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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）

施設見学会（再掲） 区内事業所、市内リサイクル施設などの見学

鶴見区、南区、磯子区、
金沢区、緑区、栄区、
泉区、瀬谷区 地域振興課 
保土ケ谷区 地域協働課

生きものたちの写真展
身近な生きものたちの写真及び標本展示、衛生害虫の
啓発。観音崎自然博物館副館長による講演会「こおろ
ぎ相撲」を実施。

鶴見区 生活衛生課

鶴見川花火大会
鶴見川花火大会を実施し鶴見川の環境保全を呼びかけ。
大会前日には、護岸の清掃をボランティアと実施

（平成19年８月）。
鶴見区 地域振興課

三ツ池公園（文化・環境）フェスティ
バル

区民によるフェスティバル実行委員会が実施。三ツ池
公園の自然を感じながら自然を育むことを目的とし、
フリーマーケットなどを実施（平成19年5月）。

鶴見区 地域振興課

G30こどもエコ劇場

地域の人形劇団とタイアップして、G30をテーマとし
た人形劇等を保育園、幼稚園、小学校低学年生を対象
として実施し、ごみの減量･リサイクルに対する意識を
高める。

鶴見区 地域振興課

保育園児の環境教育事業 市立保育所から出る生ごみを電動ごみ処理機でたい肥
にして野菜や花を育てるなどの環境教育を実施。 鶴見区 サービス課

環境・リサイクル教室
将来を担う子供達に、物の大切さを理解していただく
ため、家庭から出る資源物の出し方及び再利用教室の
実施。

神奈川区 地域振興課

ポイ捨て禁止ポスター 区内小・中学生が描いた、ポイ捨て禁止ポスターを区
内各駅などに掲示（35枚）。 神奈川区 地域振興課

資源循環体験
南浅間保育園で、給食を作る際に発生する生ごみを処
理機で有機肥料にリサイクルし、野菜や花を育て、育
てた野菜を給食で利用することで環境教育を推進。

西区 サービス課

西区もったいない探偵団 子ども対象にごみの減量化やリサイクルの必要性を学
ぶ。リサイクル施設の見学や啓発活動など。 西区 地域振興課

中区G30ジュニア推進委員の育成 小中学生から選出したジュニア推進委員を中心に、学
校のごみの減量化・資源化を推進。 中区 地域振興課

保育園児の環境教育事業 ごみの分別について、ミーオ着ぐるみを使い、幼稚園、
保育園児を対象に環境教育を展開。 南区 地域振興課

生涯学級「ほどがや自然塾」 区民を対象に、「ほどがやの自然再発見」をテーマとし
た、自然に親しみ観察する全６回の講座を開催。 保土ケ谷区 地域協働課

生涯学級「ほどがや自然塾　子ど
も編」

区内在住・在学の小学4 〜 6年生を対象に、保土ケ谷区
に唯一残る田んぼをフィールドとした農業体験（稲刈
り、わら細工づくり）を通じて自然の豊かさにふれあ
う講座を開催。

保土ケ谷区 地域協働課

環境教室事業 区内保育園・幼稚園・小学校で、環境教室を実施
（21回実施、2,090人参加）。 磯子区 地域振興課

道路ふれあい月間「道の日」
イベント

磯子区内中学校生とJR4駅（根岸・磯子・新杉田・洋光台）
での清掃活動、道路適正利用のリーフレット配布、放
置自転車札付け。

磯子区 磯子土木事務所

移動リサイクル実践教室
学校やPTA、子ども会等団体からの依頼に応じて、牛
乳パックから紙すきハガキや名刺を作るリサイクル教
室等の実施（30回実施、2,128人参加）。

磯子区 地域振興課

5 環境教育 5−１　環境教育及び環境学習の促進



137

第
3
部
2 

施
策
一
覧
表

5
環
境
教
育

施策名称 施策内容 担当部署名
（区局事業本部名-課名）

消費生活展・講演会 「風呂敷の包み方」教室（平成19年9月29日） 
地産地消推進イベント実施（平成19年9月30日） 磯子区 地域振興課

リサイクル啓発事業（再掲） 買物袋持参運動キャンペーンの実施
（平成19年11月2日相鉄ローゼン磯子店）。 磯子区 地域振興課

G30こどもサミット ｢ごみの減量化・資源化｣、｢環境問題｣ などについて区
内5小学校の生徒による手作り発表会を実施。 金沢区 地域振興課

G30移動教室 ビデオ教材と資源物を使用した体験形式の講習会を実施。 金沢区 地域振興課

G30ジュニアサポーター
移動教室で興味を持った児童からの個別申請によりサ
ポーター登録し、学校・家庭・地域で啓発の手助けを
行う。

金沢区 地域振興課

G30紙芝居 ｢ごみの減量化・資源化｣ について紙芝居を使い、保育園・
幼稚園を対象に環境教育を実施。 金沢区 地域振興課

ペットボトルロケット大会 ペットボトルロケット大会の実施。 港北区 地域振興課

G30スクール G30の学習や講座を小学校などで開催。 港北区 地域振興課

保育園エコ・キッズ事業

環境教育の一環として、 
①区内全市立保育園（5園）に民間保育園（8園）を加わっ
   た全13保育園で、花を育成し、6つの公園愛護会と協
   働で公園に花を植栽 
②園児による緑のカーテンづくりを行い、収穫物で地域
   の方との交流事業を実施

緑区 サービス課

G30広報啓発活動（再掲）
分別収集品目の徹底を図るため、自治会・町内会、各
種団体への説明会を実施。また、小・中学校でのG30
出前学習会を実施。

栄区 地域振興課

川の環境学習
泉区の地域資源である豊かな水環境を生かし、環境意
識の高揚を図るため、区内小学生を対象に生物観察や
水質実験を行う「川の環境学習」を実施。

泉区 区政推進課

わくわく瀬谷産ごちそうさま！ 地元農家及びJA横浜青壮年部の協力を得て、市民参加
の農作業体験を実施。 瀬谷区 地域振興課

小学校、中学校ボランティア体験 区内小学校の児童、中学校の生徒が公園、河川で愛護
会と共に清掃活動を行い、公共マナーを身につけた。 瀬谷区 瀬谷土木事務所

環境教育「出前講座」
（学校版・地域版）

学校、あるいは地域を対象に本市職員、あるいは本市
の業務に関わりのある人が出向き、事業の紹介を兼ね
た環境に関する講義を実施。

環境創造局 環境活動事
業課

環境教育職員研修 環境創造局職員を対象に、環境教育の必要性とその方
法論に関する研修を実施。

環境創造局 環境活動事
業課

自然観察の森運営事業（再掲）
再掲市民が植物や野鳥、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

京浜臨海部でのトンボネットワー
ク調査（再掲）

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

こどもエコクラブへの支援 こどもたちが、地域の中での環境学習や実践活動を行
えるような支援制度。

環境創造局 環境活動事
業課

環境副読本の作成
（よこはまの環境他）

多様化する環境問題の現状を理解し関心を深め行動を
起こすきっかけとしてもらうために作成し、市内の小
学5年生及び中学1年生に配布。

環境創造局 環境活動事
業課

環境活動情報紙の発行 「よこはま環境伝言板」の発行。 環境創造局 環境活動事
業課
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ズーラシア自然観察会 日本野鳥の会との共催した「ズーラシア自然観察会」。 環境創造局 動物園課
（ズーラシア）

ウィンタースクール ズーラシアの動物たちの飼育作業体験、間近での動物観
察や飼育員からの動物や園のお話を実施。

環境創造局 動物園課
（ズーラシア）

出張講演（出前講座）

【ズーラシア】　スライドやゲームを通し、環境問題や動
物について学習。（出張講演）

【野毛山動物園】　みんなの知らない動物園（出前講座）、
動物園の役割について、国語の事業　など（出張講演）

【金沢動物園】　動物の体の不思議を紹介。（環境学習出
前講座）

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）

職場見学（職業訪問）

【ズーラシア】　動物園の役割と働く様々な人々の仕事
についてディスカッションを通して学習する。（職場見学）

【野毛山動物園】　園内見学。テキストにそって動物園
の役割などの解説。（職業訪問）

【金沢動物園】　園内見学をしながら動物園についての
説明。（職業訪問）

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）

職業インタビュー 【野毛山動物園】　飼育係の仕事についてインタビュー
【金沢動物園】　仕事の内容をインタビューで紹介

環境創造局 動物園課（野
毛山動物園、金沢動物園）

動物園学習 動物や環境問題に対する様々な質問にお答えする。 環境創造局 動物園課
（ズーラシア）

飼育体験

【野毛山動物園】　野毛山動物園の動物たちの飼育作業
体験、間近での動物観察や飼育員からの動物や園のお
話を実施。

【金沢動物園】　金沢動物園の動物たちの飼育作業体験、
間近での動物観察や飼育員からの動物や園のお話を実施。

環境創造局 動物園課（野
毛山動物園、金沢動物園）

動物病院見学ツアー 野毛山動物園の動物病院を見学するツアー。 環境創造局 動物園課
（野毛山動物園）

横浜松坂屋出前ふれあいコーナー 野毛山動物園の小動物とのふれあいコーナーを設置。 環境創造局 動物園課
（野毛山動物園）

野毛山ふんダーランド展 動物たちのふんを展示。 環境創造局 動物園課
（野毛山動物園）

教職員のための動物園活用講座
主に小学校教職員を対象に、 飼育職員の解説と共に園
内を見学しながら、野毛山動物園の効果的な活用、自
然保護等の環境学習に活用できる情報を提供する。

環境創造局 動物園課
（野毛山動物園）

ワシントン条約関連パネル展 は虫類館入口横にワシントン条約関連のパネルを設置。 環境創造局 動物園課
（野毛山動物園）

戸塚高校生物Ⅱ校外学習 戸塚高校3年生の校外学習。 環境創造局 動物園課
（野毛山動物園）

戸部小動物園クラブ 戸部小学校4 〜 6年生 環境創造局 動物園課
（野毛山動物園）

教員の研修会 教職員を対象にした研修会。 環境創造局 動物園課
（野毛山動物園）

林間学校 金沢動物園と金沢自然公園の動物や植物に関する体験
宿泊学習を実施。

環境創造局 動物園課
（金沢動物園）

カブトムシ飼育説明会 小学校教員を対象にしたカブトムシの飼育に関する説
明会を実施。

環境創造局 動物園課
（金沢動物園）
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環境月間事業 6月の環境月間に、環境問題への関心や理解を深めても
らうための啓発事業を実施。

環境創造局 環境活動事
業課

環境教育・環境活動フォーラムの
開催

さまざまな主体による環境行動をつなげ、広げることを
目標としたフォーラムを開催。

環境創造局 環境活動事
業課

環境セミナーの開催 企業の環境関係業務の担当者を対象としたセミナーを開催。 環境創造局 環境活動事
業課

こどもエコフォーラム

児童生徒が自ら行った環境に関する調査や活動の報告
などを発表する場を提供する「こどもエコフォーラム」
を開催。児童生徒の作品の発表を中心とし、環境をテー
マとした音楽演奏や作品の展示、環境NGO団体等の
ワークショップも実施。

環境創造局 環境科学研
究所

横浜市繁殖センター
「科学スクール」

繁殖センターの役割である、希少動物の種の保存、動
物の生態研究などを含めた動物園の役割の講義及び科
学の実験、施設見学を実施。

環境創造局 動物園課
（繁殖センター）

特別公開ブラジルバクの赤ちゃん ブラジルバクの赤ちゃんを特別公開。 環境創造局 動物園課
（繁殖センター）

繁殖センター特別公開 バクやカグー等の動物と繁殖センター施設を特別公開。 環境創造局 動物園課
（繁殖センター）

サマースクール ズーラシアの動物たちの飼育作業体験、間近での動物観
察や飼育員からの動物や園のお話を実施。

環境創造局 動物園課
（ズーラシア）

獣医体験 間近での動物観察や獣医からの動物や獣医の仕事に関
するお話を実施。

環境創造局 動物園課
（ズーラシア）

ナイトズーラシア 夜の動物たちの公開と園内ライトアップを実施。 環境創造局 動物園課
（ズーラシア）

スペシャルナイトズーラシア ナイトズーラシア観覧後、園内施設で宿泊する体験企画
を実施。

環境創造局 動物園課
（ズーラシア）

アースディ・ワークショップ カンムリシロムク保護についてのワークショップを実施。 環境創造局 動物園課
（ズーラシア）

絶滅危惧植物パネル展 絶滅危惧植物のパネル展示。 環境創造局 動物園課
（ズーラシア）

絶滅危惧植物展ワークショップ 自然体験林での植物観察会。 環境創造局 動物園課
（ズーラシア）

オランウータンパネル展 オランウータンのパネル展示。 環境創造局 動物園課
（ズーラシア）

明後日朝顔プロジェクトワーク
ショップ ゾウのふんでペーパー作り。 環境創造局 動物園課

（ズーラシア）

オランウータンの森は今 オランウータンの森のパネル展示。 環境創造局 動物園課
（ズーラシア）

ツシマパネル展 ツシマヤマネコのパネル展示。 環境創造局 動物園課
（ズーラシア）

「きこりになろう」 横浜市茅ヶ崎公園生態園との共同企画。 環境創造局 動物園課
（ズーラシア）

自然体験林で体験活動 自然体験林で動植物に関する体験活動。 環境創造局 動物園課
（ズーラシア）
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動物病院見学会 金沢動物園の動物病院を紹介する見学会。 環境創造局 動物園課
（金沢動物園）

遠足特別メニュー 角や牙などを直接さわり動物の説明を実施。 環境創造局 動物園課
（金沢動物園）

横浜市大課外授業 園内を見学しながら動物の生態について学ぶ。 環境創造局 動物園課
（金沢動物園）

G30推進事業 各種イベントや広報媒体（リーフレットの作成など）
を活用したPRの実施。

資源循環局 減量・美化
推進課

焼却工場見学 小学4年生を対象に、ごみ焼却工場の見学を実施（平成
19年度：337校）。

資源循環局 減量・美化
推進課

G30学習副読本の作成
身近な地域の環境から地球規模の環境問題まで幅広く
学び活動を促すための副読本を作成し、小学４年生へ
配布。

資源循環局 減量・美化
推進課

G30ポスターコンクール 小中学生対象の「ヨコハマはG30 〜ごみの減量・リサ
イクル、きれいなまちに〜」ポスターコンクールの実施。

資源循環局 減量・美化
推進課

G30ひろば等の運営

既存施設を活用した、地域におけるG30普及啓発の拠
点として平成19年9月に「G30ひろば つづき」（利用
者数2,793人）と「リサイクルひろば港南」（同635人）
を開設・運営。

資源循環局 資源政策課、
都筑工場、港南事務所

水と緑の防衛隊 
〜道志水源かん養林下草刈ツアー

水源、森林の大切さを学ぶため、道志村の水源林で下
草刈りの作業を体験。 水道局 総務課

水道記念館施設見学

小学校の施設見学会を通じ、日本で最初の近代水道で
ある横浜水道創設の歴史及び現在の水道の姿を説明し、
子供たちに有資源である水への保全意識を啓発（平成
19年度実施小学校数　91校、見学者数　8,084人）。

水道局 総務課

出前水道教室

水道事業について理解を深めてもらうため、地域サービ
スセンターの職員が小学校を中心に出向き（主に小学4
年生を対象）、実験を中心に水源から蛇口まで水道全般
をわかりやすく説明（平成19年度参加者：12,284人）。 
また、社会人を対象にして、希望のあった団体に出向
いて水道全般について説明する水道講座も開催。

（2回開催56名）。

水道局 お客さまサービス
推進部サービス推進課

浄水場施設見学

社会科カリキュラムの一環として、小学４年生を対象
に、水道水がどのようにつくられているのか、浄水場
の見学を実施。一般の方に対しても実施（平成19年度
見学者数：16,718人）。

水道局 各浄水場

親子水道水質教室

水道水質に関する市民啓蒙活動の一環として、特に水
道水の浄水工程の実験を通して本市水道水の安全性及
び水源環境の重要性について理解と認識を高めること
を目的として市内在住の親子を対象にして、夏休み期
間中の一日を利用して実施（平成19年度：52組104人）。

水道局 水質課

子どもアドベンチャー 市内の児童・生徒を対象に、身近な「環境」体験の場
を提供。

教育委員会事務局 生涯
学習課 環境創造局 各課
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5−2　市民・事業者の環境活動の促進

施策名称 施策内容 担当部署名
（区局事業本部名-課名）

鶴見クリーンキャンペーン
区内の企業・団体等に一斉清掃活動を呼びかけ、ごみ袋・
軍手の配布、ごみの収集など活動支援の実施（545団体
参加）。

鶴見区 地域振興課

ポイ捨て禁止キャンペーン 鶴見駅周辺におけるポイ捨て禁止の啓発活動。 鶴見区 地域振興課

G30のさらなる推進

G30目標達成のため、区民、事業者、行政の協働をさら
に深め、一体となって取り組みを推進。 
※家庭ごみ削減率は39.9％（対平成13年度比）で、
   市内18区中第１位。

神奈川区 地域振興課

わが町かながわマナー違反
一掃作戦

自治会町内会・学校・各種団体・企業・商店などと連
携して、ポイ捨てや違法駐輪・駐車違反などの一掃に
よるまちの美化の取組を推進。 

《実績》 
実施日：平成19年9月27日（木） 
参加者：64団体、766人 
ポイ捨てごみ回収量：890Ｋｇ、放置自転車・バイク撤
去台数：121台、違法駐車取り締まり件数：19件

神奈川区 地域振興課

不法投棄防止事業 警備会社による夜間監視パトロールの実施(年4回）。 神奈川区 地域振興課

美化・リサイクル功労者表彰 区内で街の美化・リサイクルの推進に功労のあった個
人・団体を表彰。 神奈川区 地域振興課

不法投棄・ポイ捨て防止事業 美化推進員などによる不法投棄・ポイ捨て防止キャン
ペーン等の広報活動ほか。 神奈川区 地域振興課

出前授業（緑花大作戦）
様々な機会を捉え、小学校に公園に関する出前授業及び
公園における体験学習を実施。 

（宮谷小学校、西前小学校、浅間台小学校）
西区 西土木事務所

公園における事業者の協力による
緑化、美化

事業者の協力による、花壇の花植えの実施（3公園）。 
事業者の協力による、遊具の落書き除去。 西区 西土木事務所

市街地清掃事業 駅周辺を市民協働で清掃、ポイ捨て防止啓発活動を実施。 西区 地域振興課

路上違反広告物追放 各関係機関と連携による違反広告物などの除去。 西区 地域振興課

不法投棄防止事業 警備会社による夜間監視パトロールの実施。 西区 地域振興課

西区全域のクリーンアップ 町内会主催の清掃活動の実施。 西区 地域振興課

大岡川クリーンキャンペーン 大岡川観音橋〜弘明寺前田公園の清掃活動
（平成18年9月、11月、平成19年3月）。 南区 地域振興課

ゴミネッサンス賞
G30行動の地域での成果を区全体の運動へと発展させ
るため、積極的に取り組んでいる個人や団体を表彰し、
また、その活動報告を行う発表会を開催。

保土ケ谷区 地域協働課

市街地「関内地区」植樹帯清掃業
務委託 関内駅周辺の美化清掃活動。 中区 地域振興課

市街地清掃活動支援 地域を越えたボランティアグループによる定期清掃活動
の実施。 中区 地域振興課

区内一斉清掃 地域住民、地域団体、ボランティア団体、事業者などの
参加による区内全域一斉清掃活動。 中区 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）

もったいない運動推進事業 環境意識向上のため、もったいない精神の啓発事業を実
施。「暮らしの中のもったいない」冊子改訂版発行。 旭区 地域振興課

街の美化運動事業 地域清掃活動の実施・支援、ごみのポイ捨て禁止PR活動。 旭区 地域振興課

美化・リサイクル功労者表彰 区内で街の美化・リサイクルの推進に功労のあった個人・
団体を表彰。 旭区 地域振興課

街きれい金沢推進活動 啓発物品の配布（地域清掃用ごみ袋）・定期清掃支援・
空閑地対策等。 金沢区 地域振興課

平潟湾クリーンアップキャンペーン 平潟湾クリーンアップキャンペーン実行委員会との協
働による平潟湾の清掃活動。 金沢区 地域振興課

街の朝シャン 駅周辺を市民協働で清掃、ポイ捨て防止啓発活動を実施。 港北区 地域振興課

新横浜定例清掃 新横浜駅周辺、横浜アリーナ周辺の清掃を地元企業や
町内会の参加により実施。 港北区 地域振興課

愛護会（公園・水辺）活動の支援 公園や水辺の環境を良好に保つため、公園愛護会や水
辺愛護会などの活動を支援。 緑区 緑土木事務所

ハマロードサポーターとの協働
ボランティア活動として身近な道路の清掃や美化活動
等を行う「ハマロードサポーター」への参加を促すPR
活動を各種団体に対して実施。

緑区 緑土木事務所

キャンドルナイトinさかえ（再掲） 地球温暖化防止の啓発等を目的として、ボランティア
との協働により、キャンドルナイトイベントを実施。 栄区 地域振興課

水辺の美化推進（再掲） 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・緑うるおい事業 水辺環境の保全や緑の保護育成（平成19年度終了）。 泉区 地域振興課

泉区民の緑環境を守るみちしるべ
区民・地域、地権者と区役所が協働で取り組む「泉区
らしい緑環境」を守る活動を支援いくための泉区独自
のしくみづくり。

泉区 区政推進課

泉区環境フォーラム2007
11月20日に、泉区内で環境活動に取り組む団体のパネ
ル展や活動紹介、森の保全活動を行っているC.W.ニコ
ル氏による講演会を開催。

泉区 区政推進課

瀬谷区生き生き区民顕彰

文化・スポーツ・福祉・環境保全その他の分野におい
て活動を行った個人・団体（瀬谷区民）を表彰する制度。 
＜環境美化活動＞個人2名・1団体＜その他の分野＞5団
体・個人6名

瀬谷区 総務課

水と緑のまちづくり事業

瀬谷区の身近な水と緑の環境と愛護会・森づくりボラ
ンティアの取組を広く区民に伝えるため、「環境展（パ
ネル展）」の実施。「せや水緑通信」の発行、「水と緑の
せや・写真館ホームページ」の運営などを実施。

瀬谷区 区政推進課

中学校総合学習
区内中学校の生徒が土木事務所の業務の体験学習を実施。
道路、公園の管理等について学習。卒業生による公園
清掃も実施。

瀬谷区 瀬谷土木事務所

中小企業のISO14001認証取得支
援事業

市内中小企業者のISO14001認証取得を、市民コンサ
ルタントが支援。企業数社がグループを形成して取得
するタイプと、1社単独で取得するタイプ。

地球温暖化対策事業本部 
地球温暖化対策課

グリーン購入普及事業
環境経営の第1歩であるグリーン購入を普及するため、
市内のグリーン購入ネットワーク会員企業と連携して、
各種普及啓発事業を実施。

地球温暖化対策事業本部 
地球温暖化対策課　　
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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）

環境地域拠点(RCE)の推進 国連大学から認定を受けた「地域拠点」(RCE)において、
「持続可能な開発のための教育」(ESD)を推進。 環境創造局 環境政策課

市民による里山育成事業（再掲）
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

環境教育・環境活動フォーラムの
開催（再掲）

さまざまな主体による環境行動をつなげ、広げること
を目標としたフォーラムを開催。

環境創造局 環境活動事
業課

環境保全活動団体助成 市内で環境保全活動を行う市民団体に対する助成金の
交付。

環境創造局 環境活動事
業課

横浜環境活動賞 環境保全に功績のあった市民団体・企業等を表彰。 環境創造局 環境活動事
業課

環境活動情報紙の発行（再掲） 「よこはま環境伝言板」の発行。 環境創造局 環境活動事
業課

環境ボランティア“参観日”

環境保全活動団体で会員を増やし組織拡大をしたい団
体と、環境保全のボランティアをやりたい人をマッチ
ングさせ、団体の活動を体験したうえで活動に参加し
てもらい、担い手を増やしていく。同様に企業と団体
とのマッチングも行う。

環境創造局 環境活動事
業課

団体設立ノウハウ研修
環境学習を地域で普及・啓発する活動者を育成。研修
終了後は、修了者により活動団体へと組織化、自立化
を支援。

環境創造局 環境活動事
業課

環境まちづくり協働事業 環境に配慮したまちづくり事業で、事業効果が高まると
考えられる事業を選考し、役割分担を明確にして実施。

環境創造局 環境活動事
業課

経済の新たな担い手創生事業
（中小企業への環境配慮型経営・
事業展開への取り組み誘導）

①Y-ES・環境マネジメントシステム・スタンダードの
普及展開
中小企業向けの環境マネジメントシステムである「Ｙ
－ＥＳ（ヨコハマ・環境マネジメントシステム・スタ
ンダード）」を市内の中小企業に普及させ、環境に配慮
した企業の取組を支援。
②環境重視型経営を目指すモデル企業の創生とその施
策の普及
市内中小企業の環境配慮型経営・事業展開を定着させ
ることを目的として、改善・改良活動を含め、環境経
営導入や取組改善の支援を実施。

経済観光局 経営・創業
支援課

不法投棄防止事業 警備会社による夜間監視パトロールの実施。 資源循環局 減量・
美化推進課

「河川愛護月間」PR啓発事業 市民・行政による河川・水路の清掃活動、広報啓発活動。 環境創造局水・
緑管理課

ハマロードサポーター（再掲）
身近な道路の清掃や美化活動を地域のボランティア団
体が行い、その活動が円滑に行われるよう行政が支援
する道路の里親制度を実施。

道路局 管理課

道志水源林ボランティア事業

横浜の水源である山梨県道志村の民有林を水源かん養
機能の高い森林に再生するため、市民ボランティアの
自主的組織「道志水源林ボランティアの会」と協働し
て間伐等の森林整備作業を実施

（平成19年度参加人数：1,294人）。

水道局 浄水課
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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）

青葉区総合庁舎におけるESCO事
業の導入

「横浜市ESCO事業者提案審査委員会」の審査により、
最優秀事業者を選定し、事業者による詳細診断（各設
備の詳細調査、光熱水費等ベースラインの計測、運転
方法に関するヒアリング）を実施。

青葉区 総務課
（予算調整係）

青葉区役所省エネルギー行動 より一層の節電を進めるために、執務室等の電球の間
引きを実施。

青葉区 総務課
（庶務係、予算調整係）

ISO14001認証取得
環境マネジメントシステムの国際規格である
ISO14001を市の全組織で認証取得し、継続的な環境負
荷の低減及び環境保全・創造の推進に活用。

地球温暖化対策事業本部 
地球温暖化対策課

市役所ごみゼロの推進

市区庁舎内ごみの発生抑制、各施設における資源物の
分別とリサイクルを推進するため、
・各所属、各施設にごみゼロ推進委員を任命し、ごみの
  出し方、分け方などを徹底。 
・約1,400の市の施設において、一括でごみの収集を行う
  「ルート回収」の実施。

資源循環局 事業系対策課

再資源化施設の積極的活用

水道工事時に発生したアスファルト廃材等を再利
用するため、民間等の再資源化施設を積極的に活
用（再生アスファルト合材使用量120,163トン、再生
路盤材使用量93,343トン）。　 
水道工事時に発生した建設発生土を埋め戻し用土として
利用するため、民間改良プラントを積極的に活用。

水道局 給水課

5−3　市役所の環境保全に向けた自主的な取組の推進
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