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2 自然環境 2−１　緑と水にふれあえる街づくりの推進

施策名称 施策内容 担当部署名
（区局事業本部名-課名）

身近なところにサルスベリ事業

身近なところで区の木・サルスベリに出会える街づく
りを推進するとともに、緑被率の低い鶴見区において
新たな緑を創造することを目的に、区民・事業者・鶴
見区が協働して150万本植樹行動を実施。

鶴見区 区政推進課

横浜サイエンスフロンティア地区
フラワーロード事業

地区内道路の歩道植栽帯について、区がツツジなどで
緑化し、日常管理を立地企業が担う「協働管理」体制
を引き続き実施。

鶴見区 区政推進課

鶴見川沿いへの植栽整備

・鶴見川桜・緑化実行委員会による、鶴見川沿いへの桜   
  の植樹。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・鶴見川沿いの桜や、鶴見川に親しめるよう、ベンチの
  設置。

鶴見区 地域振興課、
区政推進課

まちかど花壇事業
区内を花と緑で彩る「まちかど花壇」づくりを自治会・
町内会等に呼びかけ、その活動を助成。

（平成19年度：８団体実施）
鶴見区 地域振興課

京浜の森づくり事業

緑の少ない京浜地区（鶴見区、神奈川区の臨海部）に
おいて、企業の緑地を地域の重要な環境資源としてと
らえ直し、公共の緑や水辺などとあわせて、事業者、
市民等との協働による緑化活動を展開。

環境創造局 環境活動事
業課
鶴見区 区政推進課
神奈川区 区政推進課

神奈川区1万本植樹事業
街区公園、街路、三ツ沢せせらぎ緑道などに地元との
協働により、中低木8,000本を植栽。
引き続き平成20 〜 21年度に2,000本を植栽予定。

神奈川区 神奈川土木事
務所

自宅における緑のカーテンの育成
（緑花大作戦）

応募区民50世帯につる性植物による「緑のカーテン」
の苗を配布。緑のカーテンワンポイント講座を開催。
赤外線カメラによる効果測定や区民から送付いただい
た栽培レポート等を、関係課と連携しヒートアイラン
ド対策や緑化の普及啓発に活用。

西区 区政推進課

まちかど花壇づくり
（緑花大作戦） 区民利用施設や公園で、市民と協働で花壇づくりを実施。 西区 地域振興課

公園における協働での花植
（緑花大作戦） 11公園で、市民と協働で花植えを実施。 西区 西土木事務所

幸川にジャスミンを
（緑花大作戦）

幸川の水辺環境の改善をめざし、また、150万本植樹
行動にも資するジャスミンを市民・学校とともに協働
で植栽。

西区 西土木事務所

区の花「さくら」保全事業

・さくらボランティアを募集し、さくらの保全・管理活
  動を実施。 
・再整備に伴い伐採されるさくらの有効利用を図るため、
  リサイクルシステム（仕組み）を検討。 
・大岡川プロムナード再整備に向けた測量、設計。

南区 区政推進課、
南土木事務所

地球にやさしい緑の南区推進事業

・つる性植物で室内の直射日光を抑制し、過度な冷房を
押さえる「緑のカーテン」を一般家庭や学校等で実施。
コンテストやシンポジウムを実施。 
・住宅地にある未利用市有地を活用し、住民グループに
よる菜園づくりを支援する「緑の井戸端」を整備。

南区 区政推進課

港南桜道整備計画の推進 地域の方と共に港南桜道で桜の治療を実施。 港南区 区政推進課、
港南土木事務所

みどりアッププロジェクト 各種イベント会場での苗木配布や、保育園、道路、河
川敷への植樹を実施。

港南区 区政推進課
（みどりアッププロジェクト）

フラワーサポーター 市民グループによる、区内公共施設等の花植え・維持
管理の実施（14グループが活動中）。 港南区 地域振興課
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施策名称 施策内容 担当部署名
（区局事業本部名-課名）

ほどがやフラワーメイト 庁舎花壇及びへそ広場内花壇の植栽と維持管理をボラ
ンティアと協働で実施。 保土ケ谷区 地域協働課

ほどがや花フェスタ2007 花苗セールや苗木の配布、グリーンコンポストの配布
など花の街ほどがやのシンボルイベントとして開催。 保土ケ谷区 地域協働課

「区の木」の制定と80千本植樹行動
区制80周年を契機とした区民投票による

「区の木」（シイノキ・ハナモモ）の選定及び苗木の配布、
植樹式の開催。

保土ケ谷区 保土ケ谷土
木事務所

グリーンロード推進事業
区内の水と緑の拠点を結び、区全体が大きな公園となる
ことをイメージした「旭区グリーンロード構想」につい
て、ウォーキングマップを改訂し幅広く区民に周知。

旭区 区政推進課

中堀川水と緑のプロムナード事業

区民提案を活かしたプロムナード整備を推進するため、
中堀川の水路敷の活用をテーマにワークショップ等を
行い、整備計画を策定。 

【平成19年度】
ワークショップ開催、商店街との連携によるイベント

（展示会）の開催など

旭区 区政推進課

花と緑の街づくり事業

地域緑化活動に積極的な団体への花苗の配布、公共施設
の飾花 

【平成19年度】
花苗配布数　14,160ポット

旭区 地域振興課

磯子のまち緑化計画

区の花「コスモス」を氷取沢市民の森愛護会と峯市民の
森愛護会の協力を得て、2か所の農業専用地域の広域な
場所にコスモスの花を群生させる。 
区内JR各駅（新杉田、磯子、根岸）前の花壇･プランター
に年3回、季節の花を植え替える。

磯子区 地域振興課

港北　水と緑の学校事業

限りある身近な自然環境を大切に思う人と人とのつな
がりを生み、環境活動が地域で継続して行われること
を目指し、小学生等を対象とした鶴見川での自然観察・
生きもの観察や地域交流会を実施。

港北区 区政推進課

緑区みどころ再発見事業
緑区の魅力である自然環境の保全について、区民と共に
考えるきっかけづくりとして「好きな風景・残したい風
景」の写真募集やウォーキングを実施。

緑区 区政推進課

水と緑の環境学習事業
（水の環境学習事業）
（緑の環境活動）

・黒須田川生き物観察会や一斉清掃を実施。 
・青葉区植樹行動計画を、「150万本植樹青葉区行動計画」
  として策定・公表。 
・環境学習出前塾として、公園の利用や水の浄化等を、
  区内の7小学校で実施。 
・区内7公園で合計31本のヤマザクラを植樹。

青葉区 区政推進課
（企画調整係）、
青葉土木事務所

やさきのみち親水水路整備 緑道連結のため整備したやさきのみちにおいて植栽イ
ベントを実施。 都筑区 区政推進課

ローザつづきくの苗木の育成
国際交流から生まれたバラ「ローザ・つづきく」につ
いて、区民ボランティア団体と協働で挿し木を行い、
区民に配布できるよう栽培する。

都筑区 地域振興課

水と緑の魅力PR事業

①北部散策マップの作成 
　魅力資源の紹介とその資源を散策するコースを兼ね
　備えたマップを作成し、身近な自然の大切さに関心
　を持ってもらう。 
②水緑環境の普及啓発（水と緑の学び舎） 
　都筑区の特徴である豊富な環境資源を次世代へつな
　げるため、水と緑を使った教育を子どもたちに行う。

都筑区 区政推進課

柏尾川クリーンアップキャンペーン

きれいな安らぎのある柏尾川づくりを目指すため、従
来から個々に清掃活動等を行ってきた多くのボラン
ティア団体相互の連携・交流を図るための組織であ
る「柏尾川魅力づくりフォーラム」を立ち上げ、第1回
目のイベントとして清掃・展示・花植えなどの活動を
行う「柏尾川クリーンアップキャンペーン」を開催。 

戸塚区区政推進課
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施策名称 施策内容 担当部署名
（区局事業本部名-課名）

花と緑の街づくり 地域の団体の協力による駅前バスターミナル等の公共
用地を活用した緑化活動を実施。 栄区 地域振興課

水辺の美化推進 河川やプロムナード等水辺の美化活動に必要な物品を
配布。 栄区 地域振興課

水辺の美化推進事業
（いたち川大掃除） いたち川の河川内・河川敷・プロムナードの清掃を実施。 栄区 地域振興課

地域で育む身近なみどり推進事業

・栄区の豊かな自然環境を次世代に継承するため、栄区      
  独自の指定緑地をボランティアにより管理作業を実施。 
・横浜市150万本植樹行動の一環として、栄区どんぐり
  運動！を展開し、ドングリの募集、区民まつりでの種
  植え、育ての親の協力を得ながらの育成の実施。

栄区 区政推進課

もっともっと！いたち川魅力アッ
プ大作戦

・「いたち川月間」を実施し、いたち川沿いで実施され
るイベントを広報栄区版等でひろくPR。 
・「いたち川写真展」を開催し、いたち川周辺の景観保
全をPR。 
・「いたち川散策マップ」の改訂版を発行し、いたち川
の散策ルートを改めてPR。 
・いたち川沿いに、国が策定した「健康づくりのための
運動指針」の持久力をチェックする3分間歩行の測定が
できる距離表示を設置。

栄区 区政推進課

区の花「あやめ」見どころ支援・
整備事業

区の花「あやめ」植栽地の維持・管理、区民ホールで
の普及イベントの実施（地域と泉区役所の協働）。 泉区 区政推進課

親子ふれあい農園 親子が自然や土にふれあう「親子ふれあい農園」事業
の実施（平成19年度終了）。 泉区 区政推進課

彩りある花いっぱい事業 自治会町内会と地域の子どもが通学路などに花を植え、
地域の愛着を高め、魅力あるまちづくりを推進。 泉区 区政推進課

育苗モデル事業
「花まるプロジェクト」

区民団体が苗木や花苗を育てて地域に育苗のノウハウ
を伝えるとともに、瀬谷駅北口駅前広場の花壇「花いっ
ぱいの野外ギャラリー」等に植込み、区内に花と緑の
輪を広げた。

瀬谷区 区政推進課

よこはま協働の森基金事業

市民が自主的に集めた資金と基金からの拠出金とを合
わせて、0.1 〜 0.5ha程度一団のまとまりのある樹林地
を取得。「協働の森パートナー制度」による基金への寄
付や制度のPRの実施。

環境創造局 環境活動事
業課、用地調整課

協働緑化推進事業
花と緑のスプリングフェアの開催､ 人生記念樹配付、
緑の相談所の運営、緑地協定の認可、緑の協会事務費
補助、地域緑化支援。

環境創造局 環境活動事
業課

自然観察の森運営事業
市民が植物や野鳥、昆虫などの小動物の生活を観察し、
自然を保護･保全する心とモラルを養うことを目的に設
置された自然観察の森の運営。

環境創造局 環境活動事
業課

市民による里山育成事業
市内で活動している森づくりボランティア団体を対象
とした、道具の貸し出しやスキルアップ研修、アドバ
イザー派遣などの支援、ニュースレターの発行。

環境創造局 環境活動事
業課

名木古木の指定登録 地域住民に古くから町の象徴として親しまれ、また故
事来歴などのある樹木を「名木古木」として指定登録。

環境創造局 環境活動事
業課

海の森づくり事業 金沢湾において海の環境改善のため、アマモ場の再生
を市民・NPO等との協働により実施。

環境創造局 環境活動事
業課

屋上緑化推進事業 都市環境の向上を図るため、市街地における民間建築
物の屋上等緑化にかかる経費の一部について助成。

環境創造局 環境活動事
業課

市街化区域内の農地保全
市街化区域内の農地を生産緑地地区として指定し、計
画的に保全することにより、良好な都市環境を保全

（1,933地区　340.8ha　平成19年12月25日 現在）。
環境創造局 農地保全課
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市民利用型農園の設置支援

農体験に対する市民の多様なニーズに対応しながら、
農地の保全をはかるため、各種の市民利用型農園の開
設を支援。
特区農園 83か所 10.8hａ（うち運営中 82か所10.5ha）
／栽培収穫体験ファーム 89か所 12.0ha（うち運営
中70か所　9.7ha）／環境学習農園 8か所 0.5ha／シ
ーサイドファームその他 15か所 5.1ha 合計195か所 
28.5ha（開設実績）

環境創造局 農地保全課

恵みの里の整備

農業や農地の魅力を市民に提供する新しい農業地域づ
くりを、市民参加の活動を通してすすめ、地域農業の
振興とともに、農業地域の環境や景観の保全を３地区

（田奈恵みの里・都岡恵みの里・新治恵みの里）で推進。

環境創造局 農地保全課

横浜ふるさと村の設置
地域の農業振興とあわせ、市民が田園風景を楽しみ自
然環境・農業・農村文化等に親しめる地域づくりの推進。
2地区（寺家ふるさと村・舞岡ふるさと村）で推進。

環境創造局 農地保全課

農業専用地区の設定と活性化
市街化調整区域内の優良な集団的農地を中心に農業専
用地区に指定し、都市農業の振興と農地の保全を推進

（27地区　1,033ha）。
環境創造局 農地保全課

環境保全型農業の推進
・環境への負荷が少ない農業に取り組む農業者グループ
や個人を ｢環境保全型農業推進者｣ として認定（208人)。 
・樹木せん定枝堆肥の利用を促進。

環境創造局 農業振興課

市民と農との地産地消連携事業

・市内で生産された農畜産物の地域内消費を市民や農業
  者とともにすすめることによって農を生かした風土を
  育み、農業を活性化させ、農地の保全を図る。 
・直売ネットワーク参加農家数：291戸

環境創造局 農業振興課

建築物緑化認定証・緑化認定ラベ
ルの発行

緑化を行ったことの公的な評価や更なる緑化を促すた
め、基準以上の緑化を行った建築物について、建築物
緑化認定証と緑化認定ラベルを発行。

環境創造局 開発調整課

市民の森設置事業
概ね2ha以上のまとまりのある樹林地等を所有者と10
年間以上の市民の森契約を結び、散策路など簡易な施
設整備をして、市民に憩いの場所として提供。

環境創造局 用地調整課

源流の森保存事業
市街化調整区域内の概ね5,000㎡以上の樹林地を対象
に、所有者と10年間以上の源流の森保存契約を結び、
源流の森保存地区として指定。

環境創造局 事業調整課、
用地調整課

近郊緑地特別保全地区の指定

円海山北鎌倉近郊緑地保全区域(横浜市域約802ha) の
うち、良好な自然環境を形成し、かつ相当規模の広さ
を有している緑地を、円海山近郊緑地特別保全地区と
して、都市計画決定により指定

環境創造局 用地調整課

特別緑地保全地区の指定
風致、景観が優れ、地域の生活環境を保全する樹林地
や文化財などと一体となった緑地を、都市計画決定に
より指定。

環境創造局 用地調整課

緑地保存地区の指定
市街化区域内の500㎡以上の樹林地を対象に、所有者
と10年間以上の緑地保存契約を結び、緑地保存地区と
して指定。

環境創造局 用地調整課

風致地区の規制

風致地区内の建築・造成・伐採等の行為への都市の風
致を維持するために必要な規制（指定地区16地区、面積
3,710ha)。 
平成19年度風致地区内行為許可申請件数：632件

まちづくり調整局 建築
環境課

街路樹管理事業 街路樹（歩道並木やその他の高木）132,989本、植樹帯
123.7ha 道路局 施設課

雨水の地下浸透対策
（地下水かん養） 歩道整備時に透水性舗装を実施。 道路局 維持課 

環境創造局 事業調整課
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ホタルの舞う里づくり事業

ホタルの舞う里づくりを目指して、地域や学校と連携
し、新たな生息地の整備と環境教育の実施を推進。　 

【平成19年度】生息地整備：２箇所、勉強会（地域）：
３地区、飼育指導・環境教育（小学校）：２校

旭区 区政推進課

京浜臨海部でのトンボネットワー
ク調査

企業、市民、行政、専門家の協働によるトンボの移動
調査を通じて京浜臨海部の緑の豊かさを検証。

環境創造局 環境活動事
業課

野生生物対策 市民の安全で快適な生活環境を守るため、生活被害を
与えるアライグマ・ハクビシンの対策を実施。

環境創造局 環境活動事
業課

市民協働による陸域生物相・生態
系調査

横浜市内における動植物の生息及び分布状況を、市民
協働で調査するための仕組みづくりを実施。

環境創造局 環境活動事
業課

水域生物相調査 市内の川や海に生息する生物を３年ごとに調査し、生
物指標を用いて水環境の評価を実施。

環境創造局 環境科学研
究所

舞岡川生物生息環境調査 多自然川づくりにより整備された生物生息環境を評価
し、今後の事業や効果的な管理手法について検討。

環境創造局 環境科学研
究所

雨水調整池環境調査

多自然型改修事業が行われた雨水調整池で生物生息状
況を調査して事業効果を評価し、今後の整備事業に活
用するとともに、地域住民に事業効果に関する情報を
提供。

環境創造局 環境科学研
究所

源流域水環境基礎調査
河川の主要な源流域である緑の７大拠点とその周辺の
地域で、水環境や生物生息状況の基礎的な調査を実
施。

環境創造局 環境科学研
究所

ホタル生息域調査
ホタルの生息情報のある横浜市の小規模源流域で、ホ
タル生息状況を中心に周辺の水辺動植物等の生息環境
調査を実施。

環境創造局 環境科学研
究所

まち・生き物・自然が融合する環
境づくりに関する研究

市街地内の公園や緑地等の多様性を確保し、生物生息
空間としての質を向上させるための技術的知見を提
供。

環境創造局 環境科学研
究所

野生傷病鳥獣保護センター事業 神奈川県からの委託により、傷ついた野生動物の保
護・治療および放鳥獣を実施。

環境創造局 動物園課
（ズーラシア、野毛山動

物園、金沢動物園）


