとめた「横浜市の農畜産物等のブランド化に向けたプロモ

ーションの取組について」を踏まえ、「横浜農場」を活用したプロモーションを実施します。 

・直売所等の支援：17 件 

 イ 市民や企業と連携した地産地消の展開 990 万円 [P77] 

 

地産地消に関わる人材の育成やネットワークの強化により「農のプラットフォーム」を充実すると

ともに、農と市民・企業等が連携した「横浜農場の展開」を進めます。 

・企業等との連携の推進：10 件 

 

 

 

  

市民農園 
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コラム 身近にある農の魅力「横浜農場」 

 

 「横浜農場」は、食や農に関わる多様な人たち、農畜産物、農景観な

ど、横浜らしい農業全体をひとつの農場として見立てた言葉です。横浜市

では、横浜の農の魅力を広く統一的にＰＲするため、「横浜農場」を活用

したプロモーションを展開しています。 

展開にあたっては、生産者だけでなく、市民や企業など地産地消に関わ

る多様な主体と連携し推進しています。 

こうした取組により、横浜の食や農を横浜ブランドとして全国に浸透さ

せ、横浜の都市としての魅力の向上を図り、生産者の農業経営の安定につ

なげていきます。 

 

 

 
 

 ■商品や店舗でもロゴマークが活用されています 

多様な主体との連携から、「横浜農場」を冠した商品も 

生まれています。また、市内産農畜産物を使用したメニュー

を提供する「よこはま地産地消サポート店」でも活用される

など、身近な場所に「横浜農場」が広まりつつあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■都心臨海部イベントでＰＲ 

地産地消月間の 11 月に、農地が 

少なく、市内産農畜産物等を購入 

する場や機会が限られている都心 

臨海部でのイベントで「横浜農場」 

をプロモーションしました。 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                   

 

 

 

  

ロゴマーク 

市内産小松菜を使用した 

レトルトカレー 
地産地消サポート店の目印 食と農の祭典 2018＠横浜農場 
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コラム 各区土木事務所との取組 

 

 市民の皆様が安全に、また安心して暮らしていただくため、身近な下水道や公園の維持管理等に

加えて、気候変動に適応したグリーンインフラの活用や、ガーデンシティ横浜の推進など、各区土

木事務所と一体となって取り組んでいます。以下、土木事務所での主な取組を紹介します。 

 

 

 

■下水道の日常的な維持管理 

土木事務所では、総延長約 11,900km の下水道管を健全に維持するた

め、下水道管の清掃及びノズルカメラを用いたスクリーニング調査を行

うとともに、不具合箇所の修繕工事、道路陥没の未然防止、雨天時の浸

水被害などへの緊急対応といった、市民生活の安全・安心のための維持

管理業務を行っています。また、老朽化した下水道管の入れ替え工事に

おける、電気・ガス・水道との地下埋設工事間の調整も行っています。 

 さらに、大雨に備え、地盤が低い場所の排水の点検、下水道管の詰ま

りや臭気対策としての清掃など、平常時から、市民の皆様の身近で業務

に取り組んでいます。また、点検や清掃等の情報をタブレット端末に入

力し携行することで、より効率的な維持管理を実施します。 

 

■地震対策の取組 

地域防災拠点等において、地震災害時にトイレ機能を確保するため

に、公共下水道に直結した仮設トイレ（災害用ハマッコトイレ）の整備

を行っています。設計から工事監督まで土木事務所と強力に連携するこ

とで、全拠点への配備のスピードアップを図っています。 

整備後は、地域防災拠点における防災訓練等を通じて、上屋の組み立

て方法や送水ポンプの使用方法を実演し、地域と連携を図っています。 

 
■魅力ある水・緑環境の維持 

 下水道整備にあわせて整備した、雨水や湧水、下水道を高度処理した

再生水を活用したせせらぎ・緑道は、散策の場や活動の場として利用さ

れるなど、地域の方々に育まれて、貴重な水・緑環境として地域の資源

となっています。これらのせせらぎ・緑道は、整備から相当の年数が経

過し、老朽化が進んでいることから、地域の方々と土木事務所が連携し

て適切な維持管理・修繕を行っています。 

 

■Z パイプ（紙等を原材料等とした管）の再整備 

 老朽化した取付管は、破損により道路陥没を引き起こすことが懸念さ

れます。中でも昭和 40 年代の市街地開発事業に合わせて下水道が整備

された際に、取付管として使用されたＺパイプは、破損のみならず閉塞

に伴う汚水の溢水も懸念されているため、土木事務所及び、各種地下埋

設企業者と連携して重点的に再整備を推進しています。 

 

■下水道使用料徴収のための取組 

 下水道使用料を徴収するため、一般家庭や事業者等に対する公共下水道管への接続確認調査を、 

土木事務所と一体となって行っています。 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                   

 

下水道の取組 

下水道管清掃状況 

災害用ハマッコトイレ概要図 

江川せせらぎ（都筑区）修繕状況 

Z パイプ破損による道路陥没 
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各区の土木事務所では、横浜市の全 2,675 か所※の公園のうち、地域に身近な 2,592 か所※を管理

しており、日常的な維持管理・修繕、公園愛護会等の支援のほか、地域に根差した特色ある公園づ

くりを担っています。 

 

■公園の日常的な維持管理 

土木事務所では、市民の皆様が安全で安心して快適に公園を利用でき

るよう、業者への委託や職員自らの作業によって、定期的な植物の管理

の他、年４回、遊具等の公園施設の点検をしています。 

 公園の施設の異常を発見した場合、その場で使用を止めて、修理する

などの緊急対応を行うほか、施設の老朽化も点検し、利用が多く、傷み

の目立つ施設を交換するなど、計画的に修繕をしています。 

 

■街路樹の育成・維持管理 

駅周辺や各区の主要な路線など、多くの市民の目にふれ、街並みの美

観向上に寄与する街路樹を良好に育成します。また、老木化した桜並木

などの地域で愛されている並木の再生や、空いている植栽枡への補植な

ど、街路樹による良好な景観づくりを進めます。 

 

■公園再整備、施設改良 

 老朽化した施設や遊具等がある場合は、土木事務所が工事を発注し、

施設の更新や違う施設への入れ替えを行います。 

 また、長い年月がたち、公園が使いにくくなっているような場合に

は、公園全体の再整備工事を行い、施設、設備の入れ替えや、周辺の環

境の変化に合わせた、機能の見直しをしています。 

 

■公園愛護会の活動支援 

 横浜市の公園のおよそ９割、2,407 か所※の公園で公園愛護会が活動

しています。公園愛護会は清掃等、公園の日常的な手入れをしているほ

か、花壇づくりやイベントなど公園の魅力を高める活動を地域ぐるみで

行っている所もあります。 

 土木事務所には公園愛護会の相談窓口となる職員（コーディネータ

ー）がおり、公園愛護会からの要請に応じ、様々な支援をしています。 

 

■地域に根差した特色ある公園づくり 

 土木事務所では公園愛護会と保育園の園児による花壇づくりや、公園

と公園を結ぶ健康づくりのウォーキングルートづくりなどの独自の事業

を行っており、区の特性にあわせた特色のある公園づくりを実現してい

ます。 

 

 

 

 ※：平成 30 年３月 31 日時点 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                   

 

公園・街路樹の取組 

遊具の点検の例 

再整備の事例 

公園愛護会との花壇づくり 

公園での健康づくり 

地域で愛されている桜並木 


