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平成 24 年度
新たな「横浜市環境管理計画」取組実績報告書
（年次報告書速報版）

平成 25 年９月
横 浜 市

はじめに
本報告書は、平成 23 年４月に策定した「新たな『横浜市環境管理計画』
」
（以下「計画」と
いう。）に基づく環境施策・事業について、平成 24 年度の進捗状況の概要を取りまとめたも
のであり、本計画に掲げた目標の進捗状況を把握し、点検・評価をすることで、今後の本市
の環境行政の推進に資するものとします。
本編の構成は、本計画の「総合的な視点による基本政策（第５章）
」
、
「環境側面からの基本
施策（第６章）
」の各施策の柱ごとに取りまとめています。併せて今後の推進に向けた課題や
平成 25 年度以降の主な取組予定についても記載しています。
なお、横浜市の環境の状況を中心に、市民に分かりやすく簡潔にまとめた年次報告書「横
浜の環境」は、平成 25 年 12 月ごろに公表する予定です。
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新たな「横浜市環境管理計画」の概要

横浜市は、平成 22 年３月及び同年 12 月の環境創造審議会からの答申を踏まえ、平成 23 年
４月に「新たな『横浜市環境管理計画』
」を策定しました。本計画は、地球温暖化対策、豊か
な生物多様性の実現を重視し、地域社会や、経済、まちづくりなどの視点から、環境行政を
総合的に推進するための計画です。

(1) 本計画の役割
環境行政を総合的に推進
これまでの環境行政は、個々の制度等に基づき施策が進められ、施策の対応も組織体
制からの縦割りになっていました。この縦割りでの対応をなくし、総合的・横断的に環
境行政を進めることが、本計画に求められている役割の一つです。
市民に分かりやすく環境の状況をみせる
本計画は、横浜の環境への取組を市民や企業の方々が理解し、関心を持っていただく
ことを主眼としています。行政の視点に偏らず、市民の皆さまに分かりやすい内容・表
現とします。
プロセス管理を基軸に据える
これまでの環境管理計画の進捗管理は、施策の取組状況を把握するに留まり、施策の
評価、市民へのフィードバックを含め、十分ではありませんでした。そこで、本計画で
は、プロセス管理を基軸に据えて、具体的な進捗管理の方法などを明確に示します。

(2) 横浜市が目指す将来の環境の姿
・あらゆる環境技術の導入やライフスタイルの変革などにより、温室効果ガスの排出が
大きく削減している低炭素なまち
・郊外部だけでなく、都心臨海部においても身近に多様な生き物を感じられる、水とみ
どり豊かな自然環境があるまち
⇒

これらの環境への取組が、横浜の経済の活性化、まちの魅力づくりなどに大きく
貢献しています。

(3) 本計画の計画期間
・中長期的な視点での目標
横浜市基本構想（長期ビジョン）と合わせた平成 37（2025）年度まで
・事業の実施に関する視点での目標
横浜市中期４か年計画と整合した平成 25（2013）年度まで
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(4) 総合的な推進を重視した施策展開

２

環境行政のプロセス管理

(1) 目的
本計画の実効性を確保し、環境行政の継続的な進化を図るため、環境施策の取組状況を
把握するとともにその効果を検証し、個々の取組の評価と総合的な視点での提案をさらな
る推進や新たな展開につなげます。

(2) 実施方法
横浜市環境管理計画推進会議など、庁内の関連会議で環境施策の取組状況を自ら点検・
評価するとともに、環境創造審議会基本政策部会において外部からの点検・評価を実施し、
提言をいただきます。

(3) 実施内容
本計画を着実に推進するため、個々の施策の取組状況の把握に留まらず、外部からの点
検・評価、次年度以降の取組への反映などを行う進行管理を行います。また、計画策定以
降の動向に対応するため、東日本大震災を受けて新たに認識すべき課題や、現行の計画の
先を見据えたこれからの本市の環境行政のあり方の検討を併せて進めます。
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【平成 25 年度

作業フロー】

① 点検・評価の実施

・各事業の所管課が、前年度の取組状況を自ら点検・評価（４月）
※４月以降は必要に応じて個別にヒアリング等を実施し、進捗状況を把握

② 前年度の取組実績の取りまとめ

・環境創造局政策課で、前年度の取組実績報告書を作成（５～８月）
・庁内で内容の確認・調整（７～８月）

③ 市民アンケートの実施

・環境に関する総合的なアンケート調査を実施（７月）

平成 24 年度取組実績報告書（年次報告書速報版）の公表（９月）

今回

④ 環境創造審議会基本政策部会での審議

＜審議内容＞
・取組実績、市民アンケートをふまえた本市の環境施策に対する総合的な評価・提案
・これからの環境行政への答申
など

⑤ 次年度以降の取組への反映

・行政自らの点検・評価結果や審議会からの緊急的に対応が必要な取組に関する提案等
に基づき翌年度の予算案編成作業を実施
・必要に応じて、随時、事業等の見直しを実施

⑥ 「横浜の環境」の作成 （環境管理計画年次報告書）

・環境の状況を中心に、市民に分かりやすく簡潔にまとめた報告書を作成（～12 月）

「横浜の環境」（年次報告書）の公表（12 月頃）
事業の実施（通年）
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平成 24 年度の主な取組実績

(1) 取組実績の見方
施策の柱ごとに、本計画の構成に沿って取組実績をまとめました。
【各項目の見方】
総合評価
⇒

施策の柱ごとに平成 24 年度の主な取組実績や個々の評価を総括し、市としての自己評
価を文章で記載しています。併せて、今後の取組方針を記載しています。
なお、第６章の環境側面からの基本施策の評価にあっては、可能な限り第５章の総合

施策の柱である「人・地域社会」「経済」「まちづくり」の視点に基づいて記載していま
す。
2025(平成 37)年度までの環境目標
⇒

本計画で設定した柱ごとの環境目標を記載しています。

2013(平成 25)年度までに実施・着手する主な取組
⇒

本計画に示す「2013 年度までに実施・着手する主な取組」を記載しています。

2013(平成 25)年度までの取組方針
⇒

本計画に示す「2013 年度までの取組方針」を記載しています。

2012(平成 24)年度の主な取組実績と今後の予定
⇒

本計画に掲げる主な取組について、2012（平成 24）年度の取組状況を中心に、今後の

課題や 2013（平成 25）年度の取組予定を記載しています。
なお、本計画で【再掲(p.●参照)】としている取組は、メインとなる箇所（p.●の箇
所）で取組を整理し、記載しています。
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(2) 施策の柱ごとの取組実績
次ページ以降に、以下の施策の柱ごとの取組実績を示します。また、横浜市が平成 24 年
度に実施した主な取組をクローズアップし、トピックスとして紹介しています。
【総合的な視点による基本政策】
・環境と人・地域社会 ................................................. 6 ページ
・環境と経済 ........................................................ 10 ページ
・環境とまちづくり .................................................. 14 ページ

【環境側面からの基本施策】
・地球温暖化対策 .................................................... 19 ページ
・生物多様性 ........................................................ 24 ページ
・水とみどり ........................................................ 29 ページ
・食と農 ............................................................ 33 ページ
・資源循環 .......................................................... 36 ページ
・生活環境 .......................................................... 39 ページ

【トピックス】
・「ヨコハマｂフェスティバル 2012」の開催 ............................. 9 ページ
・スペイン国バルセロナ市との覚書締結 ................................ 13 ページ
・「横浜つながりの森」構想の策定 ..................................... 28 ページ
・「マイボトルスポット」の拡大 ....................................... 38 ページ
・リオ＋２０での「環境未来都市・横浜」アピール ...................... 46 ページ
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総合的な視点による基本政策（第５章）

環境と人・地域社会
～横浜型のエコスタイルを実践する人と環境とのきずなが生み出す地域の活力～
総合評価
平成 24 年度は、
「ヨコハマｂフェスティバル 2012」や「ヨコハマ環境行動フェスタ 2012」
など、環境問題への関心を高め、楽しみながら環境行動を実践するきっかけを創出しました。ま
た、
「横浜環境活動賞」や「ヨコハマｂデイ」の取組を通じて、地域で様々な環境保全の取組を積
極的に行っている市民や企業、団体の交流を深め、環境活動のネットワークづくりを展開しまし
た。これらの取組を通じて、人々の出会いや環境活動の輪を広げ、人と地域社会の関わりを深め
ました。
今後も引き続き、市民や企業、団体の環境活動を様々な形で支援していきます。また、横浜の
身近な自然環境とふれあい、恵みを感じられる機会を一層充実させていくとともに、市民が日常
生活の中で自然や生きものに関心を持ち、楽しみながら環境行動を実践する“横浜エコライフス
タイル”の定着を後押ししていきます。

2025(平成 37)年度までの環境目標
►多くの市民が、子どものころから横浜の里山、川、海とのふれあいを体験する機会を持ち、自
然環境と地域の文化などの関わりを大切にする横浜型のエコスタイルが日常生活に定着してい
ます。企業は、事業活動に伴う環境負荷の低減に取り組むとともに、環境改善につながる技術
開発や地域活動を積極的に実施しています。
►地域活動が、様々な年代の市民が参加して熱心に行われ、身近な公園や川、樹林地、農地など
を地域の力で維持しています。
►里山や公園、水辺の保全などの活動団体の取組が広がり、団体同士や、多くの市民や企業との
ネットワークが形成され、市域全体での取組となっています。

2013(平成 25)年度までに
実施・着手する主な取組

取組方針

(1)

人と環境とのきずなづくり

・多くの市民が、身近にある横浜の自然・資源などを訪れ、
その恵みを感じられるようにします。

(2)

企業の環境行動

・市内の多くの企業が、主体的に地域との連携などにより
環境行動を推進することができるよう取組を展開します。

(3)

環境活動のネットワーク
づくり

・活発な活動を実践している団体や企業と地域の結びつき
により、環境行動の輪をより一層広げていきます。
・積極的な活動を進めている企業や団体の取組を応援しま
す。

(4)

「学び」の輪づくり

・多くの市民や企業が参画し、環境の学びの輪を広げ、さ
らに、行動力の発揮につながる取組を展開していきます。
・関心の度合や活動内容など、個々のニーズに合った、楽
しみながら学べる「学び」の場づくりを進めます。

(5)

横浜市役所環境行動宣言
による取組の推進

・市役所の各職場の運営や業務の推進において環境が重視
され、職員一人ひとりが積極的な環境行動を進めること
で、市民や企業の環境行動をリードします。
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2012(平成 24)年度の主な取組実績と今後の予定
(1)人と環境とのきずなづくり
①環境に関する広報
・市内で行われるイベント情報や、市内で環境活動に取り組む企業や団体を環境創造局のポー
タルサイト「エコぽると」で横断的に広報しました。また、環境施設を紹介するコーナー「行
ってみよう！」を新規開設し、市民の皆様が気軽に環境施設を検索できるようにしました。
②多岐にわたる分野とのコラボレーションの推進
・
「ヨコハマｂフェスティバル 2012」
（平成 24 年 10～11 月）を通じて、企業やメディア・写真・
アートをテーマにした団体など、多岐に渡る分野と連携を図りました。
・インド・ハイデラバードで開催された生物多様性条約第 11 回締約国会議（ＣＯＰ11）
（平成
24 年 10 月）において、国連大学高等研究所を通じて、本市の生物多様性の取組を発表しました。
・パシフィコ横浜で開催された国内最大級の写真関連の祭典「ＣＰ＋2013」
（平成 25 年１～２
月）に、本市の生物多様性の取組を出展しました。
・パシフィコ横浜で開催された里山イベント「Forest For Rest SATOYAMA へ行こう SATOYAMA
movement in YOKOHAMA」
（平成 25 年３月）に出展及び後援を行いました。
③横浜版エコツーリズム等観光需要の取り込み【再掲（p.12 参照）】

(2)企業の環境行動
①企業の環境行動の表彰制度、②企業の環境行動の広報、③企業とのコミュニケーション
・市内企業による環境活動をより活性化していくため、
「横浜環境活動賞」として「大賞」１企
業、
「実践賞」８企業を表彰しました。
・今後も引き続き、本制度による企業の環境活動の広報を行うとともに、制度の周知を図って
いく必要があります。

(3)環境活動のネットワークづくり
①環境行動フェスタの開催
・平成 24 年 11 月にクイーンズスクエア横浜など
で「ヨコハマ環境行動フェスタ 2012」を開催し、
生物多様性の保全や地球温暖化対策など、楽しみ
ながら環境行動について学ぶことができる機会を
創出しました（来場者数：約 4,500 人）
。
②連携・交流のプラットフォームづくり
・生物多様性に関連した事例発表などを行っても
らう場として、
「ヨコハマｂデイ 2012・秋」（平成
ヨコハマ環境行動フェスタ 2012
24 年 10 月）及び「ヨコハマｂデイ 2013・春」
（平成 25 年３月）を開催し、様々な企業・団体に環境活動の取組を報告していただきました。
③活動団体への活動支援
・平成 24 年度は、環境保全活動助成金に基づき 11 団体を支援しました。また、
「横浜環境活動
賞」として、22 企業・団体を表彰しました。
・今後も引き続き、これらの制度について周知を図っていくとともに、制度の活用による支援
を通じて企業や団体どうしの横のつながり・交流を進めていきます。
H23 年度

支援団体数

H24 年度

8 団体/年

11 団体/年

（環境保全活動助成金）

（環境保全活動助成金）

11 団体/年

22 団体/年

（横浜環境活動賞）

（横浜環境活動賞）
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H25 年度
【目標】
20 団体（累計）

④愛護会などの支援
（公園愛護会）
・市内の公園で清掃や美化活動を自主的に行う公園愛護会
へ物品や技術、愛護会費を支援しました。
・今後は、活動の継続性を高め、小学校との連携強化など
世代間交流の促進を図る必要があります。
（ハマロードサポーター）
・地域の身近な道路の清掃や美化活動を行うハマロード・
サポーターの取組を支援しました。
（水辺愛護会）
公園愛護会による花壇づくり
・地域の河川や水辺施設の清掃や美化活動を行う水辺愛護
会の取組を支援しました。愛護会が相互に情報交換を行う交流会では、生物多様性や平成 24
年７月に策定した「横浜つながりの森」構想について説明し、愛護会の活動の大切さを再認識
していただくなど水辺愛護精神の高揚を図りました。
・今後も引き続き、交流会を開催し、交流内容を充実化していくとともに、愛護会の活動エリ
アを広げていきます。
H23 年度
公園愛護会 団体数
ハマロードサポーター 団体数
水辺愛護会 団体数

2,397 団体
324 団体
90 団体

H24 年度
2,405 団体
347 団体
93 団体

H25 年度
【目標】
2,430 団体
300 団体
100 団体

⑤地域での環境行動の推進【p.47～51 を参照】

(4)「学び」の輪づくり
①ヨコハマ・エコ・スクール（YES）の展開、②出前講座【再掲（p.25 参照）】
③自然環境などの地域資源を活用した体験プログラム
・市民団体と連携し、青少年向け自然社会体験イベントを実施しました（参加者数：2,214 人）
。
・社会資源等を活用した体験プログラムを実施しました（参加者数：1,400 人）
。
・今後も引き続き、自然環境を楽しみながら学べる青少年向けイベントを実施します。
H23 年度
青少年の自然・社会体験
プログラム参加人数

1,853 人/年

H24 年度
3,614 人/年

H25 年度
【目標】
3,000 人/年

④環境教育実践推進校
・平成 24 年度は、新規校９校を含む 12 校を環境教育実践推進校に指定しました。
・平成 25 年度は、新規校３校を含む 12 校を環境教育実践推進校に指定する予定です。また、
環境教育研修会やエコフォーラム等で本取組を発信していきます。

環境教育実践推進校
指定校数

H23 年度

H24 年度

H26 年度
【目標】

35 校（累計）

44 校（累計）

56 校（累計）

⑤動物園等における環境教育【再掲（p.27 参照）】

(5)横浜市役所環境行動宣言による取組の推進
・
「横浜市役所環境行動宣言」を踏まえ、各職場の運営・業務における環境行動目標を策定し、
これに基づき、各職場で 1 年間環境行動を実施しました。
►各職場における環境行動目標の策定（５月）
►各職場にて関連する環境法令等の把握、順守状況の確認（６月）
►部課長級職員の e ラーニング受講（受講率：82％）
、課内研修（８～10 月）
►内部監査（自己チェック・書面監査・ヒアリング・結果報告）（11～３月）
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トピックス
「ヨコハマｂフェスティバル 2012」を開催しました！！
横浜市では、平成 24 年 10 月から 11 月にかけて「ヨコハマｂフェスティバル
2012」を開催しました。
「生物多様性自治体ネットワーク総会」や「ヨコハマ環
境行動フェスタ 2012」
、
「生物多様性全国ミーティング」など、生物多様性に関
する講演や学習、交流等を行う主体の異なるイベントを集中的に開催し、生物多
様性に関する認知を高め、関連する活動の活性化を目指しました。さらにこの
キャンペーンを通じて、横浜市内の市民・企業・教育機関・行政等による生物多
様性の取組を広く発信しました。
≪ヨコハマｂフェスティバル 2012 での主なイベント≫
生物多様性自治体ネットワーク総会
・生物多様性ミニフォーラム

ヨコハマ環境行動フェスタ 2012
/こどもエコ活。大作戦！･結果発表会

生物多様性について自治体の果たすべき役割や将来像の
情報共有のため、基調講演や会員自治体の取組事例報告を
実施。
【日時】平成 24 年 11 月 3 日(土)10：40～12：00
【会場】一般社団法人みなとみらい 21 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑ

生物多様性の保全や地球温暖化対策など楽しみながら環境
活動について学ぶステージイベントや体験型ブースを開
催。
【日時】平成 24 年 11 月 3 日(土)11：00～17：30
【会場】クイーンズスクエア横浜

ヨコハマｂデイ 2012

第２回生物多様性全国ミーティング

基調講演、横浜での取組の事例発表、映像、そして誰でも
参加できるワークショップ。横浜のいのちのつながりにつ
いて考えるきっかけとなるようなイベントを開催。
【日時】平成 24 年 10 月 27 日(土)13：00～17：00
【会場】横浜情報文化センター 情文ホール

国連生物多様性の 10 年日本委員会（UNDB-J）に参画してい
るセクターが、各事業の紹介、ワークショップなどを行い、
生物多様性に関する意見交換を実施。
【日時】平成 24 年 11 月 3 日(土)13：30～17：30
【会場】はまぎんホール・ヴィアマーレ
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環境と経済
～環境分野をﾂｰﾙ・ﾌｨｰﾙﾄﾞとした新たな展開による、市内経済の活性化と地域のにぎわいづくり～
総合評価
平成 24 年度も引き続き、
『横浜市中小企業振興基本条例』の趣旨に基づき、市内中小企業の省
エネ・節電に資する設備投資への助成や大手企業及び大学との技術連携などの支援を行いました。
平成 23 年に設立した「横浜水ビジネス協議会」の取組では、海外上下水道関係者と会員企業
のビジネスマッチングや、技術研究に関する覚書締結など、公民連携による水ビジネスの国際展
開が本格的に進みました。
「横浜スマートシティプロジェクトフォーラム」や「Smart City Week 2012」など、スマー
トシティに関する国際会議やセミナーを開催し、市内経済の活性化を図るとともに、横浜の低炭
素技術を生かしたシティプロモーションに取り組みました。
今後も引き続き、市内中小企業の省エネ・節電対策への支援や、水ビジネスの国際展開を進め
るとともに、平成 24 年に策定した「横浜つながりの森」構想に基づき、横浜の環境資源を生か
したエコツーリズムを展開し、シティプロモーションへとつなげていきます。

2025(平成 37)年度までの環境目標
►環境分野の技術・商品による経済活動の活発な展開により、市内経済の活性化が進み、環境分
野の取組のさらなる普及・促進につながっています。
►市内企業の環境分野への関心の高まりを応援し、支える取組を幅広く展開しています。
►横浜の地域資源の活用によるエコツーリズムや環境技術・ノウハウの蓄積等の新たな展開が、
横浜のシティプロモーションにつながっています。

2013(平成 25)年度までに
実施・着手する主な取組

取組方針

(1)

環境分野における需要の
創出を通じたビジネス
チャンスの拡大

・市内中小企業への省エネ・環境経営の普及啓発を推進しま
す。
・家庭や民間施設、公共施設等における環境配慮型機器、設
備等への転換をサポートすることにより需要を創出し、ビジ
ネスチャンスを提供します。

(2)

低炭素社会に向けた
市内企業の技術革新
（イノベーション）推進

・環境分野における市内中小企業のイノベーションに向けた
取組を支援し、成長を促進します。
・環境関連企業の市内への誘致を推進します。

(3)

地域資源を活かした
シティプロモーションの
展開

・里山や歴史的景観など地域資源を活かしたニューツーリズ
ム振興の一環として、地域の環境資源を活かしたエコツーリ
ズムを展開し、横浜のシティプロモーションにつなげます。

(4)

環境ビジネスの海外での
戦略的な展開

・急速に拡大する新興国等での水ビジネスをはじめとするこ
れまで横浜で培ってきた環境に関する技術・ノウハウを活か
したビジネスを、公民連携により、新興国をはじめとした海
外に向けて展開し、世界の環境対策に貢献します。

(5)

新興国等での都市開発に
合わせた環境対策の支援

・これまで横浜で培ってきた環境や都市づくりに関する技術・
ノウハウを活かして、新興国等における都市課題の解決を支
援し、世界の環境対策に貢献します。
・国内外で連携した取組を展開します。
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2012(平成 24)年度の主な取組実績と今後の予定
(1)環境分野における需要の創出を通じたビジネスチャンスの拡大
①横浜スマートシティプロジェクトの推進【再掲（p.20 参照）】
・横浜スマートシティプロジェクト（ＹＳＣＰ）の取組を市内中小企業等に発信するとともに、
ＹＳＣＰ参加企業と市内中小企業等の交流の機会（ビジネスマッチング）として、ＹＳＣＰフ
ォーラムを開催しました（平成 24 年７月）。
②住宅用太陽光発電設備等の普及促進【再掲（p.21 参照）】
③電気自動車（EV）の普及促進【再掲（p.21 参照）】
⑤省エネアドバイザー派遣
・市内中小企業に省エネルギーの専門家を技術アドバイザーとして派遣し、生産設備、ビル設
備等の省エネアドバイスや省エネに係る計画の策定支援を行いました（技術アドバイザー派遣
件数：147 件）
。
⑥公共施設の温暖化対策、省エネ対策の推進
・平成 24 年度は、市内の防犯灯約 18 万灯のうち、6,652 灯へＬＥＤを導入しました（21 年度
からの累計は 26,303 灯）
。
・平成 24 年度は、市内の商店街街路灯 169 基を高効率化しました。
・公共施設における既設の太陽光発電システムの蓄電池や太陽光発電ＬＥＤ照明灯のコントロ
ーラーを交換しました。
⑦脱温暖化モデル事業の実施【再掲（p.17 参照）】
⑧既存住宅のエコリフォームの推進【再掲（p.18 参照）】

(2)低炭素社会に向けた市内企業の技術革新（イノベーション）推進
①横浜グリーンバレーの推進【再掲（p.20 参照）】
②中小企業研究開発促進事業（ＳＢＩＲ）
・新技術・新製品開発に取り組む市内中小企業に対して、研究開発や販路開拓に向けた支援を
実施しました。環境分野における新技術・新製品開発の開発については、新規参入を目指す事
業者を支援するために技術導入に係る経費を助成対象に加えたほか、重点枠として有利な条件
で支援しました。
（新規研究開発助成件数：11 件、販路開拓支援認定件数：１件）
③中小製造業経営革新促進助成（ＣＯ2 削減に資する設備投資助成）
・生産設備等の省エネルギー化を推進するため、中小製造業設備投資等助成の対象のうち、省
エネ・節電に資する設備投資については助成率を最大 40％（低炭素ものづくり促進事業として）
上乗せし、経費の一部を助成しました。
（助成件数：41 件）
・平成 25 年度は、中小製造業者や工業団体からの要望をふまえ、助成対象地域を工業系用途地
域以外へ拡大するとともに、リースによる投資を対象に加えました。
④ものづくり支援コーディネート事業
・技術の知識や業界とのネットワークを持つ大手企業のＯＢをコーディネーターとして市内中
小企業等に派遣し、中小・大手企業や大学との技術連携や技術移転等を進めました（コーディ
ネーター派遣件数：633 件）
。
⑤脱温暖化ビジネスネットワーク構築事業
・中小企業等にコーディネーターを派遣し、中小・大手企業や大学との脱温暖化に資する技術
連携や技術移転等を進めました。
⑥環境・温暖化対策分野産業振興事業
・市内中小企業の環境・エネルギー分野への参入を支援するためのセミナーを開催しました（開
催数：６回、参加者数：延べ約 350 名）
。
・平成 25 年度は、引き続きセミナーを開催するとともに、実際の研究開発や販路開拓の支援な
ど、企業の参入ステージに応じた支援を拡充します。
⑦中小企業融資事業（企業価値向上資金（環境・エネルギー対策）
）
・省エネ機器の導入などの環境対策に取り組む市内中小企業を支援するための融資制度を実施
しました。
・平成 25 年度も引き続き、保証料助成などを行う「環境・エネルギー対策資金」を実施します。
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⑧環境関連企業の誘致
・企業誘致の働きかけ（257 件）
、海外企業向けシティセールス（平成 24 年４月：アメリカ、11
月：インド）
、重点産業助成を活用した企業誘致（10 件）を実施しました。
・景気の先行き不透明感からオフィス需要が高まらず、また、利便性の高い東京都心部の供給
床の増加や賃料が下がったことから、競争が激化していることなどが課題となっています。

(3)地域資源を活かしたシティプロモーションの展開
①横浜版エコツーリズム等観光需要の取り込み（ニューツーリズム振興事業）
・平成 24 年７月に策定した「横浜つながりの森」構想に、
「横浜つながりの森」エコツーリズ
ム※の推進を掲げ、取組を進めています。平成 24 年度は、10 月から 11 月の土・日・祝日（計
11 日間）にシャトルバスを運行（運行本数：14 本/日、乗車人数：469 人）し、拠点施設間の回
遊性向上を図ったほか、散策マップの作成やパネルの設置など、
「横浜つながりの森」の魅力ア
ップに取り組みました。
※「横浜つながりの森」エコツーリズムとは、活動団体や地域の人々と協働し「横浜つながりの森」の魅力
を伝え、価値を理解してもらうことで、保全につなげる仕組みです。

・横浜の農業や地産地消の取組、観光地としての魅力を発信できるツアーガイド育成講座を開
催しました（全７回）
。
・育成したツアーガイドを活用したツアーの造成や地産地消ツアーの旅行商品化が課題です。
②環境に配慮した横浜の都市づくりのＰＲ
・平成 24 年 10 月にパシフィコ横浜で開催されたスマートシティに関する国際会議・展示会
「Smart City Week 2012」と連携し、横浜市と市内企業が持つ技術・ノウハウ、それを生かし
た環境やまちづくりに関する取組を紹介しました（来場者数：延べ 75,000 人）
。また、この中
でアジア新興国や国際機関を招いて、横浜市主催で「アジア・スマートシティ会議」を開催し、
持続可能な都市づくりについて、アジア新興国諸都市と情報共有や意見交換を行いました（11
都市参加）
。
・本市の環境に配慮したまちづくりの取組について、海外から要人の視察受入れを通じてＰＲ
を行いました（22 件）。
・今後も引き続き、国際機関や海外都市と連携強化を図り、スマートシティに関する国際会議
やセミナーにおいて積極的にシティプロモーションに取り組みます。

(4)環境ビジネスの海外での戦略的な展開
①公民連携による水ビジネスの国際展開
・平成 23 年 11 月に設立した「横浜水ビジネス協議会」を運営し、公民連携による水ビジネス
の国際展開を本格的にスタートさせました。
►会員企業との合同調査（フィリピン・セブ市、インド）
►海外上下水道関係者と会員企業のビジネスマッチングの実施（スリランカ、ブラジル等）
►国際展示会でのＰＲブース出展（シンガポール等）
►市内中小企業を対象としたワークショップ、セミナーの開催（計６社参加）
►海外上下水道関係者の研修受入（20 か国、367 人）
►国際会議での発表（アメリカ、インド）
►会員企業（１社）とシンガポール公益事業庁及び本市の 3 者で高濃度の汚水処理に関する研
究について覚書を締結
②横浜スマートシティプロジェクトの展開【再掲（p.20 参照）】

(5)新興国等での都市開発に合わせた環境対策の支援
①新興国等の都市づくりの支援【再掲（p.12(3)②参照）】
②国内外の都市との脱温暖化連携の推進【再掲（p.22 参照）】
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トピックス
スペイン国バルセロナ市との覚書を締結！
（「スマートシティ」に関する海外都市との協力関係構築）
横浜市のスマートシティの取組における海外都市との連携の一環として、平成 22 年から
スマートシティ分野において意見交換を進めてきたスペイン国バルセロナ市と、より強い協
力関係を構築するため、スマートシティ協力に関する覚書を締結しました。
協力内容

締結者

（１）エネルギーマネジメント、オープンデータ、
ごみ処理、シティプロモーションなどにおける情報
交換
（２）諸団体・企業による調査団の派遣及び受入に
係わる支援
（３）情報共有のための市職員による相互視察

両市副市長（本市：鈴木伸哉副市長）

締結日
平成 25 年３月 25 日（月）

有効期間
締結から２年間

≪詳細はこちら≫
http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/press/
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環境とまちづくり
～環境と調和・共生した魅力あるまちづくり～
総合評価
都心部では、平成 24 年度も引き続き、横浜駅周辺における二酸化炭素排出ルールの設定や、
ＭＭ21 地区における地域エネルギーマネジメントの構築など、都心部における低炭素なまちづく
りを進めました。
環境に配慮した建築物の普及では、
『環境未来都市計画』の中心的な取組の一つとして、超高齢
化や環境に配慮した「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」を開始したほか、ＣＡＳＢＥＥ横
浜の運用やエコリフォームの啓発などに継続して取り組みました。
交通ネットワークの形成では、モビリティマネジメントや都心部コミュニティサイクル社会実
験など、自転車や公共交通機関への利用転換に継続して取り組み、自動車からの温室効果ガスの
排出削減を進めました。
今後は、これらの取組を継続して進めるとともに、緑や生物多様性の保全と連携して、郊外部
だけでなく、都心部においても横浜の自然環境や生きものをもっと身近に感じられるまちづくり
を進めていく必要があります。

2025(平成 37)年度までの環境目標
►生物多様性や地球温暖化対策と都市活動のバランスが保たれ、住みやすく、働きやすいまちを目指し
ます。また、集約型都市構造への転換が図られ、コンパクトな市街地形成を進めます。
►徒歩や自転車、公共交通を中心とした、誰もが移動しやすく環境にやさしい交通体系を形成し
ます。
►建築物の多くを、地球温暖化対策や長寿命化対策などを講じた環境配慮型の建築物とします。

2013(平成 25)年度までに
実施・着手する主な取組

取組方針

都心部における
エコまちづくりの推進

・都市機能の強化とともに、景観、交通などによる環境負荷
が少なく、水やみどり空間が創出され、生き物を身近に感じ
られる、都心の街並みと海・川を活かした豊かな環境のある
まちづくりを進めます。

(2)

コンパクトで活力ある
郊外部のまちづくり

・鉄道駅周辺について、地域の拠点として都市機能の強化を
図るとともに、緑化、景観など豊かな環境のあるまちづくり
を進めます。
・駅前などの拠点と緑豊かな郊外住宅地が地域交通等でつな
がり、快適で利便性の高いコンパクトなまちが形成されてい
ます。市街地の拡散を抑制しつつ持続可能な都市づくりを進
めます。

(3)

つながりの海（まちづくり
と連携した海づくり）

・周辺のまちづくりと連携して、浅海域を利用した海づくり
を推進します。

(4)

誰もが移動しやすく
人と環境にやさしい
交通体系の形成

・過度なマイカー利用を抑制し公共交通の利用を促進します。
・環境配慮型の自動車の普及やインフラの整備を図ります。
・交通ネットワークの形成により環境負荷低減を進めます。
・徒歩や自転車による快適で楽しい交通環境を整備します。

(5)

環境に配慮した建築物の
普及

・環境性能の高い建築物を増やします。
・公共建築物の省エネ対策を進めます。

(1)
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(6)

多様なニーズに対応できる
快適な公園の整備

・地域ニーズの反映やまちづくりとの連携などにより、子育
て支援や健康づくり、都心部活性化に貢献する場としてみど
り豊かな環境整備を推進します。

(7)

安心して生活するための
下水道・河川の浸水対策

・雨水幹線、河川の基盤整備とともに、浸水や避難に関する
情報提供を行うなど、総合的な浸水対策を推進します。

2012(平成 24)年度の主な取組実績と今後の予定
(1)都心部におけるエコまちづくりの推進
①エキサイトよこはま２２における環境取組の推進
・
『エキサイトよこはま２２まちづくりガイドライン』を改定し、環境分野において、ＣＯ2 排
出ルールにおける定量的評価指標の活用、緑化の推進などを位置づけました。
・平成 25 年度は、
（仮称）横浜駅西口駅ビル計画にお
ける積極的な環境取組の誘導などを進めます。
②みなとみらい２１地区における環境取組の推進
（横浜スマートシティプロジェクトの推進）
【再掲（p.20 参照）
】
（緑化の推進）
・みなとみらい５号線街路樹及び桜木町駅前広場街路
樹の植栽工事を実施しました。
・街路樹の適切な維持管理による緑環境の品質向上に
向けた道路管理者への要請が課題であり、平成 25 年
桜木町駅前広場街路樹の植栽工事
度は桜木町駅前広場の緑化推進と併せて、地域の協力
による街路樹の適切な維持管理を行います。また、みなとみらい５号線及び３号線の緑化を進
めます。
③身近な生き物に着目したまちづくり【再掲（p.27 参照）
】

(2)コンパクトで活力ある郊外部のまちづくり
①鉄道駅周辺の拠点整備
・駅を中心とした地域の拠点として、駅前広場・歩行空間・緑化空間などの豊かな環境の整備
を進めています。
H23 年度
鉄道駅周辺の
拠点整備

完了 1 地区、
事業中 6 地区（累計）

H24 年度
完了 2 地区、
事業中 7 地区（累計）

H25 年度
【目標】
完了 4 地区、
事業中 7 地区（累計）

②市民主体の地域まちづくりの推進
・組織・プラン・ルールづくり等のまちづくり活動を行う団体について、平成 24 年度は新たに
22 団体の新規登録・認定等を行いました。
H23 年度
グループ登録組織認定数
(地域まちづくりの推進)

H24 年度

161 団体（累計）
（新規登録・認定等 15）

160 団体（累計）
（新規登録・認定等 22）

H25 年度
【目標】
169 団体（累計）

③人口減少等を踏まえた住環境などの充実
・平成 23 年度に作成した横浜型コンパクトなまちづくりの概念等をまとめ、その概念に沿った
具体的な施策アイデアを取りまとめました。
・地域特性を踏まえ、住民が安心して暮らし続けられる、持続可能な魅力ある街づくりのモデ
ルを創り出す「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」を青葉区たまプラーザ駅北側地区、磯
子区洋光台周辺地区、緑区十日市場周辺地域の３か所で開始しました。
・平成 25 年度は、相鉄いずみ野線沿線地域をモデル地域に追加しました。
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(3)つながりの海（まちづくりと連携した海づくり）
①京浜臨海部の海づくり
・昨年度に引き続き、海域の水質、底質、生物相の海域基礎調査を実施しました。
・今後は、調査結果を活用し、浅瀬の活用方法や維持管理について検討を進めていきます。
②都心臨海部の海づくり
・昨年度に実施した海域調査の結果をふまえ、事業化に向けた関係部署との調整を実施しまし
た。また、平成 24 年５月に開催された「2013 世界トライアスロンシリーズ横浜大会」のプレ
イベントに参加し、事業のＰＲを実施しました。
③金沢の歴史と文化の海づくり
・野島公園などで環境活動を実施している市民団体にヒアリングを行い、抽出された課題の解
決策を検討するとともに、イベントや意見交換会を実施しました。
・市民団体等の環境活動がさらに活発となるような野島再生プログラムの策定とゴミの漂着や
アオサの堆積が課題です。平成 25 年度は、回収したごみの収集・分別体制等の検討を進め、野
島再生プログラムを策定します。
④横浜グリーンバレーでの取組
・昨年度に引き続き、横浜・八景島シーパラダイスにおける海洋資源を活用した地球温暖化対
策の実証実験を実施し、有識者による検討委員会を開催しました（２回）
。また、実証実験等に
より、海域における温室効果ガス削減効果の推計等を実施しました。
・ブルーカーボンによる経済的価値の仕組みづくり（カーボンオフセット）を確立するため、
「ブルーカーボン」と「ブルーリソース」から構成される「横浜ブルーカーボン」の枠組みを
まとめました。
・平成 25 年１月に市内でブルーカーボンに関
連する全国の研究者や実務者との連携を深める
とともに、広く市民の方々に理解を得ることを
目的に「第１回国際ブルーカーボン・シンポジ
ウム in 横浜」を全国に先駆けて開催しました。
・ブルーカーボン事業の環境啓発の一環として、
横浜・八景島シーパラダイスで、わかめ植付け
（平成 24 年 12 月）および収穫（平成 25 年３
月）イベントを開催し、子どもたちにわかめが
生育する様子や、わかめなどの海洋生物が二酸
わかめの収穫イベント（ブルーカーボン事業）
化炭素を吸収すること（ブルーカーボン）を学
んでいただきました。
・ブルーカーボンによる経済的価値の仕組みづくり（カーボンオフセット）の確立と「ブルー
カーボン」への市民の認知度の低さが課題であり、平成 25 年度も引き続き、ブルーカーボン検
討委員会やわかめの種付け・収穫イベントを開催し、積極的に「ブルーカーボン」をＰＲして
いきます。また、国際シンポジウムを開催し、横浜ブルーカーボン事業の先進性についてもＰ
Ｒしていきます。

(4)誰もが移動しやすく人と環境にやさしい交通体系の形成
①交通ネットワークの整備による環境負荷低減
（神奈川東部方面線の整備）
・神奈川東部方面線の西谷～羽沢間（相鉄・ＪＲ直通線）は引き続き、用地取得・工事を進め
ました。羽沢～日吉間(相鉄・東急直通線)は、都市計画・環境影響評価手続を完了し、工事に
着手しました。
（駅周辺のバリアフリー化）
・ＪＲ関内駅北口整備事業について、駅舎改良及び周辺整備に向けて設計を実施しました。
（道路ネットワークの整備）
・横浜環状道路の事業推進、幹線道路の整備（0.8km 完成）
、地域道路の整備（0.5 ㎞完成）を
実施しました。
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②モビリティマネジメントの推進
・平成 24 年度は、５か所でモビリティマネジメント※を実施しました。
・平成 25 年度は、２か所でモビリティマネジメントを実施する予定です。
※ モビリティマネジメントとは、「過度に自動車に頼る状態」から「公共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段を
適度に利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の取組。

H23 年度
モビリティマネジメント
実施か所数

H24 年度

3 か所/年

5 か所/年

H25 年度
【目標】
8 か所（累計）
（計画期間中）

③地域交通サポートの推進
・港南区日野ケ丘地区において、平成 24 年４月から路線バスが本格運行しています。
・旭区四季美台・今川町地区では、平成 24 年４月から実証運行を開始し、平成 25 年４月から
本格運行を開始しています。
・本格運行後の利用者増進（啓発）に向けた支援や実証運行期間の見直し、収支不足に対する
補助スキームの確立などが課題です。
H23 年度
地域交通サポート取組地区数

15 地区（累計）

H24 年度
17 地区（累計）

H25 年度
【目標】
18 地区（累計）

④徒歩や自転車による快適で楽しい交通環境の整備
（まちのバリアフリー推進）
・誰もが安全に、そして快適に移動できる歩行者空間を創出するため、平成 24 年度は道路のバ
リアフリー化が 2.0km 完成しました。
・平成 25 年度は、８地区でバリアフリーの整備を予定しています。
H23 年度
バリアフリー化整備延長

23.8km（累計）

H24 年度
25.9km（累計）

（横浜都心部コミュニティサイクル社会実験）
・昨年度に引き続き、コミュニティサイクルの社会実
験において、自転車の貸出拠点の適切な配置や交通行
動の変化、事業採算性等の調査・検討を実施しました。
（自転車走行環境の整備）
・自転車レーン、自転車通行位置をカラー化しました。
また、自転車レーンの整備延長については、４路線で
3.3km が完成しました。
・平成 25 年度は、３路線で自転車レーンの整備を予定
しています。

H25 年度
【目標】
30.7km（累計）

横浜都心部コミュニティサイクル社会実験

(5)環境に配慮した建築物の普及
①建築物環境配慮制度のさらなる展開
・制度の周知を図るためのセミナー講習会等を２回開催しました。
・長期優良住宅（2,311 件）
、低炭素建築物（７件）を認定しました。
・今後も引き続き、ＣＡＳＢＥＥ横浜[戸建]等の任意の届出を含め、
本制度の一層の普及を図っていく必要があります。
②脱温暖化モデル事業の実施
横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業
イメージキャラクター だつおんくん
・緑区十日市場町で脱温暖化モデル住宅 11 棟が完成し、入居者の協
力により、省エネ効果や住まい方の実証実験を行い、その結果を広く情報発信するなど、脱温
暖化に向けた普及啓発を実施しました。
・平成 25 年度も引き続き、実証実験行うとともに、市民や市内企業等に対して、脱温暖化に向
けた普及啓発を進めます。
17

③既存住宅のエコリフォームの推進
・住宅展示場ハウスクエア横浜（都筑区）内の「人にやさしい住まいづくり体験館」にて脱温
暖化モデル住宅のパネル展示を行いました。
・昨年度に引き続き、エコリフォーム相談会を実施するとともに、ハウスクエア横浜内の関連
イベントでも相談会を開催しました。
・平成 25 年度は、気軽にエコリフォームの相談ができるよう相談場所を改善していきます。ま
た、住宅展示場と協力して、環境に配慮した住宅の普及啓発イベントを実施します。
④公共建築物への環境配慮の推進
・長寿命化対策工事に省エネの要素をプラスする改修工事を３施設において実施しました。
・ＥＳＣＯ事業では、横浜市鶴見区総合庁舎において、改修を実施しました。
・省エネ機器の導入は、施設の特性や費用対効果をふまえた検討が必要です。また、自己資金
型のＥＳＣＯ事業はイニシャルコストの確保が課題です。
・平成 25 年度も引き続き、長寿命化対策工事に省エネの要素をプラスする改修工事の実施と、
新たな事業計画に基づくＥＳＣＯ事業の導入を進めていきます。
⑤民有地緑化の誘導等【再掲（p.31 参照）】

(6)多様なニーズに対応できる快適な公園の整備
①公園再整備等の推進
・子育て支援や健康づくりなどの場となる身近な公園の整備を進めました。
・平成 25 年度は、28 公園の整備を予定しています。
H23 年度
整備着手公園数

H24 年度

37 公園

32 公園

H25 年度
【目標】
176 公園

②都心部の公園などでの緑の創造
・グランモール公園（西区）の再整備に向けた基本計画を策定したほか、東横線跡地での遊歩
道整備、みなとみらい新港地区８地区、建て替えを予定している３区庁舎などで「実感できる
緑」を創出するため、計画策定や設計を進めました。
・市民が身近な緑を実感できるようにするためには、市民と緑の関わりを深めることが重要で
す。計画づくりへの市民の参加や、緑がある場所での市民活動の活性化などを進めていきます。
③大規模公園の整備
・米軍基地跡地である旧小柴貯油施設（金沢区）を対象に、都市公園としての土地利用の方針
決定に関する調整及び国からの無償貸付に関する調整を行いました。

(7)安心して生活するための下水道・河川の浸水対策
①下水道の整備
・昨年度に引き続き、約 50mm 雨水幹線を整備しました（107ha(累計 26,041ha)、
約 50mm 雨水幹線整備率 65.1％）
・昨年度に引き続き、約 60mm 雨水幹線を整備しました（88ha(累計 4,499ha)、
約 60mm 雨水幹線整備率 56.7％）
・内水ハザードマップの作成については、南部方面にて解析モデルの構築、
北部方面にて基礎調査を実施しました。
H23 年度
時間当たり約 50mm の降雨
における雨水幹線等整備率
時間当たり約 60mm の降雨
における雨水幹線等整備率

H24 年度

H25 年度
【目標】

64.8％

65.1％

64.9％

55.6％

56.7％

63.9％

②河川の整備【再掲（p.32 参照）
】

18

環境側面からの基本施策（第６章）

地球温暖化対策
～化石燃料に過度に依存しないライフスタイルへの転換～
総合評価
≪環境と人・地域社会≫
こども「エコ活。
」大作戦！やヨコハマ・エコ・スクール（ＹＥＳ）の取組では、地球環境を学
ぶとともに、市民や企業、団体など多くの主体が関わることで、環境活動のネットワークが展開
するとともに、環境活動を通じて人と地域社会の関わりを深めました。
≪環境と経済≫
横浜スマートシティプロジェクトの全市への拡大展開や、住宅用太陽光発電及び電気自動車へ
の補助では、再生可能エネルギー等の普及を進めるだけでなく、経済的支援やスマートシティに
関するビジネスマッチングの機会を創出することで、市内経済の活性化につなげました。
≪環境とまちづくり≫
横浜グリーンバレーでのＥＶシェアリング事業が、集合住宅や商店街で新たに展開されるとと
もに、超小型モビリティの実証実験では、低炭素型交通のまちづくりに向けた仕組みづくりが進
みました。
≪今後の取組予定≫
平成 25 年度も引き続き、再生可能エネルギー等の普及を目指し、様々な支援や仕組みづくり
を進めていきます。また、地球環境の学びの場を通じて、
“横浜エコライフスタイル”の定着を後
押ししていきます。
万t-CO2

温室効果ガス排出量

温室効果ガス排出量（調整後排出係数）※1

2,200
2,035

2,003 2,001

1,979

2,000

温室効果ガス排出量

1,868
1,800
1,686

1,929 1,927

1,905
1,822

18.7％増
基準年比

1,798

3.8％増
前年度比

1,600

1,400

1,200

1,000
基準年
※2

2006

2007

2008
2008
2008

2009
2009
2009

2010
2010
2010

2011
2011
2011

年度

横浜市の 2011(平成 23)年度の温室効果ガス総排出量（速報値）は、2,001 万トン-CO2
（調整後排出係数使用）で、前年度(2010 年度)と比べると 3.8％増加、京都議定書の規定によ
る基準年に対しては 18.7％超過しています。
※1 図表中、2008 年度以降の温室効果ガス排出量は、電力のＣＯ2 排出係数に電気事業者が取得した
京都メカニズムクレジット等の量を反映させた「調整後排出係数」を用いて算定した値を併記しています。
※2 二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）は 1990 年度、ハイドロフルオロカーボン
（HFCs）、パーフルオロカーボン（PFCs）、六フッ化硫黄（SF6）は 1995 年

2025(平成 37)年度までの環境目標
●市民・事業者・行政が一体となって、エネルギーの効率的な利用や再生可能エネルギーの導入

など、市民が快適に低炭素型の生活ができる都市環境整備が進み、温室効果ガス排出量削減に取
り組んでいます。
（達成状況の目安となる環境の状況）
【温室効果ガス排出量】 ・2020 年度までに 1990 年度比で 25％削減
・2050 年度までに 1990 年度比で 80％削減
※「横浜市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
」の削減目標
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2013(平成 25)年度までの取組方針
►2010～2013 年は、
『横浜市地球温暖化対策実行計画』において、
「基盤・構想整備期」と位
置づけています。
►「基盤・構想整備期」は、取組の展開に必要な制度や仕組みの整備、市民・事業者への普及啓発に
よる広範な意識向上とあらゆる主体による取組の開始に重点を置きます。
►また、中期 4 か年計画「環境最先端都市戦略」の先導的プロジェクトとして、
「横浜スマートシ
ティプロジェクト」
「横浜グリーンバレー構想」を強力に推進します。
►環境管理計画では、主な施策を取り上げていますが、温室効果ガス排出量削減につながる、より具体
的な施策は、
『横浜市地球温暖化対策実行計画』において展開していきます。

2012(平成 24)年度の主な取組実績と今後の予定
1)横浜スマートシティプロジェクトの推進
・平成 24 年度は、横浜グリーンパワーモデル事業の補助対象エリアを全市へ拡大展開しました。
また、創エネ・畜エネなど多様なニーズに応えるため、燃料電池や蓄電地を補助対象に追加し
ました（ＨＥＭＳ（Home Energy Management System）補助件数：1,267 件、太陽光発電補助件
数：487 件）
。
・ＭＭ21 地区の実証実験エリア内において、ＣＥＭＳ（Community Energy Management System）
とＨＥＭＳ、ＢＥＭＳ（Building Energy Management System）等を連系し、システムの試運用
を開始しました。
・平成 25 年度も引き続き、ＨＥＭＳの普及に取り組み、横浜市全域で大規模実証実験を展開し
ていきます。
H23 年度
スマートハウス整備数

562 件/年

H24 年度
1,267 件/年（ＨＥＭＳ）
487 件/年（太陽光発電）

H25 年度
【目標】
3,000 件（累計）

2)横浜グリーンバレーの推進
（電気自動車の利活用）
・過年度に引き続き、金沢区臨海部産業団地の企業４社・３団体でＥＶシェアリングと免許証
による会員認証システムを実施しました。今後は、企業主体による事業を継続していきます。
・産業団地がモデルとなり、企業を主体とした元町商店街でのＥＶシェアリングが開始されま
した。また、新たに神奈川区と金沢区の集合住宅でＥＶシェアリング及び非常時・災害時活用
が開始されました。
（環境に関するイベント・講座の実施）
・横浜・八景島シーパラダイスで小中学生を対象にした「グリーンキッズ 2012・夏」を開催し、
東京湾の生き物観察ツアーを通じて環境啓発を実施しました（平成 24 年８月）
。
（公共施設低炭素化技術集中モデル事業）
・金沢区総合庁舎など５か所の公共施設において、電力使用量を計測し、その結果から直近の
電力使用量を予測し、規定値を超える前に警報メールを発信するシステムを活用しました。こ
の結果、平成 22 年度比 25.4％の電力デマンド削減の効果がありました。さらに、システムを
導入した結果をもとに既存施設におけるＺＥＢ（net Zero Energy Building：年間での一次エ
ネルギー消費量が正味（ネット）でゼロ又は概ねゼロとなる建築物）化を検討しました。
・今後は、施設の運営管理者により、事業が継続される予定です。
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3)再生可能エネルギーの普及拡大
①住宅用太陽光発電設備等の普及促進
・平成 24 年度は、住宅用太陽光発電システム 3,672 件、太陽熱利用システム 53 件に対して補
助を実施しました。
・平成 25 年度は、住宅用太陽光発電システム 2,000 件、太陽熱利用システム 100 件に対する補
助を予定しています。
H23 年度
住宅用太陽光発電設備等
設置費補助

H24 年度

3,368 件/年

3,672 件/年

（太陽光発電）

（太陽光発電）

58 件/年

53 件/年

（太陽熱利用）

（太陽熱利用）

H25 年度
【目標】
4,400 件（累計）

②下水道事業での取組
・昨年度に引き続き、市内の汚泥資源化センターにおいて、下水汚泥処理の消化工程で発生し
た消化ガスを発電や焼却炉の燃料として 100％有効利用しました。
・消化ガス発生量の季節変動に応じた焼却炉や消化ガス発電機の運転が課題です。
・今後も引き続き、発生した消化ガスを 100％有効利用していきます。
③生ごみの資源化（バイオガス化）【再掲（p.37 参照）】
④使用済食用油のバイオディーゼル燃料の活用
・市内 15 区の市立小学校から出る使用済食用油を回収し、６か所の福祉施設でバイオディーゼ
ル燃料（ＢＤＦ）に精製しました。精製したＢＤＦは、水再生センターや市営バスで燃料とし
て活用しました（約 172kl）
。
⑤小水力発電等再生可能エネルギーの推進
・今後予定している小水力発電設備の設置場所等について、委託調査による検討を行いました。
また、小雀浄水場（戸塚区）において、ろ過池の覆蓋設置工事を実施しました。
・平成 25 年度は、26 年度に峰配水池（磯子区）及び恩田配水池（青葉区）への設置を予定し
ている小水力発電設備の機器製作を行います。また、24 年度に設置した小雀浄水場のろ過池覆
蓋施設上部へ太陽光発電設備を設置します。

4)電気自動車(ＥＶ)の普及拡大
・平成 24 年度は、ＥＶ及びＰＨＶ407 台、倍速充電スタンド 11 基、急速充電スタンド３基に
対して補助を実施しました。また、公共施設への率先導入として、公用車にＥＶ７台、区役所
などの一般駐車場に倍速充電スタンド７基を導入しました。
・平成 25 年度は、ＥＶ及びＰＨＶ300 台、充電設備（倍速・急速）17 基に対して補助を実施す
る予定です。また、公共施設へＥＶ７台、充電スタンド１基を導入する予定です。
H23 年度

H24 年度

H25 年度
【目標】

414 台/年
電気自動車市内登録台数

374 台/年

（本市補助台数）

（本市補助台数）

1,705 台

1,300 台

（市内登録台数）

充電設備の設置基数

50 基/年
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21 基/年

650 基

5)低炭素型交通の推進
①ヨコハマモビリティ“プロジェクト ZERO”の推進
（2 人乗り超小型モビリティの活用実験）
・平成 24 年 11 月から平成 25 年１月にかけて、横
浜都心エリアにおいて、超小型モビリティの活用実
験を実施しました。
・平成 24 年７月から平成 25 年３月にかけて、２人
乗り超小型モビリティの新たな活用方法として、栄
区等において防犯ボランティア組織による青色防犯
パトロールを開始しました。また、平成 24 年 10 月
から 11 月にかけて、金沢区等の医療機関・訪問看護
ステーションにおいて、訪問診療・看護における車
2 人乗り超小型モビリティの活用実験
両の有用性を試験的に実証しました。
・今後も２人乗り超小型モビリティを活用した新たな取組を検討していきます。
（ＥＶシェアリングの取組）
・平成 24 年 12 月から平成 25 年２月にかけて、ベンチャー企業等によるＥＶシェアリング実験
を実施しました。
・商業施設等によるＥＶ利用による来場者への優遇策を行うＥＶパートナーを募集しました。
②モビリティマネジメントの推進【再掲（p.17 参照）】
③港湾活動に伴うＣＯ2 排出削減
・停泊中船舶をはじめとするＣＯ２排出源への温暖化対策について検討しました。
・
「ゆっくり走ろう！横浜港」の取組として、港湾運送、倉庫、海上コンテナ運送を行う事業者
へグリーン経営認証を取得するための補助（10 件）を実施するとともに、関係団体との協働に
よりエコドライブ講習会等を実施しました。
・
「グリーン物流の推進」として、港湾使用料の減免制度やコンテナ貨物集荷策として実施して
いる補助制度などにより、グリーン物流の利用促進に取り組みました。
・民間事業者が行う、ＬＥＤ照明等の導入など温暖化対策に寄与する電力対策への補助を実施
し、その取組を支援しました。また、民間事業者が実施している温暖化対策に寄与する取組の
ＰＲに協力しました。
・今後も引き続き、横浜港における温暖化対策の方向性を検討するとともに、港湾関係者の理
解を得ながら、協働して事業に取り組んでいきます。

6)温室効果ガス削減に有効な制度や仕組みの構築
①地球温暖化対策計画書制度の着実な実行
・
『横浜市地球温暖化対策計画書制度』に基づき、ＣＯ2 削減目標の設定や省エネ対策の実施状
況に対する評価・公表等の運用を実施しました（報告書届出件数：325 件、計画書受付・評価
件数：16 件）
。
②建築物環境配慮制度のさらなる展開【再掲（p.17 参照）】
③環境分野における市内中小企業の成長支援【再掲（p.11,12 参照）】
④国内外の都市との脱温暖化連携の推進
・国内連携では、国及び全国の環境モデル都市、その他関係団体等で構成する環境未来都市構
想推進協議会に設置された「低炭素都市づくりの課題共有・解決策検討ＷＧ」に参加し、各団
体の抱える課題等の共有及びその解決策について共有を図りました（全３回）
。
・国外連携では、平成 24 年６月にブラジル・リオデジャネイロで開催された「リオ＋２０（国
連持続可能な開発会議）
」に参加し、
「環境未来都市横浜」の取組をＰＲしました。また、３Ｇ
Ｆ※1（平成 24 年 10 月）
、ポリュテック※2（平成 24 年 11 月）を始めとする国際会議等に５件参
加し、本市の温暖化施策の情報発信を行うとともに、３件のスマートシティに関するインフラ
輸出調査を行いました。
・国内連携については、今後も引き続き、北海道下川町・戸塚区川上地区連合町内会・戸塚区
の友好協定などに基づく農山村地域との連携強化や他の先進地域との連携強化を図っていきま
す。
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・国外連携については、横浜スマートシティプロジェクトや環境未来都市の海外展開を足掛か
りに、国際会議への出席や都市間協定の締結を進めていきます。また、海外からの視察者の受
入を継続して進めていきます。
※1 グローバルグリーン成長フォーラム：デンマーク政府によって設立された公共・民間パートナーシップ
※2 Pollutec：パリとリヨンで毎年交互に開催されている環境産業見本市

7)市民のライフスタイル変革に向けた「エコ活。」普及
①「エコ活。
」の推進
（こども『エコ活。
』大作戦！）
・市内の小学生が「電気のスイッチを切る」
「緑を増やす」「きちんと
分別する」など環境行動「エコ活。
」を夏休み中に実践し、夏休み後に
エコライフチェックシートに取組結果を記入することで、その成果を
確認しました（参加数：市内 161 校、27,885 人）
。なお、本本事業へ
の市内事業者からの協賛金は、ＷＦＰ国連世界食糧計画を通じてタジ
キスタンの植林活動と、公益財団法人オイスカを通じた東日本大震災
の海岸林再生プロジェクトに寄付されました。
こども「エコ活。」大作戦 2012
エコライフ･チェックシート
（環境家計簿）
・自治会や町内会及び区役所を中心に図書館や市民活動支援センター等の公共施設、また、子
育て中の世代にも取り組んでもらうため、子育て支援拠点で環境家計簿を配布しました。また、
市内金融機関の協力により、金融機関の窓口での配布も実施しました（配布枚数：約 16,000
枚）
。
H23 年度
こども『エコ活。
』
大作戦！
環境家計簿

H25 年度
【目標】

Ｈ24 年度

195 校、
34,863 人/年
約 23,000 枚配布/年

161 校、
27,885 人/年

32,000 取組/年

約 16,000 枚配布/年

3,000 取組世帯/年

②ヨコハマ・エコ・スクール（ＹＥＳ）の展開
・ＹＥＳ（ヨコハマ・エコ・スクール）の認定のもと、地球環境に係る講座
やイベントを開催し、身近な省エネ行動へのきっかけづくりを実施しました
（認定講座数：418 講座、参加者数：約 35,000 人、協働パートナー数：121
団体）
。また、広報や講座開催の協力をいただくＹＥＳ拠点の登録を開始しま
した。
・ＹＥＳに認定された講座等の開催予定のほか、横浜の環境や温暖化対策に
関する特集、共同パートナーなどを『ＹＥＳ!Life』にて紹介しています。
・協働パートナー等が主催する講座への市民参加を増やすため、広報手段を
拡充し、協働パートナーとの連携を強化していきます。
H23 年度
ＹＥＳ認定講座

466 講座/年

H24 年度
418 講 /年

H25 年度
【目標】
250 講座/年

8)市役所のＣＯ2 削減
『YES！Life』
①横浜市役所環境行動宣言による取組の推進【再掲（p.8 参照）】
②横浜市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の推進
・
『横浜市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）
』に基づき、エネルギーカルテシステムを活
用し、公共施設における温室効果ガス排出量を集計し公表しました（平成 23 年度の温室効果ガ
ス排出量：832,729t-CO2）
。また、定期的に節電・省エネ実績の進捗管理を実施しました。
・現行の計画期間は平成 25 年度をもって終了するため、25 年度中に 26 年度以降の取組につい
て新たな計画を策定します。
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生物多様性
～身近に自然や生き物を感じ、楽しむことができる豊かな暮らし～
総合評価
≪環境と人・地域社会≫
平成 24 年度は、
「ヨコハマｂフェスティバル 2012」や環境教育出前講座「生物多様性でＹＥ
Ｓ！」
、市民参加による田んぼの生きもの調査など、生物多様性に関する様々なイベントや環境教
育を実施しました。これらの取組を通じて、生物多様性に関する認知を高めるとともに、市民や
企業、団体などの交流を深め、人と地域社会の関わりを深めました。また、動物園や繁殖センタ
ーでは、シンポジウムや科学スクールを開催し、希少野生動物の保護・繁殖や外来生物の防除に
関する環境教育を通じて、横浜に生息する身近な生きものを保全することの大切さについて啓発
しました。
≪今後の取組予定≫
今後も引き続き、生物多様性への関心を深めるとともに、日常生活の中で横浜の自然や生きも
のに親しむ“横浜エコライフスタイル”の定着を後押ししていきます。また、
「横浜つながりの森」
構想では、エリアで活動する市民や団体などの人材育成や交流を深め、自然環境と地域文化の関
わりを大切にしていきます。

2025(平成 37)年度までの環境目標
●誰もが生活の中で自然や生き物に親しむライフスタイルを実践しています。
●生き物の重要な生息・生育地である樹林地や農地が安定的に保全されるとともに、住宅地や都心

部で豊かな水・みどり環境が増え、生き物のつながりが強まり、市域全体で生物多様性が豊かに
なっています。
●企業の流通過程において、材料調達から生産工程、消費行動にわたり、生物多様性への配慮の視
点が盛り込まれ、生物多様性が市場価値として大きな役割を有しています。
●「市民・企業の主体的行動が支える豊かな生物多様性」が横浜の都市のイメージとして定着して
います。
（達成状況の目安となる環境の状況）
・生物多様性の重要性を理解し行動を実践している市民の増加
・貴重な動植物などの生息・生育地などの保全の推進
・生物多様性の取組を進める企業の増加

2013(平成 25)年度までの取組方針
►生物多様性に関わる施策は広範に渡りますが、展開に当たっては、子どもたちが「生き物に触
れ、感性を豊かにする」ことに主眼を置きます。
►そのため、
「ｂ‐プロモーション」をはじめとして、鳥類を活用した各地域の生物多様性の評価
や市民参加等による生き物調査、谷戸環境の保全と活用、生物多様性の宝庫である「横浜つな
がりの森」
「つながりの海」の取組、地区の特性に応じた取組の検討などを重点的に推進します。

2013(平成 25)年度までに実施・着手する主な取組
1)

b-プロモーション

2)

鳥類の生き物探検と市民参加の生き物データバンク

3)

谷戸環境の保全と活用

4)

つながりの森

5)

つながりの海（まちづくりと連携した海づくり）

6)

都心部などでの生物多様性の創造

7)

生物多様性を守り、豊かにするための仕組みづくり

8)

動物園での環境教育と希少野生動物の保護・繁殖
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9)

外来生物の対策

2012(平成 24)年度の主な取組実績と今後の予定
1)ｂ－プロモーション
①横浜生き物応援団の結成、②生物多様性に配慮した消費行動
・環境教育出前講座「生物多様性でＹＥＳ！」の講師が、「ｂ-サポーターズ（生き物応援団）
」
となり、地産地消の視点を含む生物多様性に配慮した消費行動を小学校や地域住民の方々に広
く普及啓発しました。
・平成 24 年度は、20 団体、８企業・機関がｂサポーターの講師に登録しました。また、講師を
対象としたスキルアップ研修会を開催しました（２回）
。
・今後も引き続き、ｂサポーターを対象としたスキルアップ研修を実施していくとともに、受
講団体の拡大に向けて、市ホームページやツイッターを活用して募集を行っていきます。
・地産地消やグリーン購入の取組と生物多様性の関係性が十分に浸透していないため、わかり
やすく紹介していくとともに、食物以外の消費行動においても積極的に生物多様性についてＰ
Ｒをしていきます。
③生物多様性でＹＥＳ！
・環境教育出前講座「生物多様性でＹＥＳ！」を 115 回開催しました（提示型：37 プログラム、
84 回、オーダーメイド型：10 団体、31 回）
。
・今後も引き続き、講師の登録と受講団体の拡大を図ります。
H23 年度
生物多様性でＹＥＳ！
（環境教育「出前講座」
）開催回数

Ｈ24 年度

123 回/年

115 回/年

Ｈ25 年度
【目標】
130 回/年

2)鳥類の生き物探検と市民参加の生き物データバンク
①鳥類の生き物探検
・身近な野鳥 23 種を環境（家の周り、公園、水辺、林）ごと
に紹介した『ミニミニ野鳥図鑑』を公共財団法人日本野鳥の会
協力のもと発行しました（発行部数：30,000 部）
。
・環境イベントなどで野鳥の観察方法を学ぶ主催者向けの研修
会を開催しました（全４回）
。
・今後は、本図鑑を市内小学校や環境イベントなどで配布し、
鳥類の観察などを通じて、身近な環境に意識を向けていただく
よう取組を進めていきます。
②生物調査データの一元化（データベース化）と活用
『ミニミニ野鳥図鑑』
・環境科学研究所で発行した研究所報及び各種報告書を公開し
ました。
・環境科学研究所がこれまで実施した水域の生物相の調査結果データを公開しました。
・今後は、生物データの情報公開を行うためのガイドライン作成に取り組みます。また、産官
学によるデータ総合化の仕組みづくりを検討していきます。
③市民協働生き物調査の推進
・『ヨコハマｂプラン（生物多様性横浜行動計画）』に基づき、保全推進地区、保全誘導地区、
創造推進地区において、陸域の生物専門調査（植物や鳥類、昆虫類など）を実施しました。
・平成 25 年度も引き続き、専門調査を実施するとともに、河川生物調査地点を web サイト「よ
こはまっぷ」で公開します。また、小学生による市民生きもの調査を行います。
④水域における生物調査
・市内９か所の河口・海岸及び内湾にて、魚類、海岸動物、海草・海藻、プランクトンなどの
海域生物モニタリング調査を実施し、生き物から海の水環境評価を行いました（秋と冬）
。
・平成 25 年度も引き続き、海域生物モニタリング調査を実施し、生物指標による環境評価を行
います（春と夏）
。
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3)谷戸環境の保全と活用
①市民の守りたい、伝えたい谷戸環境の選定
・
「ヨコハマｂフェスティバル 2012」において、
「ｂな写真・動画」の撮影対象に谷戸の風景を
加え、募集しました。応募のあった写真については、
「ＣＰ＋2013」の会場で展示し、多くの来
場者へ見ていただきました。
・環境イベントや市民活動団体への支援などを通じて、谷戸の役割や魅力をさらに広めていく
必要があります。
②横浜における水田生態系の研究・活用
・平成 24 年７月から８月にかけて、環境学習農園など
市内６か所で田んぼの生きもの調査を実施しました。
調査にあたっては、講師の派遣や道具の貸出し等を行
いました。
・生きものと農業の関わりをふまえた農業と両立し得
る生物多様性の保全施策を検討する必要があります。
・平成 25 年度も引き続き、環境学習農園等の田んぼ
で生きもの調査を実施・支援します。
③庁内横断による谷戸環境の積極的活用
田んぼの生きもの調査
・小学校の授業や農業関係のイベントなどにおいて、
生きもの調査を実施しました。
・イベントやホームページなどの様々な機会を通じて、生き物の生息・生育場所である谷戸環
境や里山文化の普及啓発、認知度向上に取り組んでいく必要があります。

4)つながりの森
①市民参加による構想計画の策定
・市民意見募集の結果をふまえ、平成 24 年７月に「横浜つながりの森」構想を策定しました（詳
細は p.28）
。
②森を支えている活動団体のつながりの強化
③拠点施設の強みをいかした連携の強化
・
「横浜つながりの森」散策マップを作成し、各主要施設のマップ及び横浜つ
ながりの森をＰＲするパネルを設置しました。
・横浜つながりの森エリアで活動する環境活動団体を市のホームページで紹
介することで、横浜つながりの森の自然環境を楽しみながら保全し、次世代
につなげるための新たな担い手となる人材育成などの取組を進めます。
④瀬上池の未来づくり
・瀬上池への土砂流入防止措置を検討するとともに、地域の活動団体との意
見交換を行い、今後の方向性について議論を重ねました。
・平成 25 年度は、瀬上池周辺の動植物調査を実施します。また、土砂流入対
策のための設計、工事を実施します。
「横浜つながりの森」散策マップ
⑤「エコ森プロジェクト」の推進
・金沢動物園において、様々な環境教育事業を実施しました（54 件）。また、「エコ森プロジェ
クト」における環境教育プログラムツールとして、紙芝居を作成しました。
・
「横浜つながりの森」関連施設として、自然観察の森や上郷森の家とイベントなどを通じた連
携を進めていますが、横浜つながりの森の中核エリアとして今後も引き続き、連携を強化して
いきます。
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5)つながりの海（まちづくりと連携した海づくり）
【再掲（p.16 参照）】
6)都心部などでの生物多様性の創造
①身近な生き物に着目したまちづくり
・環境活動助成金を活用し、チョウが来るビオトープづくりへの活動支援を行いました。また、
トンボを指標とした市民活動団体との連携事業を行いました（２件）
。
・トンボやチョウなど身近な生き物に着目した市民活動団体の取組を web サイト「エコぽると」
や環境イベントなどで広く市民にＰＲしていく必要があります。

7)生物多様性を守り、豊かにするための仕組みづくり
①地区特性に応じた仕組みの検討
・国連大学高等研究所と「横浜市都市の生物多様性指標を活用した都市政策推進事業実施協定
書」を締結し、横浜市における生物多様性指標について、共同研究を実施しました。
・平成 25 年度は、国連大学高等研究所及び横浜国立大学を中心とした産官学の研究会による生
物データベースの構築検討に参加します。

8)動物園での環境教育と希少野生動物の保護・繁殖
①動物園等における環境教育
・繁殖センター主催で、科学スクールや公開シンポジウム「島に生きる希少鳥類-その現状と保
全活動-」を開催、大学等の教育機関に対して施設見学や講義等を実施しました（12 校）
。また、
各動物園で環境教育事業を実施するとともに、金沢動物園にて環境教育プログラムツールとし、
紙芝居などを作成しました。
・今後は、学校で行う環境教育に配慮した事業を実施するとともに、動物園が取り組む環境教
育について、学校関係者への周知を図っていきます。
②繁殖センターでの取組
・カグー１羽、カンムリシロムク８羽の繁殖に成功す
るとともに、野生復帰を目的にカンムリシロムク 25 羽
をインドネシアへ送致しました。
・ニホンライチョウの保全に向け、近似種のスバール
バルライチョウを導入しました。
・市立動物園等において、飼育動物種のホルモン解析
や遺伝的多様性の解析などを実施しました。また、ヤ
ブイヌの精子など４種の配偶子凍結保存を行い、ウン
ピョウの人工授精に取り組みました。
・平成 25 年度は、ニホンライチョウの保全を目的と
繁殖センターでの繁殖活動（カグー）
したスバールバルライチョウの飼育・繁殖技術の確立
に取り組みます。また、希少鳥ミゾゴイの遺伝的多様性の解析など、横浜に生息する身近な生
物の保全に取り組みます。

9)外来生物の対策
①特定外来生物の防除
・捕獲檻を補充し、特定外来生物であるタイワンリス（130 頭）とアライグマ（191 頭）を捕獲
しました。
・タイワンリスの捕獲数が増加傾向にあり、今後も引き続き、タイワンリス、アライグマによ
る被害対策に取り組みます。
②普及啓発
・環境活動助成金の重点募集テーマの一つに「外来生物」を加え、多くの環境活動団体に普及
啓発に取り組んでいただきました。
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トピックス
「横浜つながりの森」構想を策定しました！
横浜市では、平成 23 年４月に生物多様性基本法に基づく、地域戦略である「ヨコハマｂ
プラン（生物多様性横浜行動計画）
」を策定し、
「身近に自然や生き物を感じ、楽しむことが
できる豊かな暮らし」を将来像として、生物多様性に関する施策を展開していきます。
その施策の一つである「横浜つながりの森」について、平成 24 年５月 21 日から６月 15
日に実施した市民意見募集の結果を踏まえ、平成 24 年 7 月に「横浜つながりの森」構想を
策定しました。今後、この構想に基づき、取組を進めます。

森での活動のようす

「横浜つながりの森」エリア

◆目指すべき将来像
横浜の生物多様性の宝庫である「横浜つながりの森」を市民全体で、体感・感動し、次代、
次々代につなげていきます。
◆「横浜つながりの森」エリア
「横浜つながりの森」エリアでは、連続した自然資源が最も豊かである円海山周辺をコア
区域、その周辺にある市民の森などの樹林地、公園、農地や河川などを関連区域として、各
区域のつながり、人と人のつながり、人と生き物のつながり、人と区域のつながりなどを求
めていくものとします。これらの様々なつながりにより、ゆらぎのあるエリアであるため、
境界線はありません。
◆取組の基本方針
「横浜つながりの森」において、
「保全と活用のバランス」を保ちながら、
「横浜つながり
の森」構想の目指すべき将来像を実現するため、「生き物の多様性を大切にする」と「自然
を楽しむ」を２つの柱として、取組を進めます。
～「横浜つながりの森」構想は、横浜市環境創造局ホームページから入手できます～
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/mamoru/tayou/tsunagari/
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水とみどり
～自然の恵みを享受できる環境の保全・再生・創造～
総合評価
≪環境と人・地域社会≫≪環境とまちづくり≫
平成 24 年度も引き続き、
『横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
』に基づき、緑地保全制
度による指定地区の拡大や維持管理に対する助成など、
「樹林地を守る」取り組みを着実に進めま
した。また、地域緑化計画の策定や屋上・壁面緑化に対する助成など、
「緑をつくる」取り組みを
着実に進めました。これらの取組を通じて、緑が実感できるまちづくりを進めるとともに、地域
ぐるみでの緑化運動や市民推進会議における活動など、市民や企業、団体が緑を大切にする取組
を通じて、人と地域社会の関わりを深めました。
※『横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）平成 24 年度事業報告書』にて詳細な取組を報告

水循環の取組では、雨水貯留タンクや雨水浸透ます設置への助成、河川の整備など、良質な水環
境のあるまちづくりを進めました。
≪今後の取組予定≫
平成 25 年度は、みどりアップ計画の最終年度であり、目標達成に向けて引き続き、
「樹林地を
守る」
「緑をつくる」取り組みを進めます。また、現在取り組んでいる成果や課題などをふまえ、
26 年度以降に重点的に取り組む「これからの緑の取組」について検討するとともに、今後は都心
部で緑を感じられる、緑や花による魅力・賑わいづくりを進めていきます。

2025(平成 37)年度までの環境目標
●樹林地や農地などのまとまりのあるみどりが保全されるとともに、
都心部などの市街地で新たな

みどりが創造されています。
●土地利用の改善や雨水浸透ます等の普及により、雨水の浸透が進むことで、地下水のかん養、湧

き水の増加、河川や水路の水量の増加などにつながり、良好な水循環が回復しています。
（達成状況の目安となる環境の状況）
・みどりの総量（緑被率）が増加へ転ずる
・雨水浸透機能の強化（エコ庭づくりや雨水浸透ますなどの取組数の拡大）

2013(平成 25)年度までの取組方針
►『横浜みどりアップ計画』を、生物多様性の保全や、市街地における「みどり」の創造に配慮
しながら強力に推進します。
►健全な水循環の再生に向けて、緑施策と水施策が連携して、雨水の浸透や貯留の取組を推進し
ます。

2013(平成 25)年度までに実施・着手する主な取組
横浜みどりアップ計画の強力な推進とさらなる展開
1)

樹林地を守る

2)

緑をつくる

3)

市民推進会議・広報

良好な水環境づくり
4)

水循環の取組

5)

多自然川づくりの取組
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2012(平成 24)年度の主な取組実績と今後の予定
1)樹林地を守る
①緑地保全制度による地区指定の拡大と買取り
・平成 24 年度は新たに 107.6ha の緑地を、特別緑地保全地区や市民の森、緑地保存地区等の緑
地保全制度により指定しました。
・緑の大切さや制度の浸透が十分でないこと、制度上のインセンティブが少ないことなどが課
題であり、引き続き、様々な形で土地所有者への働きかけを行っていきます。
H23 年度
緑地保全制度による
保全面積

H24 年度

1,130ha（累計）

1,238ha（累計）

H25 年度
【目標】
1,949ha（累計）

②市民協働による緑地維持管理事業
・市民の森等の樹林地において、多様な動植物が生息・育成できる環境を維持復元するため、
新たに５か所で保全管理計画を市民との協働により策定しました。
・今後は、計画を策定した市民の森などで、良好な維持管理が行われるよう必要に応じて支援
を行っていきます。
H23 年度
保全管理計画
策定か所数

H24 年度

9 か所（累計）

14 か所（累計）

H25 年度
【目標】
15 か所（累計）

③森の楽しみづくり事業
・多くの市民を対象に、樹林地の特性を活かした
多様なメニューによる環境教育や自然体験学習を、
区役所等と連携して開催しました（生態系に配慮
した植樹等：４か所、プレイパークイベント：６
か所、森の収穫物を楽しむ体験型イベント：13 回、
里山の自然や文化を体験するイベント：12 回、ウ
ォーキングツアー：19 回、ガイドマップ作成：３
地域、間伐材を活用したクラフト作成イベント：
13 回、森への関心を高める講座：82 回）
。
・森への関心を高めるとともに、森づくり活動へ
市民協働による緑地維持管理事業
の自発的な参加を後押しできるよう、これまでの
取組や参加者の声などを反映させ、より効果的な事業内容にしていく必要があります。また、
森の楽しみを通じて、生物多様性の大切さについても伝えていく必要があります。
④緑地再生等管理事業
・樹林地の計画的管理を行い管理水準の向上を図ることで、明るく安全な森の保全を行いまし
た。
・緑地保全制度に指定している民有樹林地の維持管理に対して、助成を実施しました（91 件）
。
・制度が広く浸透したため、助成件数が増加傾向にあります。今後も樹林地所有者の維持管理
に係る負担を軽減しながら事業を拡大していく必要があります。

2)緑をつくる
①地域緑のまちづくり
・さまざまな地域にふさわしい緑化を地域ぐるみで進めるため、平成 24 年度末までに 15 地区
で地域緑化計画の策定に取り組み、そのうち 11 地区で地域緑化計画に基づく緑化を実施しまし
た。
・取組地区数を増加していくためには、これまでの取組地区での成果を発信していくとともに、
緑の少ない都心部でのさらなる取組が必要です。
・平成 25 年度は、15 地区で地域緑化計画に基づく緑化を実施し、また、新たに３地区で地域緑
化計画を策定に取り組む予定です。
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H23 年度
地域緑化計画策定に
取り組んだ地区数

H24 年度

12 地区（累計）

15 地区（累計）

H25 年度
【目標】
30 地区（累計）

②園庭・校庭の芝生化
・民間の保育所・幼稚園（12 園）
、公立小中学校（８校）で新たに芝生化を実施しました。
・芝生化後の適切な維持管理体制を確立することが求められています。
H23 年度
園庭・校庭の芝生化数

H24 年度

H25 年度
【目標】

32 園 49 校（累計） 44 園 57 校（累計） 100 園 40 校（累計）

③民有地緑化の誘導等
・一定規模以上の敷地に建築を行う場合に緑化を義務付ける緑化地域制度を運用し、民有地の
緑化を推進しました。
・緑化地域制度の適用範囲を広げるためには、制度改正が必要であり、引き続き国に働きかけ
ていくことが必要です。
④屋上緑化助成事業
・市街地において、良好な自然環境を創出し、ヒートアイランド現象緩和等に効果がある建築物
の屋上及び壁面の緑化を推進するため、助成を実施しました（12 件）
。
⑤京浜の森づくり
・エコツアー講座（１回）
、育樹のつどい（１回）、ドングリ学校（２校）を実施しました。ま
た、協働緑化ガイドライン『協働緑化の取組』を作成しました。

3)市民推進会議・広報
①横浜みどりアップ計画市民推進会議
・横浜みどりアップ計画市民推進会議の全体会議（３回）及び各部会
（計９回）を開催しました。また、本会議主催で、みどりアップ計画
で保全に
取り組んでいる農地及び樹林地の現地調査（８、10 月）、
「みどりのオ
ープンフォーラム」
（11 月）を開催しました。
・みどりアップ計画や横浜みどり税について、市民の皆様に分かりや
すく情報提供するための広報誌『濱ＲＹＯＫＵ』
（11～15 号）や、
『み
どりアップ計画（新規・拡充施策）とみどり税』を発行し、区役所や
ＰＲボックス等へ配架しました。
・今後も引き続き、本会議での取組や『濱ＲＹＯＫＵ』の発行など、
『濱ＲＹＯＫＵ』
みどりアップ計画の推進に向けた取組や情報発信を進めていきます。
②「みどりアップ」しています！宣言
・
「よこはま花と緑のスプリングフェア」等の各イベントや、みどりアップ月間に実施した電車
内広告やラジオ放送でのＰＲ、公用車等へのロゴシールの貼付などを通じて、
「みどりアップし
ています！宣言」に 10,800 件の登録をいただきました（平成 24 年度末時点）
。
H23 年度
「みどりアップ」しています！
宣言登録数

3,529 件（累計）

Ｈ24 年度

Ｈ25 年度
【目標】

10,800 件（累計） 10,000 件（累計）

③区役所と連携した広報
・区民まつりへの出展や、広報よこはまへの掲載、『横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
平成 21～24 年度の実績（概要）
』
、
『濱ＲＹＯＫＵ』の配布・町内会回覧等を通じ、区役所との
連携を強化しつつ、市民の皆様へみどりアップ計画の周知を努めました。
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4)水循環の取組
①エコな庭づくりの推進
・雨水貯留タンクの設置助成制度を全市へ展開し、191 個に助成を行いました。
・宅内雨水浸透ますを設置する建築物の所有者に対して 41 個に助成を行いました。
・区民まつりや環境行動フェスタなど、計 13 回のイベントに出展し、普及啓発を行いました。
・雨水貯留タンクの設置助成については、平成 25 年度は助成個数を 300 個に増加し、本格実施
していきます。
・宅内雨水浸透ますの設置については、建築物の設計段階における制度の周知が必要で、ハウ
スメーカー等へ働きかけを行っていきます。
H23 年度
雨水貯留タンクの設置助成個数
宅地雨水浸透ますの設置助成個数
地域での水循環再生活動地区数

H24 年度

149 個/年
49 個/年
3 地区

191 個/年
41 個/年
18 地区

H25 年度
【目標】
180 個/年
50 個/年
18 地区

②道路への雨水浸透ますの設置
・平成 24 年度は、道路へ雨水浸透ますを 777 個設置しました。
H23 年度
雨水浸透ます設置個数

H24 年度

1,081 個/年

777 個/年

H25 年度
【目標】
1,000 個/年

③透水性舗装の展開
・平成 24 年度は、歩道部の透水性舗装を 38,820m2 実施しました。
④公共施設での雨水浸透ますの導入
・平成 24 年度は、市内の公園を中心に 65 個の雨水浸透ますを設置し、雨水浸透機能の重要性
をアピールしていくための広報ツールとして活用しました。

5)多自然川づくりの取組
①河川の整備
・市内を流れる主要な 28 河川、延長約 85km の区間について、時間当たり約 50mm の降雨におけ
る浸水対策の河川整備を実施しました。
H23 年度
浸水対策の河川整備率

86.2％

H24 年度
86.4％

H25 年度
【目標】
86.3％

②水辺拠点整備
H23 年度
整備箇所数

H24 年度

0 か所/年
（35 か所）
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0 か所/年
（35 か所）

H25 年度
【目標】
39 か所

食と農
～“食”と“農”との連携による横浜型農業の新たな展開～
総合評価
≪環境と人・地域社会≫≪環境と経済≫
平成 24 年度も引き続き、
『横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）』に基づき、水田の保全
や担い手となる農家の支援等により、農地の保全を着実に進めました。また、市民利用型農園の
開設や食と農の連携による地産地消の推進など、横浜農業の振興に向けた取組を進めました。こ
れらの取組では、市民が「農」とふれあうことを通じて、人と地域社会の関わりを深めました。
※『横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）平成 24 年度事業報告書』にて詳細な取組を報告

≪今後の取組予定≫
今後も引き続き、様々な形で横浜の農地を保全するとともに、地産地消の支援やビジネスマッ
チングを展開し、横浜農業の活性化を図っていきます。

2025(平成 37)年度までの環境目標
●市民が「農」とふれあえる環境があり、それが横浜市の魅力となっています。
●食と農との連携によるまちの活性化、新たなビジネスモデルの発信につながる取組が行われて

います。
●横浜市の農業の振興により、安定的・長期的に農地が保全されています。
（達成状況の目安となる環境の状況）
平成 25 年までに 50ha の農地を『横浜みどりアップ計画』の各種事業や従来の取組で確保します。
※『横浜市水と緑の基本計画』、
『横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
』の目標

2013(平成 25)年度までの取組方針
►農地の持つ環境貢献機能に着目し、農業者だけでなく市民参加を得て優良な農地を保全します。

2013(平成 25)年度までに実施・着手する主な取組
1)

農地の保全

2)

食と農との連携

2012(平成 24)年度の主な取組実績と今後の予定
1)農地の保全
①農地の保全・活用の推進
・水田保全契約奨励事業により、平成 24 年度までに 114.4ha の水田を保全しました。
・本事業は、10 年間の水稲作付けを承認の条件としており、水田保全の有効な手段であるため、
未申請地に対する説明と要請を実施していきます。
H23 年度
多面的な機能を持つ水田の保全

H24 年度

109.7ha（累計） 114.4ha（累計）

H25 年度
【目標】
120ha（累計）

②農地保全・農産業の活性化に向けた担い手の育成支援
・平成 24 年度は、不法投棄の夜間パトロールを 35 地区で実施しました。
・都市農業経営支援（48 件）や農業後継者の育成（７人）を実施しました。
・不法投棄の対策は継続して実施する必要があり、平成 25 年度は不法投棄が多い農地で夜間パ
トロールを 31 地区で実施します。また、地域団体によるパトロールや清掃活動等に関する支援
を 20 地区で実施する予定です。
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・都市農業経営支援と農業後継者育成については、
『横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
』
に基づく予定を大幅に超える要望があります。
・平成 25 年度は、都市農業経営支援（28 件）と農業後継者の育成（８人）に取り組みます。
H23 年度
不法投棄監視警報装置の
設置

H25 年度
【目標】

H24 年度

14 地区（累計）

14 地区（累計）

14 地区（累計）

③農業専用地区・生産緑地地区等の指定による農地の保全
・平成 24 年度までに 49.1ha の長期貸付農地を確保しました。
・平成 25 年度は、20.9ha の長期貸付農地を確保する予定です。
H23 年度
長期貸付農地の確保

H25 年度
【目標】
70ha（累計）

H24 年度

32.7ha（累計）

49.1ha（累計）

④農ある地域づくり事業
・平成 24 年度は、各地区での事業の推進を図りました。
H23 年度
農ある地域づくり事業
実施地区

H25 年度
【目標】

H24 年度

11 地区（累計）

11 地区（累計）

11 地区（累計）

⑤生産性の向上
・平成 24 年度は、新たに４地区で生産性の向上に向けた基盤整備を実施しました。
・平成 25 年度は、新たに２地区で基盤整備を実施する予定です。
H23 年度
生産性の向上に向けた
取組実施地区

H25 年度
【目標】

H24 年度

21 地区（累計）

25 地区（累計）

28 地区（累計）

⑥市民利用型農園の設置
・平成 24 年度は、7,056 世帯が市民利用型農園で農業体験を楽しみました。
・平成 25 年度は、新たに 1.3ha の市民利用型農園を開設する予定です。
H23 年度
農園を楽しむ世帯数

H25 年度
【目標】

H24 年度

6,542 世帯/年

市民農園体験ファーム（戸塚区）

7,056 世帯/年

7,000 世帯/年

農体験の場（青葉区）
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2)食と農との連携
①地産地消の推進
・平成 24 年度は、新設共同直売所の備品整備
に対する支援を２件、食と農との連携を７件
実施しました。
・5.3ha（32 か所）で収穫体験農園を実施しま
した。
・直売所の分布や設置・運営者の意向などを
ふまえながら、収穫体験農園の継続の可否に
ついて検討していく必要があります。
・平成 25 年度は、新規共同直売所の備品整備
共同直売所（ＪＡ横浜、メルカートかながわ）
に対する支援を２件、食と農の連携を５件実施
する予定です。また、収穫体験農園については、5.3ha で実施する予定です。
H23 年度
食と農の連携数

H24 年度

6 件/年

7 件/年

H25 年度
【目標】
15 件（累計）

②地産地消事業に対する支援制度の創設
・平成 24 年度は、地産地消事業に対する支援制度に基づき、対象事業４件について支援を実施
しました。
・地産地消の取組について、ビジネスモデルを確立することが重要であり、制度による支援や
ビジネスマッチングの機会を提供していく必要があります。
・平成 25 年度は、平成 23、24 年度の支援対象事業の検証を行います。また、ＰＲ冊子の作成
やフォーラムでの発表など、広報活動に取り組みます。
H23 年度
地産地消事業に対する
支援件数

H24 年度

3 件/年
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4 件/年

H25 年度
【目標】
6 件（累計）

資源循環
～循環型社会の構築～
総合評価
≪環境と人・地域社会≫
ス

リ

ム

平成 24 年度は、
『ヨコハマ３Ｒ夢プラン（横浜市一般廃棄物処理基本計画）』に基づき、生ご
みを少なくする工夫（食べ切り、水切りなど）や簡易包装の推進など、３Ｒの中でとりわけ環境
にやさしい発生抑制（リデュース）に取り組むことで、環境に配慮したライフスタイル・ビジネ
ススタイルへの転換を図りました。また、各区の特色を生かした様々な啓発活動などを通じて、
人と地域社会の関わりを深めました。
≪今後の取組予定≫
ス

リ

ム

平成 25 年度は、横浜市中期４か年計画の最終年度であり、
『ヨコハマ３Ｒ夢プラン』の中間目
標年度でもあることから、プランに掲げた目標の達成に向けて、市民・事業者の皆さんに３Ｒ行
動を更に推進していただけるような働きかけを行います。

(1)

一般廃棄物に関する取組

2025(平成 37)年度までの環境目標
［横浜の未来（一般廃棄物行政における将来ビジョン）
］
●みんなが協力し合い、誰もが３Ｒ行動を実践する環境配慮型のライフスタイル・ビジネススタ
イルが定着しています。
●より環境負荷の少ないごみ処理システムが構築されています。
●清潔できれいなまちが実現しています。
（達成状況の目安となる環境の状況）
・ごみ処理に伴い排出される温室効果ガスの排出量を平成 37（2025）年度までに平成 21（2009）
年度比で 50％以上（約 14 万トン-CO２）削減
・総排出量（ごみと資源の総量）を平成 37（2025）年度までに平成 21（2009）年度比で 10％
以上（約 13 万トン）削減

2013(平成 25)年度までの取組方針
【目標】新たなステージに挑戦し、さらなるごみの減量化・資源化が進んでいます。
【達成指標】※平成 21（2009）年度比
►総排出量（ごみと資源の総量）の削減▲３％以上（約４万トンの削減）
►ごみ処理に伴い排出される温室効果ガス排出量の削減▲10％以上（約３万トン-CO2 の削減）

2012(平成 24)年度の主な取組実績と今後の予定
①発生抑制等推進事業
・瀬谷区内のスーパーマーケット３店舗で食品トレー削減キャンペーンを６回開催しました。
・市内６店舗で食品トレーを使わない生鮮食品の販売など、リデュースとなる簡易包装推進キ
ャンペーンを開催しました。
・関内地区のコンビニエンスストア１店舗でマイバッグの推進を啓発するキャンペーンを開催
しました。
・平成 25 年度は、リデュースの推進体制「ヨコハマＲ（リデュース）ひろば」を中心にして、
新たなリデュース、主に食品廃棄物の削減推進に取り組んでいきます。
H22 年度
リデュースの取組数

3 取組/年

H23 年度
5 取組/年
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H24 年度
3 取組/年

H25 年度
【目標】
12 取組
（H22～25 の累計）

②更なるごみの資源化
・前年度から引き続き、金沢区の２地区で生ごみのバイオガス化実証実験を実施しました（参
加世帯：約 600 世帯、生ごみ収集量：約 50 トン）
。また、これまで実施してきた生ごみ減量化・
資源化の取組等について評価・整理するとともに、生ごみバイオガス化の実施に向けた課題を
整理し、検討を進めました。
③事業者による減量化と分別徹底の推進
・大規模事業所への立入調査を 891 件、中小事業所への立入調査及び現況確認を 3,488 件実施
しました。
・大規模事業所の減量化・資源化等計画書の提出率は 98％でした。
・平成 25 年度は、大規模事業所への立入調査を 800 件、中小事業所への立入調査及び現況確認
を 2,600 件実施する予定です。
H22 年度
大規模事業所
立入調査件数
中小事業所立入調査
及び現況確認件数

H23 年度

H25 年度
【目標】

H24 年度

822 件/年

865 件/年

891 件/年

1,105 件/年

3,154 件/年

3,488 件/年

7,200 件
（H22～25 の累計）

④資源集団回収の推進
・資源集団回収による古紙回収率は 96％でした（平成 25 年３月末現在）
。
・平成 25 年度は、資源集団回収による古紙回収率 100％を目指します。
H22 年度
資源集団回収
による古紙回収率

(2)

H23 年度

91％

H24 年度

93％

H25 年度
【目標】

96％

100％

産業廃棄物に関する取組

2025(平成 37)年度までの環境目標
●すべての排出事業者、処理業者、市民が協力し合い、３Ｒ行動を実践する環境配慮型のビジネス

スタイル・ライフスタイルが定着しています。
●より環境負荷の少ない産業廃棄物処理体制が構築されています。
●すべての市民、排出事業者、処理業者が産業廃棄物のことで困らない都市が実現しています。
※『第 6 次横浜市産業廃棄物処理指導計画（平成 23 年度～平成 27 年度）
』将来ビジョンより

（達成状況の目安となる環境の状況）
・産業廃棄物の発生抑制を進めるとともに、発生量に対する最終処分率のさらなる削減を目指します。
・産業廃棄物の適正処理や脱温暖化を推進し、将来にわたって安全安心な産業廃棄物の処理体制を構
築します。また、緊急や災害時のための迅速な廃棄物処理体制を整えます。
・産業廃棄物に対する市民の関心を高めるとともに、分かりやすい行政を目指します。
※『第 6 次横浜市産業廃棄物処理指導計画（平成 23 年度～平成 27 年度）
』計画目標より

2013(平成 25)年度までの取組方針
環境行動都市として、
「持続可能な社会」を実現し、将来世代に豊かな環境を引き継ぎます。
►市内総生産あたりの産業廃棄物発生量について 10％削減を目指します。
►平成 27 年度、最終処分率 7％以下を目指します。
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2012(平成 24)年度の主な取組実績と今後の予定
①循環型社会を目指した取組の推進
・多量排出事業者等への自主管理計画の策定指導を実施しました。また、自主管理事業の周知
方法等の検討を行いました。
・自ら利用に係る指導要綱に基づく計画書等の受付をしました。
・今後も引き続き、多量排出事業者等への自主管理計画の策定指導等を実施し、また、個別指
定制度の民間工事への拡大の検討、自ら利用に係る指導要綱の周知などを実施していきます。
②安全で信頼できる環境負荷の少ない廃棄物処理の推進
（ＰＣＢ、アスベストなど産業廃棄物の適正処理指導の徹底の推進）
・ＰＣＢ、アスベスト廃棄物の適正処理に向けた立入調査等を実施しました。
・排出事業者向けの廃棄物処理セミナーでの講義を行いました。
・処理施設を有する産業廃棄物処理業者に対し、文書による施設の防火管理の注意喚起を行い
ました。
・今後も引き続き、ＰＣＢ、アスベスト廃棄物の適正処理に向けた立入調査等、排出事業者向
けの廃棄物処理セミナーでの講義を実施していきます。
（不法投棄・不適正処理の未然防止のため監視体制の強化の推進）
・収集事務所と産業廃棄物対策課専従機動班との連携による不適正処理への迅速対応を実施し
ました。
・今後も引き続き、監視指導の強化を図っていきます。
（災害時の廃棄物処理体制の整備）
・解体廃棄物処理に係る計画を見直し、資源循環局防災マニュアル内で計画を策定しました。
・平成 25 年度は、道路啓開等に伴う解体廃棄物の処理や仮置き場に関する検討を行います。
③市民、排出事業者、処理業者、行政の協働・連携強化
・市民向けのリーフレット「さんぱいってなーに」を各区における区民まつり等で配布し、廃
棄物の取組について普及啓発を行いました。
・戸塚区品濃町最終処分場に係る特定支障除去等事業について、市民の皆様向けに改善工事の
周知を行いました。

トピックス
お気に入りのドリンクと歩こう。

「マイボトルスポット」が 135 か所に拡大！
「マイボトルスポット」で、お持ちのマイボトルに飲み物を！
平成 22 年 10 月に試行的に４か所で開始した「マイボトルスポット」。徐々に数を増やし、
（公財）横浜市緑の協会管理施設や、マイボトルに対応したチェーン系カフェブランドなど
がマイボトルスポットに登録！平成 25 年３月末時点で、合計 135 か所になりました。
「マイボトルスポット」とは？
マイボトルスポットとは、飲みものを、持参したマイボトルに入れて
販売・提供する店舗等のことで、横浜市独自の名称です。
マイボトルを活用していくことで、ペットボトルなどの使い捨てを減
らしていくことができます。マイボトルで飲みものをおいしく楽しみな
がら、ごみを減らしていくライフスタイルを広げていきませんか？
マイボトル
スポットマーク
ヨコハマＲひろばウェブサイト内、
マイボトルスポットのホームペー
ジもぜひご覧ください。
※PET ボトルリサイクル推進協議会資料等より算出
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生活環境
～安全で安心・快適な生活環境の保全～
総合評価
横浜市は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法などに基づき、大気汚染、水質汚濁、
騒音の調査を行っています。
平成 24 年度の大気環境及び水環境の環境基準への適合状況は以下のとおりです。
（大気環境）
二酸化硫黄
一酸化炭素

全 18 局で適合
全３局で適合

（水環境）
健康項目（河川）

全地点で適合

生活環境項目（河川） 全 11 地点で適合（ＢＯＤ）

浮遊粒子状物質

全 28 局で適合

二酸化窒素

全 28 局で適合

生活環境項目（海域） ６/７地点で適合（ＣＯＤ）

全 19 局で不適合

全窒素（東京湾内）

６/７地点で適合

１/６局で適合

全りん（東京湾内）

５/７地点で適合

光化学オキシダント
微小粒子状物質

健康項目（海域）

全７地点で適合

今後も引き続き、安全で安心・快適な生活環境を保全するため、関係法令や生活環境保全条例
に基づき、各取組を着実に推進します。なお、大気中の放射線量についても継続して測定・公表
していきます。

(1)

大気環境の保全

2025(平成 37)年度までの環境目標
●市民が清浄な大気の中で、健康で快適に暮らしています。
（達成状況の目安となる環境の状況）
項 目
改善指標（～2013 年度）

達成指標（～2025 年度）

二酸化窒素

二酸化窒素に係る環境基準
への適合。

環境基準に適合した地点においては、環境基準
の下限値（１時間値の１日平均値が
0.04ppm）
。

浮遊粒子状物質

大気汚染に係る環境基準へ
の適合。

（2013 年度までの達成状況の評価により
検証）

光化学オキシダント
微小粒子状物質
悪 臭

光化学スモッグ注意報等の
発令がないことを目指す。
測定体制の整備を進める。
市民が日常生活において不
快を感じない。

大気汚染に係る環境基準への適合。
微小粒子状物質に係る環境基準への適合。
（2013 年度までの達成状況の評価により
検証）

2013(平成 25)年度までの取組方針
►微小粒子状物質や光化学オキシダントなど、改善指標の達成に向けた取組を強化・推進します。
►大気汚染対策の取組を推進します。
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2012(平成 24)年度の主な取組実績など
①微小粒子状物質対策
・市内の２測定局で微小粒子物質の自動測定機を整備し、測定データ（速報値）の公表及び高
濃度予報を開始しました。
・平成 25 年度は、10 測定局で自動測定機を整備し、市内 18 区において測定ができるようにし
ていきます。
②光化学オキシダント対策
・光化学スモッグの原因物質である揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の排出量調査及びＶＯＣ排出
事業場への立入・測定を実施しました。
・神奈川県公害防止推進協議会や九都県市との共同など、夏季のＶＯＣ対策に関する啓発活動
を実施しました。
・光化学オキシダントの現況再現シミュレーションの実施と発生源の寄与解析を実施しました。
・ＶＯＣ排出量削減の実態把握と規制対象事業場以外の削減への取組が課題であり、今後も引
き続き、ＶＯＣ排出量調査やＶＯＣ排出事業場への立入・測定などを実施していきます。
③二酸化窒素・浮遊粒子状物質対策
・九都県市指定低公害車 110 台、天然ガス（ＣＮＧ）自動車５台に対して補助を実施しました。
・エコドライブ講習会を開催し、移動発生源としてトラック等の二酸化窒素や浮遊粒子状物質
の排出抑制を促進しました（開催数：７回）
。
・今後も引き続き、二酸化窒素や浮遊粒子状物質など、排気が少ないハイブリッド自動車やＣ
ＮＧ自動車に対する補助、エコドライブ講習会を実施していきます。
④悪臭対策
・悪臭物質の臭気測定を実施しました。また、発生源指導等の苦情対応を行いました。
・都市・生活型の悪臭問題については、未然防止が課題であり、今後も引き続き、悪臭物質の
臭気測定などを実施していきます。
⑤横浜スマートシティプロジェクトなどの推進【再掲（p.20 参照）】

(2)

水環境の保全

2025(平成 37)年度までの環境目標
●魚や様々な生き物がすめる川や海で、釣りや水遊び、水辺の散策等市民がふれて楽しんでいます。

水質基準

（達成状況の目安となる環境の状況）
項 目
BOD（河川）
COD（海域）
全窒素（海域）
全りん（海域）
生物指標
赤 潮

改善指標（～2013 年度）

水域別に設けられた水質汚濁に係る環境基準、水環境目標への適合。
生物指標による水環境目標への適合を目指すとともに、当面は海域の
調査地点 9 か所中 6 か所での達成を目指す。
大規模な赤潮の発生がないことを目指すとともに、当面はモニタリン
グ項目等の検討を行っていく。

2013(平成 25)年度までの取組方針
►富栄養化対策や東京湾水質改善など、改善指標の達成に向けた取組を強化・推進します。
►水質汚濁対策の取組を推進します。
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2012(平成 24)年度の主な取組実績など
①工場・事業場等への規制指導
・水質汚濁防止法、横浜市生活環境の保全等に関する条例（以下、「市条例」という。）等に基
づき、事業所等への届出指導及び立入調査を実施しました（届出件数：752 件、立入件数：延べ
636 件）
。
・水質汚濁防止法の改正への対応、市条例の改正を実施しました。
・今後も引き続き、事業所等への届出指導・立入調査などを実施していきます。また、水質汚
濁防止法の排水基準改正に伴う事業所等への周知や市条例施行規則の改正を行う予定です。
②東京湾流域自治体の連携
・九都県市首脳会議水質改善専門部会にて、大学や研究機関、市民団体、企業等と連携して、
東京湾岸及び流域において水質一斉調査を実施しました（８月）
。
・東京湾岸自治体環境保全会議にて、環境啓発事業として、
「君津市生涯学習フェスティバル（環
境フェア）
」に参加し、東京湾の水環境について啓発活動を実施しました（11 月）
。
・平成 25 年度も引き続き、
「東京湾環境一斉調査」
（
「東京湾水質一斉調査」から名称を変項。
８月）と東京湾岸自治体環境保全会議の環境啓発事業（10 月）による啓発活動を実施する予定
です。
③下水道の取組
・神奈川水再生センター及び港北水再生センターにおいて、高度処理施設の整備を実施しまし
た。また、合流式下水道の改善を実施しました（雨水吐改良か所数：堰高改良２か所、夾雑物
対策８か所）
。
・下水道法、横浜市下水道条例に基づき、事業場への届出指導及び立入調査を実施しました（届
出件数：1,435 件、立入件数：521 件）
。
・下水道法施行令の改正（規制項目の追加）等に伴い、横浜市下水道条例及び同施行規則を改
正しました。
・今後も引き続き、
『横浜市下水道中期経営計画 2011』に基づき、計画的に各事業を進めるとと
もに、下水道法と横浜市下水道条例に基づく事業所等への届出指導・立入調査を実施していき
ます。
④赤潮対策の強化
・赤潮プランクトンの検鏡、色見本等のモニタリング項目を検討しました。
・今後も引き続き、検鏡や色見本等のモニタリング項目の検討など、モニタリングの試行実施
を検討していきます。
⑤つながりの海（まちづくりと連携した海づくり）【再掲（p.16 参照）】
⑥市民参加等による生物多様性の取組【再掲（p.25～27 参照）】
⑦多自然川づくりの取組【再掲（p.32 参照）】

(3)

地盤環境の保全

2025(平成 37)年度までの環境目標
●地盤沈下や土壌・地下水汚染による被害がなく、きれいな湧き水が見られるなど、安定した地盤

環境のもとで暮らしています。
（達成状況の目安となる環境の状況）
項 目
地盤沈下
土壌汚染
地下水の水質汚濁

改善指標（～2013 年度）

地下水の過剰な採取などにより、地盤に悪影響が及んでいない。
土壌汚染の拡散が防止されている。
鉛、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について、地下水の水質汚濁に係る
環境基準への適合。

41

2013(平成 25)年度までの取組方針
►改善指標の達成に向け、地盤環境の取組を推進します。

2012(平成 24)年度の主な取組実績など
①地盤沈下対策
・市条例に基づき、地下水の採取や一定規模以上の掘削作業を行う事業所等へ届出指導を実施
しました（地下水採取許可・届出件数：18 件、地下掘削工事届出件数：16 件）
。
・地盤沈下の状況を面的に把握するため、市域の沖積低地を対象に、測量延長 316km、調査地点
339 点の精密水準測量を実施しました（最大沈下量：10.0mm（金沢区）
）
。
・今後も引き続き、事業所等への規制指導や地盤沈下の監視を実施していきます。
②土壌汚染対策
・土壌による人の健康被害の防止や環境汚染の拡大を防止するため、土壌汚染対策法及び市条
例に基づき、事業所等の指導を実施しました。
≪土壌汚染対策法による届出≫
有害物質使用特定施設の廃止等：55 件、3,000m2 以上の土地の形質変更届：79 件、
形質変更時要届出区域内の土地の形質変更：33 件、その他の届出等：105 件
≪市条例による届出≫
事業所廃止等報告：14 件、土地の形質変更届：58 件、土壌調査報告：38 件、
その他の届出等：123 件
・今後も引き続き、事業所等への規制指導を実施していきます。
③地下水の水質汚濁対策
・水質汚濁防止法及び市条例に基づき、事業所等へ地下水の浄化等の指導を実施しました（常
時監視井戸：161 件、汚染追跡井戸：47 件、市条例に基づく届出件数：12 件）
。
・市内 104 か所（メッシュ：96 か所、定点：８か所）で地下水質調査を実施しました。
・今後も引き続き、事業所等への規制指導を実施するとともに、市内 103 か所（メッシュ：97
か所、定点：６か所）で地下水質調査を実施する予定です。
④水循環の取組【再掲（p.32 参照）】
⑤農地の保全・活用の推進【再掲（p.33 参照）】

(4)

化学物質対策の推進

2025(平成 37)年度までの環境目標
●化学物質が適切に管理されるとともに、市民や事業者が化学物質に関する情報を共有し、安心し

て暮らしています。
（達成状況の目安となる環境の状況）
項 目
化学物質
有害化学物質
ダイオキシン類
アスベスト

改善指標（～2013 年度）
環境リスクの低減のため、化学物質が適正に管理され、環境中への排出が
抑制されている。
ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・ジクロロメタン
について、ベンゼン等による大気の汚染、水質汚濁、地下水の水質汚濁に
係る環境基準への適合。
ダイオキシン類に係る環境基準への適合。
建物解体などによる大気環境中への飛散が防止されている。
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2013(平成 25)年度までの取組方針
►化学物質の適正管理やリスクコミュニケーションなど、改善指標の達成に向けた取組を推進し
ます。

2012(平成 24)年度の主な取組実績と今後の予定
①化学物質対策
・化学物質排出把握管理促進法及び市条例、化学物質の適正な管理に関する方針に基づき、化
学物質の適正な管理を実施しました（ＰＲＴＲ（化学物質排出移動量届出制度）の届出件数：
442 件）
。
・リスクコミュニケーションの普及啓発として、講座・イベント出展等を７回実施しました。
・環境リスク評価の検討として、工場・事業場等の取組をヒアリングしました。
・今後も引き続き、ＰＲＴＲの届出受理や工場・事業場等への環境リスク評価の支援などを実
施していきます。
②有害化学物質対策
・市内５地点で有害大気汚染物質採取分析調査を 12 回実施しました。
・今後も引き続き、モニタリング調査を実施していきます。
③ダイオキシン類対策
・大気６地点、海域６地点、地下水６地点でダイオキシン類の測定を実施しました。
・平成 25 年度は、大気、河川、地下水の各６地点で測定を実施していきます。
④アスベスト対策
・市内６地点で、環境中のアスベスト調査を４回実施しました。
・関係課長会を開催し、国の動向をふまえた、アスベスト対策のあり方を検討しました。
・平成 25 年度も引き続き、市内各４地点で調査を実施していきます。

(5)

騒音・振動対策の推進

2025(平成 37)年度までの環境目標
●市民が振動による不快感がなく、静かな音環境の中で快適に過ごしています。

（達成状況の目安となる環境の状況）
項 目
改善指標（～2013 年度）
市民の住居を主とする地域においては、地域の類型※C を含め、騒音に係る環境基
準における地域の類型 A 及び B の環境基準への適合。
○道路に面する地域及び新幹線鉄道は、その環境基準を適用する。
○航空機騒音、新幹線鉄道を除く鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。
注 地域の類型 C の当面の指標は、騒音に係る環境基準における地域の類型 C の
騒 音
環境基準とする。
※ 地域の類型
A：専ら住居の用に供される地域
B：主として住居の用に供される地域
C：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域
振 動
市民が日常生活において不快を感じない。
※達成状況(～2025 年度)は、2013 年度までの達成状況の評価により検証します。
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2013(平成 25)年度までの取組方針
►改善指標の達成に向け、騒音・振動対策の取組を推進します。

2012(平成 24)年度の主な取組実績と今後の予定
①工場・事業場等の騒音・振動対策
・特定工場等への立入調査、夜間騒音低減のための普及啓発、都市・生活型の騒音測定、苦情
対応（発生源指導等）を実施しました。
・都市・生活型の騒音問題の未然防止が課題であり、今後も引き続き特定工場等への立入調査
や普及啓発、都市・生活型の騒音測定などを実施していきます。
②建設作業の騒音・振動対策
・特定建設作業現場等への立入調査、建設・解体工事に伴う騒音・振動の未然防止のための普
及啓発、発生源指導等の苦情対応を実施しました。
・建設作業の騒音・振動は、一時的であるがレベルが高い傾向にあり、作業現場周辺への配慮
及び近隣住民の理解が必要です。今後も引き続き、特定建設作業現場等への立入調査、普及啓
発などを実施していきます。
③生活騒音対策
・生活騒音の相談者にリーフレット配布、騒音計の貸出、解決に向けたアドバイスなど、側面
的な支援を実施しました。
・生活騒音による近隣住民間のトラブルは依然として多く、今後も引き続き、トラブル防止に
向けた一層の啓発が必要であり、相談者の側面的な支援を実施していきます。
④道路及び鉄道交通騒音対策
・市民からの調査依頼に基づき、道路の騒音（６件）及び振動（８件）、鉄道の騒音（４件）及
び振動（１件）の測定を実施しました。
・鉄道や高速道路等に近接して集合住宅を建設しようとする事業者への防音対策指導を実施し
ました（34 件）
。
⑤航空機騒音対策
・航空機の騒音に対する苦情対応を実施しました（81 件）。

(6)

ヒートアイランド対策の推進

2025(平成 37)年度までの環境目標
●市域全域でヒートアイランド現象が緩和され、市民が快適に生活しています。

（達成状況の目安となる環境の状況）
改善指標（～2013 年度）
都心部におけるみどりの増加量

達成指標（～2025 年度）
ヒートアイランド現象による都心部の温度上昇
を抑え、市域の気温格差を少なくする。

2013(平成 25)年度までの取組方針
►都心部におけるヒートアイランド対策の強化やみどりの増加など、改善指標の達成に向けた取
組を強化・推進します。
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2012(平成 24)年度の主な取組実績と今後の予定
①定点的な観測
・ヒートアイランド現象の実態を把握するため、夏季（７、８月）に市内 43 地点で気温観測を
実施しました。なお、観測結果は環境創造局ホームページで公開しています。
・平成 25 年度も引き続き、市内 43 地点で測定を実施する予定です。
②都心部におけるエコまちづくりの推進【再掲（p.15 参照）】
③園庭・校庭の芝生化【再掲（p.31 参照）】
④すず風舗装による道路整備
・ヒートアイランド現象を抑制するため、磯子区と瀬谷区で遮熱性舗装を実施しました（磯子
区：1,273m2、瀬谷区：2,498m2）
。
・平成 25 年度も引き続き、磯子区と瀬谷区で遮熱性舗装を実施する予定です。
⑤普及啓発
・昨年度に引き続き、打ち水イベントへ打ち水実施前後の温度差を測定できるレーザー温度計
を貸し出し、イベント実施の支援を行いました。
・区役所等のヒートアイランド対策に関する啓発事業に対し、サーモカメラの貸出等の技術支
援を実施しました。
⑥研究解明に向けた取組
・ヒートアイランド現象の広域的な実態を把握するため、昨年度に引
き続き、神奈川県、川崎市との気温観測データの共有を実施しました。
・ヒートアイランド対策に係る技術支援研究として、街区熱環境を考
慮したまちづくりの基礎データとして活用するため、河川冷気マップ
及びインナーハーバー冷気マップを作成しました。
・今後は冷気マップをまちづくりなど市の施策へ反映していきます。
・農地や緑陰におけるヒートアイランド現象の緩和効果を検証する熱環境調査を実施する予定
です。
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トピックス
リオ＋２０で「環境未来都市・横浜」を
世界に向けアピール！
横浜市は、平成 24 年６月 20 日～22 日にブラジルのリオデジャネイロで開催された「リ
オ＋２０（国連持続可能な開発会議）」において、
「環境未来都市・横浜」を紹介するプロモ
ーション活動を行いました。

プロモーション内容
１ 日本パビリオン内に横浜の取組を紹介するブースを出展
【現地時間 ６月 13 日～24 日】
日本パビリオン内に出展した横浜市の
ブースでは、「環境未来都市・横浜」の取
組を、様々な切り口から紹介し、リオデジ
ャネイロ市民や各国政府関係者など、１万
人を超える御来場をいただきました。
来場者からは、横浜市の取組を高く評価
する感想をいただきました。
２ 日本政府主催オフィシャル・サイトイベントで「環境未来都市・横浜」を紹介
【現地時間 ６月 21 日】
オフィシャル・サイドイベントでは、入場
制限がかかるほど満員の会場の中、「環境未
来都市」として自治体で唯一、横浜市がスピ
ーチを行いました。
わずか 150 年余りで 100 戸の寒村が 369
万人の大都市に成長した歴史と、横浜市が取
り組む持続可能なまちづくりの特徴につい
て紹介しました。

３ セミナー『「環境未来都市」構想と世界との連携』を開催
【現地時間 ６月 21 日】
セミナーでは、横浜市の取組を紹介する
とともに、主要な取組の一つである「横浜
スマートシティプロジェクト」で協力関係
のある企業の方々などにも御参加いただ
き、環境未来都市の取組に関する海外展開
の事例やあり方をテーマに、パネルディス
カッションを行いました。会場には、日本
の自治体、企業はもちろん、海外からの来
場も多くありました。
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(3) 区役所の取組
本計画では、
「総合的な視点による基本施策」の柱の一つである「環境と人・地域社会」
「(3)
環境活動のネットワークづくり」において、主な取組「地域での環境行動の推進」を掲げて
います。各区役所では、
「
『横浜市役所環境行動宣言』を踏まえた環境行動目標に基づく取組※
１

」や「１区１ゼロカーボンプロジェクト※２」等により環境行動を推進しています。ここで

は、平成 24 年度の特徴的な取組を「主な取組実績」として取りまとめました。今後も引き続
き、市民や企業、団体と協働・連携した取組を積極的に展開していきます。

※１ 市役所が率先して環境行動を実践するため、「横浜市役所環境行動宣言」により各区局が環境行
動目標を策定し、目標に基づき取組を実施しています。平成 24 年度の環境行動目標に対して各
区局が自ら振り返りを実施し、ホームページに公表しています。
※２ 地域における脱温暖化の取組を推進するため、地球温暖化対策に関する普及啓発講座の実施や環
境家計簿普及の取組、省エネ器具の導入促進など、市民の脱温暖化行動を促進する取組を、「１
区１ゼロカーボンプロジェクト」として各区で行っています。

区名
鶴見区

主な取組実績
●「つるみ・キッズエコフェスタ 2012」を開催（約 2,000 人）
●出張エコ教室を開催（２回）
●鶴見区地球温暖化対策・３Ｒ夢推進会議を開催（１回）
●区庁舎の壁面緑化・緑のカーテンを拡充（51m2 増、区庁舎周辺の植栽追
加整備実施）
●入江川せせらぎ緑同生物調査を実施（２回）

神奈川区

●「エコ啓発講座。
」を開催（４回）
●区役所、地区センター、小学校・保育園などに緑のカーテンを設置、家
庭での啓発を実施（41 施設）
●地産地消の啓発を実施（区役所での野菜販売 21 回、区庁舎食堂での地産
地消メニューの提供 38 回）
●地域まつり等で３Ｒ夢を啓発（21 回）
●公園愛護会の技術支援を開催（７回）

西区

●「にしくライトダウンキャンペーン 2012」、「にしく打ち水大作戦 2012」
（14 か所）を開催
●公園愛護会や地域との協働による公園等の花植えを実施（11 か所）
●緑のカーテン栽培講座を開催（10 回）
●幼稚園、保育園にてこどもエコ劇場を開催（４回）
●環境教育の場として小中学校への出前講座を開催（６回）
●夏休みに小学生を対象として「もったいない探偵団」を結成し、施設見
学や工作教室などを実施（４回）
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中区

●中区地球温暖化対策発表会を開催（２月）
●区内の小中学校、保育園にゴーヤ苗を配布し、緑のカーテンを育成
●区内の団体等が主催するイベントにて分別用分別用ごみ箱の貸与、リユ
ース食器賃借料の一部を助成（５イベント）
●事業者、ボランティア団体と協働し、清掃活動「中区クリーンアップＤ
ＡＹ」を実施（５月）
●まちの美化運動に貢献した個人・団体の表彰（12 名、13 団体）

南区

●小学校・保育園等の公共施設に緑のカーテンの栽培物品やパンフレット
を提供（63 施設）
●緑のカーテンの出張栽培講座を開催（266 名受講）
●芝生緑化（小学校２校）、クラピア緑化（小学校２校）を実施
●地球温暖化問題に関する環境学習出前事業を小学校で実施（３回）
●南まつりにて脱温暖化行動普及啓発を実施（700 人）
●「南区生ごみダイエットキャラバン」で生ごみの減量法を説明（18 か所）
●区内各種イベントでリユース食器を使用（区民まつり他３地区４事業で
実施）
●リデュース行動を推進する事業者の商品や取組を認定・広報（10 事業者
及び南区歯科医師会を認定）

港南区

●土木事務所に蛍光灯型ＬＥＤを設置
●保育園に雨水貯留タンクを設置（３園）
●エコクッキング教室を実施（11 月、地産地消の一環として港南区産の野
菜を使用）
●区民向けに「ゴーヤの育て方講座」を実施（保育園 23 園、小中学校 19
校にゴーヤ苗配布）
●河川のクリーンアップ活動を地域と協働で実施（４河川で６回実施、約
2,990 人参加）
●家庭から排出される、ごみと資源の年間総排出量 削減を目指し、目標達
成にむけて取り組む（４～７月実績区民一人１日あたり 706 グラム）

保土ケ谷区

●ほどがや花フェスタ・区民まつり等で脱温暖化行動に関する啓発を実施
●保土ケ谷区環境家計簿の作成及び広報よこはまでの特集記事掲載など、
身近なことからできるエコライフの提案を実施
●緑のカーテン作り講座等を実施（７回、約 160 人参加）
●田んぼと生き物をテーマにした講演会を開催（１月、60 人参加）
●区内保育園・小学校での環境教育を実施（７回）
●花の街事業（ほどがや花フェスタ開催、寄せ植え教室を実施（２回）
、ほ
「区
どがやフラワーメイト（ボランティア）との協働による「へそ花壇」
庁舎周辺花壇」の維持管理を実施（月２回）
）
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旭区

●区内保育園に太陽熱利用給湯システムを導入（３園）
●更新時期を迎えた地域の防犯灯をＬＥＤ灯に更新（62 灯）
●省エネ等をテーマにした出前講座を実施（11 校、１地域）
●ほたるの舞う里づくりを推進（４か所）
●帷子川自然科学教室や交流会を実施（小学校４校）

磯子区

●区役所において、節電・省エネ推進者会議を開催（２回）
●生態系に配慮した公園管理に取り組む公園愛護会の取組を支援（２公園）
●先駆的な取組を行う区内事業所のビオトープを見学（職員研修）
●関係団体と協働しエコフェスタを開催（３回）
（エコクッキング教室、エコバスツアーの開催など）
●「磯子区３Ｒ応援隊」と協働した啓発イベントを開催

金沢区

●区内の市立小学校に雨水貯留タンクを設置（５校）
●「実感して見隊エコ探険ツアーin 金沢」を開催（２施設見学、30 人参加）
●公園愛護会緑の環境リーダーの活動を支援（花苗 12,400 株を植える）
●平潟湾クリーンアップキャンペーンを実施（122 人参加）
●マイバッグ・マイボトル等の啓発を実施（６月、イオン並木中央店でマ
イバックキャンペーンを実施）
●ＬＥＤ蛍光灯を導入（50 本導入し、区庁舎に設置）

港北区

●大規模屋上緑化を支援（区庁舎、太尾小学校）
●地元農産物直売所の運営を支援（高田地域ケアプラザ５回）
●鶴見川における環境学習講座や地域交流会を開催（環境学習講座 16 校、
地域交流会１回、約 1,500 人参加）
●３Ｒ夢スクール（保育園、小・中学校を対象に「３Ｒ」を学んでもらう
ための環境学習）を実施（８回）
●「３Ｒ夢塾」
（地域や家庭で３Ｒ行動が実践できるように学んでもらうエ
コ教室）を実施（５回）
●「３Ｒ夢ワゴン」
（いつでもどこへでも出向いてごみ分別説明）を実施（23
回）

緑区

●生物多様性に配慮した消費行動を推進するため地産池消を促進
・地場野菜の直売会（６回）
・区内飲食店の地産地消への取組実態調査（６月実施）
・直売所マップの増刷（5,000 部増刷）
●生ごみの水切り及び土壌混合法の啓発を実施（土壌混合法講習会 25 回）
●不用になった衣類を活用するため、衣類のリユースを実施（３回）
●３Ｒに取組む商業施設等と協働でリデュース啓発活動を推進（４回）
●園児及び児童等を対象に３Ｒ行動についての出前講座を開催（幼稚園・
保育園による人形劇 13 回、小中学校での出前講座４回）
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青葉区

●省エネナビを貸出（２サイクル）
●緑化ボランティアの育成を支援（花苗支援（通年）
、講演会開催（３月）
）
●農体験・農に関する講座を開催（10 回）
●区民まつりにて雨水浸透ますの啓発を実施
●容器包装ごみ減量化キャンペーンを実施（区内スーパーでキャンペーン
を開催）
●リユース文庫を提供（通年）

都筑区

●つづきエコ啓発展を開催（６月）
●電気自動車の充電スタンド設置を促進（延べ 58 社）
●特別緑地保全地区や源流の森制度等による緑の保全を実施（９か所）
●「市民の森」の愛護会づくりと整備計画を検討（２か所）
●赤ちゃん会でのごみ分別説明、保育園でのごみ分別啓発劇等、啓発活動
を実施（計 62 回）
●リユース図書を配布（６か所）

戸塚区

●町内会自治会等団体のイベント開催の際にカーボンオフセットを行うた
めの補助金を交付（５団体）
●小学生と協同で戸塚小学校西側歩道上のプランターに花苗植えを実施
（２回）
●ウナシー隊（柏尾川での生物観察、ミズキンバイの保全活動団体より環
境保全についての話を聞く）（３回）
●戸塚土木事務所の緑化を推進（壁面緑化 100m2・敷地内花壇 20m2・屋上
花壇 20m2）
●リサイクル施設見学会を開催（１回）
●転入者向け３Ｒ夢分別相談窓口を設置

栄区

●区庁舎・区民利用施設においてＬＥＤ電球を導入（区庁舎・公会堂・ス
ポーツセンター計 107 台）
●市民向け電気自動車倍速充電スタンドを設置（2 月から供用開始）
●栄区産カブトムシの里親募集やホタル観賞マナー啓発を実施（カブトム
シ 100 人配布、マナー啓発うちわ 1,000 本配布）
●地産地消の普及や“農”に携わるきっかけづくりを実施（農体験講座１
回、啓発イベント４回）
●区民へダンボールコンポストを配布、生ごみリサイクルを実施（説明会
６回開催、参加者 330 人、ダンボールコンポスト 300 個配布）
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泉区

●地域と土地所有者が協働で取り組む緑保全活動を支援（４団体）
●区内学校の芝生化・維持管理を支援（拡張 1 か所、維持管理 22 か所）
●和泉川流域に桜の植樹、和泉遊水地などで地域住民と協働で菜の花を播
種（桜植樹５本、菜の花播種延長 340m）
●広報を通じて「よこはま地産地消サポート店」をＰＲ（いずみ自慢直売
所マップ 10,000 部、地産地消特集号 66,400 部）
●泉区農業応援隊の活動を支援（活動パンフレット作成支援、連絡調整会
議支援等）

瀬谷区

●電気使用量測定器を貸出（延べ 35 台貸出）
●エコ工作教室を実施（１回）
●節電避暑地を紹介（啓発チラシ約 1,500 部配布）
●雨水タンク購入費の区民向け補助金を実施（27 件）
●生物多様性の区民啓発を地域のイベントで実施（２回）
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横浜市環境創造局政策調整部政策課
平成 25 年９月
横浜市中区港町１－１
ＴＥＬ：045－671－4102
ＦＡＸ：045－641－3490

52

