
●　講演発表プログラム　　第１日目　～令和元年１０月２４日（木）～　●

　講堂
予定
時間

全体
No.

ジャンル 発表名称 所属 職種 氏名 注目ポイント
発表の
難易度

13:00

13:15

13:30 1
公園緑地・

みどりアップ
農地を活用した新たなグリーンインフラの取組について 農政推進課 土木 香原　幹斗

　農業生産基盤の整備促進と豪雨による浸水被害リスクへの適応策として、今話題の農地を活用したグリーンインフラの取組を紹介します。農業と下水
道の両者がwin-winの関係となるモデル施工や農業者、大学、横浜市（農政、下水道）が連携した取組スキームは、本業務のアピールポイント点です。是
非ご聴講ください！

一般

13:50 2
公園緑地・

みどりアップ
地元農業者の団体設立による農業生産基盤の早期再整備について

農政推進課
南部農政事務所 農業

木下　涼
安田　將保

　本市では、都市農業の振興のため、農地保全と農業振興に必要な畑地かんがい施設の整備支援を進めています。初期整備から数十年経ち老朽化し
た施設において、共同施行団体の立上げと国費導入により効率的に再整備を行う目途が立ちました。事業のメリットや地元と一体となった農業振興への
意気込など、是非お聞きください。

一般

14:10 3
公園緑地・

みどりアップ
横浜市における農業次世代人材投資事業の取組みについて 農政推進課 農業 阿比留　聰子

　新たに農業を始めた方が安心して営農を続けられるよう、現地確認や面談を行い、農業ならではの作法や周囲との関わり方等細かいアドバイスをして
います。国費事業による新規就農者への取組と、職員が知恵とアイデアを絞り運営している手法を是非御聴講ください！

専門

14:30 4
公園緑地・

みどりアップ
樹林地の魅力向上のための技術事例について
－保全管理計画フォローアップ研修の成果－

みどりアップ推進課 造園 裏戸　秀幸
　みどりアップ計画で取り組んでいる、樹林地の良好な維持管理のための保全管理計画のフォローアップ研修事例をまとめ分析しました。今後、分析結果
を活用し、市が管理する樹林地の維持管理作業や、愛護会や森づくり活動団体などの活動の参考としていただき、樹林地管理技術の継承につなげたい
と考えていますので、多くの皆さんと共有したいと思いますので是非ご参加ください。

一般

14:50 5
公園緑地・

みどりアップ 市民力を活かした都筑区独自の緑花の取組 都筑土木事務所 造園 平川　悠也
　ガーデンシティ横浜の取組を推進するためには、都心臨海部だけでなく、郊外区においても取組を進める必要があります。本件では、環境創造局の事
業に区独自の事業を組み合わせることで、公園、道路をクロスオーバーした緑花の取組を進めていますので、是非ご聴講ください。

一般

15:10 6
公園緑地・

みどりアップ

横浜公園「彼我庭園」における、一般社団法人横浜市
造園協会と連携した造園技術伝承研修会の実施につ
いて

南部公園緑地事務所 造園 湯元　宏二
　横浜公園「彼我庭園」を題材として行ってきた本取組みも、今年で3回目となりました。横浜市造園協会と連携し、継続して実施することで、「彼我庭園」
の魅力も年々向上し、本市職員並びに若い造園技術者が貴重な経験をできる有意義な研修会となっています。本報告を聴講していただき、来年は是非
この研修会に参加してみてください！

一般

15:30

15:40 7 環境研究
市内の池における魚類・甲殻類（十脚目）調査の
結果について

環境科学研究所 環境 市川　竜也
　当研究は、市内の池の生態系を調査し、過去の調査結果と比較することを目的に行ったものです。猛暑の中、胴長をはいて、市内14の池で調査を行い
ました。発表では、今、池の生態系に何が起きているかを分かりやすくご説明します。

一般

16:00 8 環境研究 2019年の市内河川におけるアユの遡上分布 環境科学研究所 動物 川田　攻
　当研究は、きれいな水域の指標種であるアユの遡上、分布状況と河川環境との関係について調査することを目的に行ったものです。横浜の川にアユが
生息すること自体驚きですが、水質が改善され、横浜でもアユが遡上しています。今年の調査では、帷子川、大岡川そして境川の3水系でアユの遡上が
確認されました。発表ではそれぞれの川の、どのようなエリアでアユが観察されたか、河川環境と照らし合わせてご説明します。

一般

16:20 9 環境研究 山下公園前海域における豊かな海づくりについて 環境科学研究所 環境 潮田　健太郎
　豊かな海づくり事業では、これまで山下公園前海域において生物による水質浄化能力の回復についての研究を行ってきました。平成30年度も引き続
き、モニタリングをしており、これまで見られなかった生き物が確認されるなど、確実に効果が出ていると考えられます。普段見ることができない山下公園
の海中映像をお楽しみください。

一般

16:40

　1号室
予定
時間

全体
No.

ジャンル 発表名称 所属 職種 氏名 注目ポイント
発表の
難易度

13:00

13:15

13:30 10 環境保全対策　 平成の30年間を振り返る　～あの頃、横浜の環境は～ 大気・音環境課
機械
環境

田邊　晴香
藤井　裕子

　平成時代、ダイオキシンや環境ホルモンといった環境問題に直面する中、環境保全の取組みにより、大気や河川水質などの環境は大幅に改善されまし
た。これらの変遷を振り返り、公害苦情の観点から考察します。時代は平成から令和、公害から環境創造へ、新たな環境行政を考えるきっかけに、是非
足をお運びください。

一般

13:50 11 環境保全対策　 PRTRデータを活用した光化学オキシダント生成能の検討について 大気・音環境課 環境 糸山　景子
　PRTR（化学物質排出移動量届出制度）とは、事業所が使用する化学物質の環境への排出移動量を把握し、集計し、公表する制度です。市内事業者の
PRTRデータを基に、光化学オキシダントの生成能を推計し、オキシダント生成に寄与する化学物質を特定して、本市のオキシダント生成の特徴を考察し
ました。

専門

14:10 12 環境保全対策　 事業場排水分析における連続流れ分析法の適用について 水・土壌環境課 環境 徳平　悠
　水・土壌環境課が立入検査で採取した事業場排水の分析に用いている「連続流れ分析法」の概要、特長、分析事例などについて、分かりやすく説明し
ます。事業場から公共下水道への排水の水質規制、立入検査、分析方法などに興味がある方に御参考になる内容ですので、是非御聴講ください。

専門

14:30

14:40 13 環境保全対策　 神奈川水再生センターにおける水性塗料の試験塗装結果について 大気・音環境課 環境 折目　孝子
  水性塗料は、従来品の溶剤系塗料に比べ環境負荷の低い塗料ですが、全国的に普及が進んでいません。今回、神奈川水再生センターで水性塗料と
溶剤系塗料の塗装後の経年変化を確認したところ、両者に差はありませんでした。今後は水性塗料を使用してもらうよう普及啓発の意味もこめた発表と
なっています。

一般

15:00 14 設備
温暖化対策2030年度目標へのスタートダッシュ
－都筑水再生センターにおける取り組み－

都筑水再生センター 電気 志村　一馬
　水再生センターは、下水を処理するだけでなく大雨等の浸水から市民を守る役割も担っており、ひと時でも機能を停止することが出来ない重要な施設で
ある反面、電力等多くのエネルギーを消費する施設でもあります。本発表は、当センターで取組んできた「省エネ」と下水処理の水質向上の両立につい
て、具体例を踏まえてご紹介させていただきます。

専門

15:20 15 設備 送風機の気象データ補正制御の導入と運用の経過報告 栄水再生センター 機械 和髙　徹

　水再生センターの反応タンクへ曝気（送風）している送風機が、気温等によって性能が変動することに着目し、環境科学研究所との共同研究により、送
風機の吸込空気の温度と運転特性の関係性を解析しました。様々な工夫をすることで水質を維持しながら節電の成果をあげたので、制御の詳細と実証
運転の経過等を報告します。本年度の「スキルアップセミナー関東」（国交省主催）において、一般（環境）部門で優秀賞を受賞しましたので、是非ご聴講く
ださい！

専門

15:40 16 その他 「横浜みどりアップ計画」の広報の取組について みどりアップ推進課 事務 櫻井　裕規
　横浜みどりアップ計画により実施した取組を市民の皆様に広く知っていいただけるよう、関係区局と調整連携しながら広報を進めています。今回の発表
では、広報の課題や取組を皆さんにご紹介しますので、是非ご聴講ください。

一般

16:00 17 その他 下水道整備費執行管理システムの再構築による業務効率化
下水道事業

マネジメント課
土木 小島　亜美

　膨大な業務量と事務処理ミスに悩んだことはありませんか？この発表では下水道整備費を管理するシステムの再構築を通して業務量と事務処理ミス
の減少を実現する取組をご紹介いたします。入力作業の集約や他のシステムとの連携、業務の見える化など様々な方法で行う取組にご注目ください。

一般

16:20

生物多様性/市民協働/
温暖化対策

市民・温暖化

生物・市民

受付開始

開会　／　挨拶　　注意事項

市民

生物

生物

生物

終　　　了

休憩　（14：30～14：40）

開会　／　挨拶　　注意事項

休憩　（15：30～15：40）

終　　　了

受付開始

温暖化

温暖化

生物多様性/市民協働/
温暖化対策

①「生物多様性・市民協働・温暖化対策」の視点を含む発表については、欄に「生物」「市民」あるいは「温暖化」と記載しています。

②「発表の難易度」は聴講する上で専門知識や経験の必要性を記載しており、専門知識等を必要としない場合は「一般」、必要とする場合は 「専門」と記載しています。



●　講演発表プログラム　　第２日目　～令和元年１０月２５日（金）～　●

　講堂
予定
時間

全体
No.

ジャンル 発表名称 所属 職種 氏名 注目ポイント
発表の
難易度

10:00

10:15

10:20 18 環境研究 市内におけるマイクロプラスチックの実態調査 水・土壌環境課 環境 浦垣　充朗
　昨年度改定した環境管理計画や現在策定中のよこはま資源循環アクションプログラムに、マイクロプラスチックの調査研究を位置付け、局内の関係部署が連携して調査に取り組んでいます。今年度は、鶴見川
など主要河川や野島海岸、全ての下水処理施設の流入部・流出部などに調査対象を拡大し、実態把握を進めています。

一般

10:40 19 環境研究 野島海岸のマイクロプラスチック漂着量のモニタリング調査 環境科学研究所 環境 蝦名　紗衣
　当研究は、市民の方々の関心が高いマイクロプラスチックの実態把握を目的に行ったものです。2018年度から野島海岸に漂着するマイクロプラスチックを継続的に調査する中で、漂着物の特性や時期による変
動が観察されました。発表では東京湾の潮流とマイクロプラスチック漂着が関係の可能性などを分かり易く御説明します。

一般

11:00 20 水処理 顕微FT-IRを用いた下水におけるマイクロプラスチック測定のための検討 下水道水質課 環境 熊谷　輝真
　マイクロプラスチック(MP)による地球規模での海洋汚染が問題となっている中、本市では昨年度から水再生センターでのMPの挙動調査を行っています。今年度から顕微FT-IRを用いたMPの解析等方法および
効率的な解析等の方法を鋭意検討しています。今まで得られた知見をここに報告します。是非ご聴講ください。

専門

11:20 21 環境研究 水再生センターにおけるノニルフェノール類の実態調査 下水道水質課 環境 國分　伸紘
　ノニルフェノール（ＮＰ）は洗剤などに広く使用されるノニルフェノールエトキシレート（ＮＰＥＯ）が生物分解されて生成する物質で、生物への影響が大きいことから平成24年度に環境基準項目に追加されました。水
再生センターの流入水と放流水中のＮＰの実態調査を行い得られた知見を報告します。是非ご聴講ください。

専門

11:40 22 水処理 金沢水再生センター臨海幹線における流入水質の調査について 下水道水質課 環境 細谷　琢磨
　金沢水再生センターは流域に多くの事業場を有しており、度重なる異常流入に苦慮してきた経緯があります。これら排水の多くは臨海幹線を経由して流入するため、同幹線において異常流入を素早く捉える必
要があります。水・土壌環境課と連携し、基準項目の水質特性について有用な知見が得られたので、是非ご聴講ください。

専門

12:00

13:00

14:00 23 水処理 神奈川－北二間のNW試験送水の影響と安定したりん処理の検討 下水道水質課 環境 増子　敦子
　当発表は、北部第二水再生センターの課題（ネットワーク（NW）送水・リン処理）について、影響の評価・検討を行ったものです。昨年度に神奈川水再生センターと北部第二水再生センター間のNW試験送水が開
始し、来年度にはリンの規制強化が予定されていることから、安定的な水処理（特にリン処理）の実現に向けた取り組みを説明します。

専門

14:20 24 水処理 栄第一水再生センターにおける窒素除去促進のための運転管理 下水道水質課 環境 荻原　紗和子
　当発表は、これまでの運転管理で課題となっていた最終沈殿池での汚泥浮上を抑制するため、窒素処理の促進を実現したものです。さまざまな反応タンクの風量設定を試み、最適化を行いました。課題に対し
コツコツと努力し、課題解決に至った事例ですので是非ご聴講ください。

専門

14:40 25 水処理 横浜市北部方面水再生センターネットワーク（広域化）の事例報告について 下水道施設整備課 土木 滝沢　大輔
　老朽化した施設の更新や再構築を目的に、それぞれの汚水処理の一部を3か所の水再生センターで分担する事業を進めています。この度、神奈川水再生センターの通水が行われ、相互利用計画が実現した報
告と、処理区をまたぐ維持管理について役割分担の検討を進め、一定の方向性が得られたので併せて紹介します。

専門

15:00 26 水処理
小型実験機を用いた膜分離活性汚泥法（MBR）の処理性能確認調
査について

下水道施設整備課 土木 新井　翔也
　本調査は、中部水再生センターＡ系水処理施設の再構築に伴い導入が検討されている膜分離活性汚泥法（ＭＢＲ）について、油分を多く含む流入水質への適用性を確認したものです。前処理設備の設置などシ
ステム的な工夫により、懸念された膜ユニットへの影響に対して良好な結果を得ることができました。

専門

15:20

15:30 27 土木 ビルピット由来の下水道臭気改善事例 中土木事務所 土木 仲澤　政利
　中区には多くの繁華街があり、観光客が非常に多く訪れます。訪れた観光客が下水の臭いによって気持ちよく過ごなかったとしたら横浜の価値を下げてしまうことにもなりかねません。臭気の問題は原因の特定
や建物所有者との調整など難しい中、丁寧に合意形成を進めながら改善する事が出来た好事例となっています。

一般

15:50 28 土木 下水道管路部におけるBCPを推進する新たな取組 管路整備課 土木 新井　悠介
　横浜が今後30年間で震度6弱以上の地震を受ける確率は82％です。それを受け、下水道管路部では、発災時対応や復旧知識・判断力を養うための様々な研修・訓練を展開して職員の技術向上に取り組んでおり、今回は、新
たに実施した「公民連携による合同訓練」や「被災経験者の実態談を得る研修」の取組を紹介します。

一般

16:10 29 土木 下水道管の耐震化の取組状況と今後の展開 管路整備課 土木 大塚　修平
　この取組は下水道管の耐震化事業に関し、しっかりと棚卸しをしたうえで、今後10年での概成を目指すロードマップ（案）を描いたものです。膨大な事業量のため、全体像の把握が困難な状況がありましたが、事
業を進めるうえで不足している情報の獲得・整理、適切な目標設定、効率的な事業推進方法の確立を行い、職員が目標感を共有しながら事業に取り組む素地を作りました。多岐に渡る取組を分かりやすくお伝え
しますので、是非ご聴講ください。

一般

16:30

16:40

　１号室
予定
時間

全体
No.

ジャンル 発表名称 所属 職種 氏名 注目ポイント
発表の
難易度

10:00

10:15

10:20 30 動物園 よこはま動物園　開園20周年記念事業実施報告
横浜市緑の協会
よこはま動物園 動物 上田　佳世

　本年４月に開園20周年を迎えたよこはま動物園では、記念事業を企画立案し実施に向けて取り組んできました。それぞれの記念事業の企画意図や実施内容とその効果について分かりやすく説明します。動物
園の取組やその役割、今後の発展について市民の皆様と一緒に考えていければと思いますので、是非ご聴講ください。

一般

10:40 31 動物園 無保定採血によるレッサーパンダの健康管理
横浜市緑の協会
よこはま動物園 動物 永井　早紀

　動物にストレスを与えることなく、健康診断や治療を行うことは、動物園にとって大きな課題であり、動物福祉の観点からも重要なことです。本件では、希少種のレッサーパンダについて、飼育担当者との良好な
関係づくりとトレーニングに取り組み、捕獲や麻酔なしで採血や妊娠判定をすることに成功している事例を紹介します。

一般

11:00 32 動物園 生息域外保全を目的とした二ホンライチョウの導入と飼育経過について
動物園課

繁殖センター
動物 石井　裕之

　ニホンライチョウは標高2200～2400メートル以上の高地に生息し、飼育下での繁殖が非常に難しい希少な鳥です。環境省は2012年から「ライチョウ保護増殖事業計画」をスタートし、横浜市繁殖センターでもノル
ウェーなどに生息するスバールバルライチョウを飼育し、大学・研究機関などと共同でライチョウの安定的な飼育繁殖技術の研究を続けてきました。その研究成果が評価され、2019年3月にニホンライチョウ2羽を
導入し、同鳥の飼育技術の確立に関する研究を開始しました。今回は、飼育環境や飼料分野など、努力事例を報告します。

一般

11:20 33 動物園 野毛山動物園のオグロワラビーの過去5年間の治療振り返り
横浜市緑の協会

野毛山動物
獣医師 宗正　敏子

　飼育下における有袋類は、口腔内の疾病が多発し、治療頻度の高い動物で知られています。野毛山動物園で飼育するオグロワラビーでも同様の疾病、口腔内疾病に起因する様々な疾病が多発し、日々継続し
て治療に取り組んでいます。組織においては情報の蓄積と共有が何よりも大切であり、当動物園ではオグロワラビーに対して行った治療について過去5年間にわたって簡潔にまとめ分析し、データの蓄積と振り返
ることで、飼育技術と治療技術の向上に繋がりました。

専門

11:40 34 動物園 TSA/TFTSGシンポジウム参加およびTC保護施設視察への招聘について
横浜市緑の協会

金沢動物園
動物 桐生　大輔

　平成28年に成功した、世界的に大変希少なヘサキリクガメの飼育下繁殖が、世界で30年ぶり2例目であり、飼育下での自然繁殖としては初めての成功例であったことが評価され、国際的に権威のあるリクガメ専
門家グループ主催のシンポジウムに招聘された事の出張報告です。視察先のカメ保護施設の飼育担当者に、本種の繁殖のポイントを助言するなど、希少種保全へ向けた世界的な連携を深めることができまし
た。

専門

12:00

13:00

14:00 35 その他 東北１２自治体との再生可能エネルギーを通じた地域循環共生圏創出への取組
温暖化対策統括本部

調整課 事務 齋田　七彩
　本事例は、Zero Carbon Yokohamaを目指すために重要となる再生可能エネルギーの利活用について、再エネポテンシャルの低い横浜市にとって、ゼロカーボンへのブレイクスルーとなるものとして期待されま
す。また、再エネを通じて、お互いの市町村の経済活性化を目指す取組としても注目しています。

一般

14:20 37 その他 消しゴムはんこアニメーションによる普及啓発
温暖化対策統括本部

調整課 環境 西村　明子
　可愛らしいキャラクターと暖かみのあるアニメーションが、多くの反響と協力者を集めています。発表では、制作過程だけでなく、普及啓発の取組や今後の展開もご説明します。発表が終わる頃には、あなたも
「消しハンファン」になっていること間違いなし？！

一般

14:40 38 その他 横浜市における下水熱利用システムの効果検証について 旭土木事務所 土木 望月　昭秀
　当発表は本市で初めて下水熱を有効利用する取組です。下水熱は、外気温に比べて季節間の温度変化が小さく、多くの下水道が整備されている都市部において、夏期は冷熱、冬期は温熱の有効な熱源として
注目されています。旭区内の駅の近く、利用者の多い鶴ヶ峰まちかど広場の路面下に「下水熱利用システム」を試験的に設置し、夏期と冬期の路面の温度変化を測定し、効果検証を行いました。当発表の研究成
果をもとに今後、横浜市内で本格的な設置の検討が進む予定ですので、是非ご聴講ください。

一般

15:00 終　　　了

市民・温暖化

温暖化

ポスターセッション質疑応答　（１３：００～１４：００　会場：６号室）

休憩　（15：20～15：30）

閉会　／　挨拶　　

終　　　了

受付開始

注意事項

昼休み　（１２：００～１３：００）

ポスターセッション質疑応答　（１３：００～１４：００　会場：６号室）

生物

生物

生物

温暖化

生物

生物多様性/市民協働/
温暖化対策

受付開始

注意事項

昼休み　（１２：００～１３：００）

市民

市民

生物多様性/市民協働/
温暖化対策

生物・市民

①「生物多様性・市民協働・温暖化対策」の視点を含む発表については、欄に「生物」「市民」あるいは「温暖化」と記載しています。

②「発表の難易度」は聴講する上で専門知識や経験の必要性を記載しており、専門知識等を必要としない場合は「一般」、必要とする場合は「専門」と記載しています。

※１号室で講演を予定していた全体No.36「温暖化対策普及啓発事業における行動デザインの実践」については、都合により中止とします。

以降の講演について時間を繰り上げて行います。
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№ ジャンル 発表名称 所属 氏名 職種 注目ポイント
閲覧の
難易度

生物多様性/市民協働
温暖化対策

1 その他 ２年連続、回収率５割超え！環境に関する市民意識調査 政策課 工藤 優子 環境
市民3,000人を対象に実施している「環境に関する市民意識調査」で５割超の回収率を確保できた理由を紹介します。
　＜こんな方に、ぜひ見て欲しい＞　✔回収率５割って、普通じゃないの？と思った方　✔市民・企業向けアンケート調査に興味がある方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ✔答えてもらいやすい調査票を作りたい方        　✔アンケート調査結果の活用に関心がある方

一般
生物・市民・

温暖化

2 その他
新横浜駅周辺エリアでの「花と緑にあふれる環境先進都市」
横浜の展開

政策課 高橋　香緒里 事務
　環境創造局では、世界が注目するラグビーワールドカップ開催にあわせて、新横浜駅から競技場までのエリアを花と緑による彩りなどで来
街者をお出迎えし、華やかさや賑わいで盛り上げる取組を一体的に進めています。来年の東京2020大会やその先を見据え、局が一丸となっ
て進めている本取組について、ご紹介します！

一般
生物・市民・

温暖化

3 環境研究 マイクロプラスチックの体験型出前講座 環境科学研究所 小倉　智代 環境
　市民の方々の関心が高いマイクロプラスチックについて、出前講座を行いました。参加される方々に合わせて、現場に行かなくても出来るサ
ンプリング体験、現場でのフィールドワーク、ロールプレイディスカッションを実施したので紹介します。出前講座で工夫したポイントは、他の出
前講座でも活用できるのではないかと思います。当日は現物も展示しますので是非ご覧ください。

一般 市民

4 環境研究 河川水中の微量物質の分析方法の検討について 環境科学研究所 酒井　学 環境
　河川水を分析した時に見られたごく微量の化学物質について、分析方法を検討しましたので報告します。今回検討した分析方法により正確
な濃度把握が可能となり、環境保全の更なる推進につながるものと考えています。

専門

5
公園緑地・

みどりアップ
「横浜みどりアップ計画」 地域緑のまちづくり　10年の歩み みどりアップ推進課 加藤　孝 土木

　地域緑のまちづくり事業は横浜みどりアップ計画が始まった平成21年度から続いている事業です。地域にふさわしい緑を市と地域が協働で
創っていくというこの事業は、横浜みどりアップ計画の中でも、市民の実感につながる重要な事業となっています。これまでの事業の変遷や緑
化の事例について分かりやすくまとめました。

一般
生物・市民・

温暖化

6
公園緑地・

みどりアップ
「緑化地域制度」、「緑化協議」などで創出される緑化の取組
について

みどりアップ推進課
森川　明子
片受　明

造園
　建築物の新築や増築を行う場合などに建築敷地に緑化を行っていただく制度を紹介しています。「緑化地域制度」、「緑化協議」、「地区計画
緑化率規制」での申請件数は年間650件、約20haほどの緑の空間が創出されています。造園職が最も得意とする緑化によるまちづくり。公共
建築物や公園緑地の緑化にも活かせますので是非ご覧ください！

一般 生物

7
公園緑地・

みどりアップ
Instagramアカウントを活用した「横浜農場」の認知度向上の
取組について

農業振興課 相川　達哉 事務
　横浜の農の魅力を発信するためのキャッチフレーズである「横浜農場」をこれまで関心の薄かった若い層へ認知してもらうため、フェリス女
学院のエコキャンパス研究会に協力いただき、「#横浜農場」をつけてInstagramに写真を投稿すると賞品が当たるキャンペーンを実施しまし
た！

一般 市民

8
公園緑地・

みどりアップ
横浜市内における酒米栽培の技術習得 南部農政事務所 安田　將保 農業

　市内産酒米での日本酒製造を新ビジネスとして定着させ多角的な農業振興を図ることを目的とし、市内で本格的に取組む前段階として、戸
塚区庁舎の屋上農園で職員が試験的に酒米を栽培しました。病害や鳥害に悩まされましたが、酒米生育に関する様々な気づきを得ることが
でき、職員の技術向上が図られました。

一般

9 動物園
横浜市繁殖センターにおけるニホンアカガエルの保全活動
について

動物園課
繁殖センター 尾形　光昭 動物
　繁殖センターでは市内北部に生息するニホンアカガエル（県の絶滅危惧II類）を保全するため、市内における同種の生息数調査を実施しま
した。その結果、調査地域における生息数は大幅に減少していため、同種の飼育下繁殖に取り組み、試行錯誤の結果、昨年度末に飼育下
繁殖に成功しました。市内における自然環境の悪化、生物多様性の低下についてまとめました。

一般 生物

10
公園緑地・

みどりアップ
古橋市民の森の整備について

公園緑地整備課
みどりアップ推進課

奈良　遥
裏戸　秀幸

造園
　古橋市民の森は、ボランティア団体による森の保全活動が市民の森の開園へとつながった事例です。開園後は多くの市民に利用され、愛
護会活動も盛んに行なわれる市民の森となりました。成功のポイントである、地域との合意形成のプロセス（動植物調査や検討会）を中心に
わかりやすく説明します。

一般 生物・市民

11
公園緑地・

みどりアップ 巡回機動班３年間の成果 北部公園緑地事務所
南部公園緑地事務所 巡回機動班 技能

　本発表は、南部・北部の両公園緑地事務所において平成28年度に発足した『巡回機動班』の仕事ぶりについて、３年間の実績をまとめたも
のです。巡回班の活躍により、広大な面積の樹林地等の安全がいかに保たれているか、客観的なデータを示しながら分かりやすく解説しま
す。是非巡回班の活躍ぶりをご覧ください！

一般 生物・市民

12
公園緑地・

みどりアップ
上郷市民の森における草地の復元後のバッタ調査 南部公園緑地事務所 和田　唯 造園

　本発表は、生物多様性に配慮した維持管理の効果測定を行うため、多様性に配慮した草刈りエリアの周辺で、バッタ目の個体数と種類数を
３年間調査したものです。調査は、市民の森愛護会等やボーイスカウトの子どもたち等との協働により実施しており、市民協働の事例としても
貴重な内容となっていますので、是非ご覧ください！

一般
生物・市民・

温暖化

13 設備
デジタルサイネージによる情報発信でスタジアムの魅力向
上！

会場整備課 一川　悟 電気
　デジタルサイネージ（電子看板）は、従来の紙に印刷したポスターと違い、あらかじめ設定する事で動画や画像をページをめくる様に連続し
て表示する事が出来ます。今回は街で見かける広告表示を目的とした物ではなく、イベント時の告知や避難誘導案内の表示を目的とした事
で随所に維持管理費を安価にする工夫をしました。

専門 温暖化

14 環境研究 ミストとフラクタル日除けによる暑さ対策効果検証について 会場整備課 森山　朋子 土木
　会場整備課では、緑化や緑陰の形成、日除けやミスト等によるクールスポットの創出・活用により夏の暑さ対策に取り組んでいます。今回
は、ミストとフラクタル日除けのそれぞれの長所を活かしながら、相乗的にクールスポットを創出する検証を行いました。涼しさの提供を効果的
に行えるよう、夏の暑さ対策の参考にして下さい。

一般 温暖化

15 その他
日産スタジアムのスタンド改修について  ～見切席を解消し
て観客席を更に魅力的に！～

会場整備課
辰己 紘樹
川見 真規

建築
　観客席の更新に併せて更なるおもてなし施設の魅力向上に取り組みました。様々な視点から分析した結果、改修工事はイベント運営しなが
ら工期短縮を実行し、既存手すりを再利用してコスト削減も図ることができました。また、施設の収益アップと観客の満足度向上も見込める成
果を得ることもできました。当研究の発想は他の業務にも活かせることが多いと思いますので、是非御閲覧ください！

一般

16 土木
下水道工事（管更生）完成後に発生した不具合に対する対
応について

下水道事務所（南部） 清水　大輔 土木
　管きょ更生工法により施工された下水道管の不具合の事象について、原因とメカニズムの調査を行い、補修方法の計画を立案し、無事補
修を完了させることができました。長寿命化に向けた老朽管対策として、今後も主流となる管更生工法の新規工事を行う上で、施工計画立案
時の参考となる結果が得ることができました。

専門

17 その他 ひと手間かけてミス防止 北部第一水再生センター 桑原 利明 機械
　当センターで実践している事務処理ミス防止の取り組みです。これまでも行ってきたチェック体制にひと手間加えることで事務処理ミス防止
が図れています。事務処理ミス防止に効果あり！！皆様も是非、参考にしてください！！

一般

18 設備 メンブレンパイプ式散気装置による散気効率の向上 中部水再生センター 津久井 陸 電気
　メンブレンパイプ式散気装置は、従来の散気装置と比較して吐出する気泡の径が小さいことから酸素移動効率が高く、曝気電力の削減に
大きく寄与するとして期待される機器です。また、従来型の散気装置と比較して経年による目詰まりが発生しない構造となってるため、維持管
理費用も削減できます。当センターではメンブレンパイプ式散気装置を、現場に導入しその効果を検証しました。

専門

19 その他 南部下水道センター直営場内作業班による改善事例 南部下水道センター
荒井　大介
金子　俊介

保守技能員

　当センターには本市水再生センターでは唯一、直営で下水処理場の点検・清掃などの維持管理作業を行う場内作業班が配置されていま
す。本発表では、代々継承されてきた下水道魂や培った専門技術をもって実現した改善事例の一部を紹介します。どなたにとっても分かりや
すい話ですので、是非お気軽にお立ち寄りください！

一般

20 その他
下水道展'19横浜併催行事「よこはまベイサイド巡り」の開催
について

下水道施設整備課 須藤　美月 土木
　本イベントは、「下水道展'19横浜」の併催イベントとして実施されました。開港160周年を迎えた港湾局との併催とし、スタンプ拠点確保へ向
けた事前調整、横浜港見学会の提供をいただきました。更に教育委員会など多くの機関の協力を得るとともに、募集に際してもツイッターや
本市ＨＰを活用するなど工夫が随所にみられました。

一般

①「生物多様性・市民協働・温暖化対策」の視点を含む発表については、欄に「生物」「市民」あるいは「温暖化」と記載しています。
②「閲覧の難易度」は閲覧する上で専門知識や経験の必要性を記載しており、専門知識等を必要としない場合は「一般」、必要とする場合は「専門」と記載しています。
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