平成 22 年度

新たな「横浜市環境管理計画」取組実績報告書
（年次報告書ダイジェスト版）

平成 23 年７月
横浜市

はじめに
この報告書は、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「新たな
計画」という。）
」の体系に沿って、平成 22 年度に実施した横浜市の環境施策の概要を取りま
とめたものです。新たな計画に基づく取組のスタートは、平成 23 年度からですが、直近の環
境施策の取組状況を把握することは、今後、計画を着実に推進し、計画に掲げた目標の進捗
状況を点検・評価する上で重要な情報となります。そのため、平成 22 年度の主な取組実績に
ついて、各事業の所管課が自ら点検・評価した結果をもとに、新たな計画の「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
まとめました。併せて、今後の推進に向けた課題や平成 23 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 23 年 11 月ごろに公表する予定です。
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１

新たな「横浜市環境管理計画」の概要

横浜市は、平成 22 年３月及び平成 22 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（以下「新たな計画」という。）」を策定しました。
新たな計画は、地球温暖化対策、豊かな生物多様性の実現を重視し、市民生活（子育て・健
康福祉・地域社会等）
、経済、まちづくりなどあらゆる分野との連携により、環境行政を総合
的に推進するための計画です。

(１) 新たな計画の役割
■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、環境管理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
環境管理計画は、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、新たな環
境管理計画では、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) 新たな計画の計画期間
・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
新たな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
新たな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、総合的な
振り返りや評価、以降の取組へのフィードバックを含めたプロセス管理を基軸に据え、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、現行の環境管理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 23 年度

①

作業フロー】

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（６月）
※７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（抜粋版）を作成（６～７月）
・庁内の関係会議で内容の確認・調整（７月）

平成 22 年度取組実績報告書（年次報告書ダイジェスト版）の公表
（
）

今回

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（７～９月）

④

環境創造審議会基本政策部会での審議

＜審議内容＞
・本市環境施策に対する総合的な評価・提案
・緊急的に対応が必要な取組に関する提案
・これからの環境行政への提言
など

⑤

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（～11 月）

「横浜の環境」（年次報告書）の公表（11 月頃）

事業の実施（通年）
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３

平成 22 年度の主な取組実績

(１) 取組実績の見方
施策の柱ごとに、新たな計画の構成に沿って取組実績をまとめました。なお、評価につ
いては、
「総合評価」と「取組方針ごとの評価」の２種類を設定しています。

【各項目の見方】
総合評価
⇒施策の柱ごとに平成 22 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。あわせて、今後の取組方針を記載しています。
2025（平成 37）年度までの環境目標
⇒

新たな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）年度までの取組方針
⇒

新たな計画に示す「2013 年度までの取組方針」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
⇒

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

評価（取組方針ごとの評価）
⇒

主な取組の平成 22 年度取組実績や個々の施策の評価を総括し、各取組方針に対する市
としての自己評価を「◎」、
「○」、
「×」、
「－」の記号で記載しています。
評価記号

評価基準

◎

年度当初の予定を上回る成果が得られた

○

年度当初の予定通りの成果が得られた

×

年度当初の予定を達成できなかった

－

平成 23 年度から取組を開始する新規事業のため評価なし

2010（平成 22）年度の主な取組実績
⇒

新たな計画に数値目標が設定されている主な取組項目について、2010（平成 22）年度
末の状況を記載しています。数値目標が設定されていない主な取組項目について、2010
（平成 22）年度の取組状況を記載しています。
なお、新たな計画で【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。

－4－

今後の推進に向けた課題
⇒

今後の推進に向けた主な課題を記載しています。

2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
⇒

2010（平成 22）年度の実績・評価を踏まえた、今後の主な取組予定について、平成 23
年度の取組を中心に記載しています。

(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。
【総合的な視点による基本政策】
・環境と人・地域経済 ................................................. 6 ページ
・環境と経済 ......................................................... 8 ページ
・環境とまちづくり ................................................... 11 ページ

【環境側面からの基本施策】
・地球温暖化対策 ..................................................... 14 ページ
・生物多様性 ......................................................... 18 ページ
・水とみどり ......................................................... 21 ページ
・食と農 ............................................................. 24 ページ
・資源循環 ........................................................... 26 ページ
・生活環境 ........................................................... 29 ページ
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【総合的な視点による基本政策】

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 22 年度は「市民創発・環境行動フォーラム 2010」を開催するなど、環境行動の実践への
きっかけづくりを展開することができました。
現在、東日本大震災の影響による電力不足に対応するため、節電が求められています。これを
機にライフスタイル転換を促し、
「横浜型のエコスタイル」を確立することが必要です。
また、
「ｂ－プロモーション（P20 参照）」を中心に様々なニーズに応じた取組を展開することで、
環境に関心のある層だけでなく、あらゆる層へのきっかけづくりを進めることが必要です。
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

(1)

人と環境とのきずなづく
り

(2) 企業の環境行動

(3)

環境活動のネットワーク
づくり

(4) 「学び」の輪づくり

(5)

横浜市役所環境行動宣言
による取組の推進

取組方針

評価

・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。

－

・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。

○

・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。
・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。
・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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○

2010（平成 22）年度の主な取組実績
主な取組目標項目

計画策定時（21 年度末）

公園愛護会の団体数

2,353 団体

2,376 団体

2,430 団体

256 団体

295 団体

300 団体

89 団体

90 団体

100 団体

23 校（17 年度からの累計）

32 校（累計）

ﾊﾏﾛｰﾄﾞｻﾎﾟｰﾀｰの団体数
水辺愛護会の団体数
環境教育実践推進校の指定

22 年度末

目標（25 年度末）

56 校を指定
【26 年度末】

その他の主な取組実績
・地域で様々な環境保全・再生・創造の取組を積極的に行っている 21 団体を「横浜環境活
動賞※」として表彰。
［市民の部（大賞 1 件 実践賞 10 件）、企業の部（大賞 1 件 実践
賞 7 件）
、児童・生徒・学生の部（大賞 1 件 実践賞 1 件）
］
※環境保全・再生・創造に対する関心をより一層高めていただくとともに、地域の環境活動を推進
し、環境にやさしいまちづくりを進めることを目的に、表彰する制度

・環境月間のコアイベントとして「市民創発・環境行動フォーラム 2010」を開催。
［1,400 名来場］
・環境活動団体への活動支援。
［4 件］
・環境教育「出前講座」の実施。
［学校版：28 プログラム 145 回実施、地域版：16 回実施］
・青少年を対象とした自然・社会体験プログラム（体験活動事業「よこはま子ども感動体験
in 野島～自然に学ぶ・自然と遊ぶ～）を実施。
［参加者：2,200 人］
・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」により各区局事
業本部が環境行動目標を策定し、目標に基づき取組を実施。
◆ 地域での環境行動の推進（各区の取組実績）については、36 ページ以降に掲載。

今後の推進に向けた課題
・愛護会等の構成員の高齢化や参加者不足等の課題も生じており、活動を継続的なものとす
るため、例えば子育て世代など、若い世代からの担い手を確保することが必要。
・定着しつつある環境教育「出前講座」のさらなる拡大を目指し、プログラム内容の拡張が必要。
・市役所の率先した環境行動をさらに進めるためには、環境配慮や環境行動を把握する仕組
みが限られているので、再検討が必要。
2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
・市民の森などの広報－既存広報媒体の活用による横断的な施設紹介やイベントの横断的な
広報の実施。
・多岐にわたる分野とのコラボレーションが実施可能な事業を抽出し、ホームページによる
紹介、後援名義、助成金などでサポートする他、新規事業についても推進。
・「横浜環境活動賞」の見直しにより、生物多様性に関する賞を創設。
・企業の環境行動の推進に向け、ホームページによる活動紹介や事例発表会などを通して市
民に伝える取組を実施。また、環境保全協議会やグリーン購入ネットワークなどとの連携
を通じてコミュニケーションを推進。
・平成 23 年は 11 月に「環境行動フェスタ」を開催予定。
・「ｂアピール」の公募を「ｂプラン活動単位版」につなげていく仕組みを検討、推進する
とともに、事例発表会や交流会を関連付けて開催。
・環境教育「出前講座」学校版の講師及び地域版のプログラムメニューの拡大。
・環境教育実践推進校の指定の拡大や環境教育研修会・エコフォーラム等で実践的な取組の
発信、実践報告集を作成。
・市役所の率先した環境行動をさらに進めるため、職員の意欲向上に向けた取組を実施。
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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 22 年度は、中期 4 か年計画で「環境最先端都市戦略」を成長戦略の一つに掲げるな
ど、今後の取組の活性化に向けた目標設定を行いました。
東日本大震災を受けた電力制限や風評被害などによる市内経済への大きな影響が生じて
おり、より一層、市内中小企業への支援が必要です。
また、厳しい財政状況にある中であっても、今後見込まれる公共施設の老朽化への安全対
策の強化や適切な点検・維持補修等の長寿命化対策を進める必要があります。
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

環境分野における需要の

(1) 創出を通じたビジネスチ
ャンスの拡大

取組方針

評価

・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。

・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。
(2) 企業の技術革新（イノベー
・環境関連企業の市内への誘致を推進します。
ション）推進

○

・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。

○

・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。

○

・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。

○

低炭素社会に向けた市内

(3)

(4)

(5)

地域資源を活かしたシテ
ィプロモーションの展開

環境ビジネスの海外での
戦略的な展開

新興国等での都市開発に
合わせた環境対策の支援

・国内外で連携した取組を展開します。
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2010（平成 22）年度の主な取組実績
その他の主な取組実績
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
・中小企業者へ省エネに関する啓発のためセミナーを開催。
・生産設備、ビル設備等の省エネアドバイスや省エネ計画の策定支援を行う省エネルギーの
専門家派遣等を実施。
・LED 防犯灯を 4,041 灯設置。商店街街路灯の 99 灯を高効率化。
◆ 横浜スマートシティプロジェクトの推進については、14～17 ページ「地球温暖化対策」に掲載。

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
・中小企業研究開発促進事業（SBIR）－研究開発段階から販路開拓まで一貫した支援を展開。ま
た、温暖化対策に関する研究開発を一層推進。
［SBIR は Small Business Innovation Research の略］
・中小製造業が技術・製品の高度化、CO2 削減等経営革新のために行う、工場等の新増設や
設備投資に対し、経費の一部を助成（基礎的助成分）
。また、生産設備等の省エネルギー
化を推進するため、CO2 削減に資する設備投資について、助成の上乗せ（8％）を行い、
助成率を基礎的助成分（2％）と併せて 10％とした。
・市内中小企業の環境・省エネルギー関連の研究開発や事業化を支援するため、企業と大学
等の出会いの場となる発表会や特定のテーマに関する研究会等を開催。
・ＩＴ関連産業を中心とした市内企業の環境・温暖化対策分野への参入促進や市内企業等と
連携した、新技術やサービスの研究会開催に向けた調査検討を実施。
・金融機関に対する預託及び環境経営支援資金を利用する中小企業者に対し、融資の際に必
要になる保証料の一部を助成。
・ものづくり支援コーディネーターを派遣。
地域資源を活かしたシティプロモーションの展開
・地域の環境資源等を活かした地産地消ツアーの実施（9 月・2 月）
。
・環境に配慮した横浜の都市づくりのＰＲを実施。
［Eco2 国際会議（横浜）の開催（10 月）、
世界銀行専門家会合（ワシントン）における発表（1 月）
］
環境ビジネスの海外での戦略的な展開
・公民連携による水ビジネスの国際展開－国土交通副大臣へ招致要望を実施。協議会会員を
募集。
・横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）を APEC 横浜でのデモ展示や、エコプロダク
ト展、スマートグリッド展等での国内外にＰＲ。また、C40 サミットや OECD の国際会
議でプレゼンテーションし情報発信するとともに、海外からも視察者を受け入れ。
新興国等での都市開発に合わせた環境対策の支援
・横浜市のまちづくりのノウハウ・国際ネットワークを活かした新たな国際貢献の仕組みを
確立。
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今後の推進に向けた課題
・東日本大震災の影響を踏まえ、必要に応じた対応を行っていく。
・地域資源を活かしたシティプロモーションの展開－エコ関連の集客できる観光資源開発が
必要。
・新興国等での都市開発に合わせた環境対策の支援－公民連携による海外展開での地方公務
員のポジションのあり方、庁内の連携強化、様々なパートナーとの連携方法の検討。
2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
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
・省エネアドバイザー派遣－省エネ相談会やＰＲ、潜在需要開拓、利用効果調査（アンケー
ト）
、震災対策相談の実施。
・平成 23 年度は LED 防犯灯を 4500 灯設置、商店街街路灯の高効率化を予定。
◆ 横浜スマートシティプロジェクトの推進については、14～17 ページ「地球温暖化対策」に掲載。

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
・中小企業研究開発促進事業（SBIR）－研究開発・販路開拓支援、重点分野支援、再生可
能エネルギー等の研究開発、支援の拡充（震災対応）を実施。
・脱温暖化に関するセミナー及び情報発信（発表会や研究会等のテーマについて、市内中小
企業がより関心の高い研究とするなど技術連携を推進）
。
・環境・温暖化対策分野産業振興事業
①横浜環境ビジネスネットワークの形成－ネットワーク立ち上げに向けた準備。運営方
法、市内中小企業の参加方法等スキームの検討。横浜スマートシティプロジェクトとの
連携。
②横浜スマートコミュニティプロジェクト－市内に実証実験の用地を確保、条件整理。
③地中熱エネルギープロジェクト－研究会からプロジェクト化への仕組みづくり。
・脱温暖化に資する環境関連企業の誘致活動－重点産業立地促進助成を活用した企業誘致活
動の実施。
環境ビジネスの海外での戦略的な展開
・公民連携による水ビジネスの国際展開－戦略拠点の活用手法の検討、協議会の設置。
・国際会議への出席や海外視察者を受け入れ、横浜スマートシティプロジェクトのプロモー
ションや国際連携の意見交換を推進。
新興国等での都市開発に合わせた環境対策の支援
・「都市づくりアドバイザリー」
、「横浜のシティプロモーション」
、「市内企業の海外展開支
援」、
「国際貢献を担う人材育成」のほか、海外展開支援に向けた機能強化を実施。
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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
平成 22 年度は、新たな環境管理計画で「環境とまちづくり」を柱立てし、まちづくりと
の連携による総合的な施策の推進に向けた目標設定を行いました。
今後は、各取組を着実に推進するとともに新たな取組をスタートします。特に、国におい
ては、東日本大震災被災地域の復興に向けて、自然と共生し、安全安心で持続可能な地域づ
くりが検討されており、この中で、環境とまちづくりの関係性がより重要視されてきていま
す。本市においても、震災がもたらした数多くの課題を踏まえ、さらなる安全・安心の市民
生活の実現に向けて取組を進める必要があります。
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

(1)

(2)

(3)

都心部におけるエコまち
づくりの推進

コンパクトで活力ある郊
外部のまちづくり

取組方針

評価

・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。

○

・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。

つながりの海（まちづくり ・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。
と連携した海づくり）

○

・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。

○

誰もが移動しやすく人と

(4) 環境にやさしい交通体系
の形成

・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。
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(5)

(6)

(7)

環境に配慮した建築物の

・環境性能の高い建築物を増やします。

普及

・公共建築物の省エネ対策を進めます。

多様なニーズに対応でき
る快適な公園の整備

安心して生活するための
下水道・河川の浸水対策

○

・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。

○

・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。

○

2010（平成 22）年度の主な取組実績
主な取組目標項目

計画策定時（21 年度末）

鉄道駅周辺の拠点整備

事業中 7 地区

グループ登録・組織認
定数

149

(地域まちづくりの推進)

目標（25 年度末）

完了 1 地区、
事業中 6 地区 完了 4 地区、
事業中 7 地区
団体数 新規登録 15
169
抹消登録 18
新規認定 3
(163 団体:ｸﾞﾙｰﾌﾟ 143、
認定20)

ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの実施
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化整備延長

22 年度末

－
18.7 ㎞

(安全・快適に移動できる
歩行空間の創出)

3 か所

計画期間中 8 か所

2.8 ㎞完成

30.7 ㎞

（H22 実績）

－

35 公園

176 公園

時間当たり約50㎜の降雨に
おける浸水対策の河川整備率

85.8%

86.0%

86.3%

時間当たり約50㎜の降雨に
おける雨水幹線等の整備率

62.8％

63.4％

64.9％

時間当たり約60㎜の降雨に
おける雨水幹線等の整備率

39.1％

39.1％

63.9％

整備着手公園数

その他の主な取組実績
・エキサイトよこはま 22 における環境取組の推進－（仮称）横浜駅西口駅ビル計画の環境
取組について事業者と協議を実施。
・みなとみらい 21 地区における環境取組の推進－地区街路 3 号線街路樹の再整備。
・今後のまちづくりを検討するため、郊外部における土地利用や人口の動向についての調査
を実施。
・つながりの海（まちづくりと連携した海づくり）－海域浄化対策の場所、手法等の検討。
・神奈川東部方面線整備や鉄道駅の自由通路や駅舎改良、周辺環境に配慮した横浜環状道路や
幹線道路網の整備等により、
「交通ネットワークの整備による環境負荷低減」の取組を推進。
・都心部コミュニティサイクル（長期）社会実験の準備。
・自転車走行空間の整備。
［3 路線完成］
・建築物環境配慮制度のさらなる展開－セミナー講習会等 2 回、長期優良住宅認定 2,177 件
・省エネルギー型モデル住宅の企画提案を公募により決定し、基本設計等の検討を実施。
・公共建築物への環境配慮の推進。
［省エネ機器の導入：19 校、2 施設、ESCO 事業による
改修：1 施設］
・市民に浸水や避難の情報を提供するための内水ハザードマップについて、今後の作成方針
を検討。
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今後の推進に向けた課題
・エキサイトよこはま 22 における環境取組の推進に向けた、環境取組のルール化と関係者
合意形成。
・市民主体の地域まちづくりの推進－多様化するニーズへの適切な対応が必要。
・建築物環境配慮制度のさらなる展開－届出を促すインセンティブの検討が必要。
2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
・エキサイトよこはま 22 における環境取組の推進－（仮称）横浜駅西口駅ビル計画の環境
取組について事業者と協議を継続実施。環境検討部会を設立し、環境取組全般を検討。
・みなとみらい 21 地区における環境取組の推進－みなとみらい 5 号線街路樹の再整備。
・鉄道駅周辺の拠点整備－事業中の 6 地区の事業推進。
・地域まちづくりへの支援制度のより一層のＰＲを実施。
・これまでの郊外部のまちづくりに関する検討結果を踏まえ、ケーススタディ等を進める。
・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－海沿いの歩行者動線の検討。周辺企業と連携に向けた調整。
②都心臨海部の海づくり－浅場の形成手法の検討と事業化に向けた庁内調整。
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との
連携に向けた調整。
④横浜グリーンバレーでの取組（海洋生物による海の浄化とカーボン・オフセット）－横浜・
八景島シーパラダイス内に実験海域を確保し、貝類や藻類を育成することによる二酸化
炭素の固定化を行う過程において、育成海域の環境変化を観察し、また、育成後の貝類・
藻類を活用することで、LC-CO2 の観点で評価を行い、カーボン・オフセット等への経
済的価値への転換を検討する。
・神奈川東部方面線整備や鉄道駅の自由通路や駅舎改良、周辺環境に配慮した横浜環状道路や幹線
道路網の整備等により、引き続き「交通ネットワークの整備による環境負荷低減」の取組を推進。
・モビリティマネジメントを 5 か所で実施。
・地域交通サポートの推進－取組準備段階にある地元が抱く不安を取り除くよう支援をしな
がら、引き続き、地域に対する調整、事業周知を実施。
・都心部コミュニティサイクル社会実験の実施（平成 23～25 年度）
、効果検証の実施。
・4 路線の自転車走行空間を整備予定。
・建築物環境配慮制度のさらなる展開－CASBEE 戸建の導入、長期優良住宅の認定。
・省エネルギー型モデルハウスの建築、住宅着工。
・既存住宅のエコリフォームの推進－平成 23 年度より、新たに、省エネリフォーム相談の
開始、省エネ住宅アドバイザー制度の検討。
・公共建築物への環境配慮の推進－引き続き、機器更新に伴う省エネ機器の導入、導入計画
に基づく ESCO 事業の導入を実施。
・都心部の公園などでの緑の創造－横浜市環境創造審議会からの答申を受け、施策、事業を検討。
・下水道の整備‐下水道中期経営計画 2011 に基づく計画的な事業推進。
・内水ハザードマップ作成を推進。
・計画 28 河川の改修を推進。
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【環境側面からの基本施策】

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
平成 21(2009)年度の温室効果ガスの総排出量（速報値）は、1,903 万トン-CO2 で、前年度
(2008 年度)と比べると 3.8％減少していますが、京都議定書の規定による基準年に対しては
12.9％超過しています※。
東日本大震災を受けた電力制限等により厳しい状況にありますが、温暖化対策統括本部を
中心としてあらゆる施策・事業で温暖化対策を進める体制を構築し、様々な取組を強力に推
進します。
※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電力の二酸化炭素排出係数（調
整後排出係数）を用いて算定した場合は 1,797 万トン-CO2 となり、基準年に比べて 6.6％の超過。

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

2013（平成 25）年度までの取組方針

評価

・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。
2013（平成 25）年度までに実施・着手する主な取組

(1) 横浜スマートシティプロジェクトの推進
(2) 横浜グリーンバレーの推進
(3) 再生可能エネルギーの普及拡大
(4) 電気自動車（ＥＶ）の普及拡大
(5) 低炭素型交通の推進
(6) 温室効果ガス削減に有効な制度や仕組みの構築
(7) 市民のライフスタイル変革に向けた「エコ活。
」普及
(8) 市役所のＣＯ２削減
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○

2010（平成 22）年度の主な取組実績
主な取組目標項目
住宅用太陽光発電設備

計画策定時（21 年度末）

22 年度末

目標（25 年度末）

2,945 基（H15～21 の累計） 1,971 基／年（H22 実績）

4,400 基（H22～25 の累計）

電気自動車市内登録台数

34 台

EV 導入補助等

106 台

1,300 台

充電設備の設置基数

10 基

ｽﾀﾝﾄﾞ導入補助等 52 基

650 基

環境家計簿

－

2,365 取組世帯／年

3,000 取組世帯／年

子ども省エネ大作戦

－

162 校 32,274 人／年

32,000 人／年

その他の主な取組実績
横浜スマートシティプロジェクトの推進
・横浜スマートシティプロジェクトの取組として横浜グリーンパワー（YGP）モデル事業※
を実施し、HEMS （Home Energy Management System：一般家庭向けエネルギー管理シス
テム）と太陽光発電システム 66 件を導入。
※太陽光発電システム及びHEMS の一括大量購入による調達コストの削減や集中導入による経費削減、設置・メ
ンテナンス・リサイクルまでのワンストップサービスの提供を民間ノウハウを活用して実施するモデル事業

横浜グリーンバレーの推進
【省エネナビを利用した省エネチャレンジ住宅の普及】
・横浜グリーンバレー地区の住宅 80 世帯及び 60 事業所において、エネルギーモニタリン
グを実施し、さまざまな特性を持った家庭部門の及び産業部門のエネルギー需要量・需
要パターンを把握するとともに、地域の省エネ化を推進。中間・最終報告会を実施。
【電気自動車の利活用】
・横浜金沢産業連絡協議会の会員企業内（5 社）で電気自動車のシェアリングを開始。
【イベント・講座の開催】
・横浜金沢産業連絡協議会において横浜グリーンバレーフォーラムを開催し、会員企業向
けに事業説明を実施。
・横浜商工会議所金沢支部の若手産業人交流会において、横浜グリーンバレーの事業内容を周知。
・横浜市立大学、関東学院大学、金沢区と連携した横浜グリーンバレー特別環境講座を開催。
・横浜・八景島シーパラダイスとの共催により、環境啓発イベント（12 日間・運営参加
者 16 団体、来場者数約 2400 人）を実施。
再生可能エネルギーの普及拡大
・下水道事業での取組－発生した消化ガスを 100％有効利用。汚泥燃料化事業の概要を示し
た実施方針等を策定・公表。
・生ごみの資源化（バイオガス化）－生ごみ回収・資源化調査を戸建住宅約 900 世帯で実施。
［回収量：約 82 t、ガス化された量：約 14,000 m3 と推計］
・使用済食用油のバイオディーゼル化－8 区の小学校の使用済油を回収し、6 か所の福祉施設で精製。
・川井浄水場小水力発電設備の稼働（11 月 29 日）。
電気自動車（ＥＶ）の普及拡大
・公用車の EV への転換－ＥＶ2 台導入、スタンド 4 基配置。
低炭素型交通の推進
・横浜市・日産自動車（株）の協働プロジェクト「YOKOHAMA Mobility "Project ZERO"（YMPZ）
」
にて「エコ運転」
「渋滞改善」
「電気自動車普及」
「効果評価・モビリティデザイン」の各分科
会を開催。エコ運転の普及（講習会・WEB 上での活用）
、ITS を活用した WEB 上での経路探
索サービスの展開、電気自動車普及の検討（賃貸住宅の充電インフラ設置検討等）
、EV シェア
リングシステムシェアリングポート導入による CO2 排出削減量のシミュレーション等を実施。
・港湾活動に伴う CO2 排出削減－温室効果ガス排出状況などの現状把握の実施。
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温室効果ガス削減に有効な制度や仕組みの構築
・事業者から地球温暖化対策計画書を 302 件受付し、評価を実施。
・国及び全国の環境モデル都市、その他の都市、関係団体等で構成する「低炭素都市協議会」
に設置された「グリーン・エコノミーワーキンググループ」の事務局として、会合を開催
し、先進的な政策アイデアの共有を図った。
［全 4 回開催（延べ 74 団体・120 人（「低炭
素都市国際会議 in 京都」を除く））
］
・平成 22 年 5 月にパリで開催された OECD 主催会議に市長が出席し、本市施策の発表、他
の参加都市との意見交換を実施。平成 22 年度では国外での 4 の国際会議、国内で開催さ
れた 12 の国際会議で情報を発信。
・本市の施策紹介をした海外からの視察者は、計 29 か国から 266 名。また、APEC 開催期
間中の会議参加者および取材メディアを対象とする横浜スマートシティプロジェクトの
デモンストレーション展示を実施し、来場者は 1 週間で計 22 か国 582 名。
市民のライフスタイル変革に向けた「エコ活。
」普及
・脱温暖化行動推進のために、ＹＥＳ（ヨコハマ・エコ・スクール）の認定のもと、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。
［298 講座を開催、参
加者約 32,000 人、協働パートナー81 団体］
市役所のＣＯ２削減
・事務所等と主要 7 事業毎の平成 21 年度基準値の把握をし、平成 25 年度までの目標を設定。
進捗管理においては新たに庁内の Web 上のエネルギーカルテシステムを利用し、省エネ
法等各種報告との基礎的な数値情報等の一元管理を図った。
今後の推進に向けた課題
横浜グリーンバレーの推進
・エネルギーモニタリング事業で得られた知見の活用の検討が必要。
・電気自動車シェアリング事業の拡充と推進が必要。
・引き続き、地元企業や大学とともに環境先進エリアを構築するため、関係強化が必要。ま
た、地元の中で環境産業や環境教育へ取り組む風土づくりが必要。
再生可能エネルギーの普及拡大
・下水道事業での取組
消化ガス活用－消化ガスの有効利用において、季節による発生量の変化と焼却炉や消化ガ
ス発電機の運転計画との連携。
汚泥燃料化の推進－事業者の選定にあたり、①公平性・透明性を確保②市の財政負担の縮減
③事業の効率的な実施と安定した運営④循環型社会の構築への貢献等を重点とした評価。
太陽光発電の導入－高効率機器の導入、塩害対策等設置環境への対応、および既設配電設
備を含めたシステム構築。
・生ごみの資源化（バイオガス化）－実験参加を促すためのインセンティブや生ごみの保管・
臭気に対する負担の軽減。
・使用済食用油のバイオディーゼル化－精製量に見合った使用先の確保。
電気自動車（ＥＶ）の普及拡大
・震災の影響による車両供給の遅れや電力供給の今後の推移による影響。
市役所のＣＯ２削減
・ソフト面的対策としての節電対策等を進める上でも、ハード面的に予算配分をし、省エネ
ルギー化や再生可能エネルギー導入等を行い温室効果ガスの削減をしていく上でも、関連
部署との連携・調整が不可欠。
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2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
横浜スマートシティプロジェクトの推進
・YSCP の推進組織を設立しプロジェクト間の連携強化、促進を図る。YGP モデル事業にお
いて、HEMS と太陽光発電の導入をさらに推進（目標 1,000 件）
。
横浜グリーンバレーの推進
【ブルーカーボン実証実験（海洋生物による海の浄化とカーボン・オフセット）
】
（P13 参照）
【省エネナビを利用した省エネチャレンジ住宅の普及】
・平成 22 年度に購入した省エネナビを有効活用することで、市民世帯ごとの省エネ意識
高揚に努める。
【電気自動車の利活用】
・電気自動車によるカーシェアリングを継続し、交通分野における温室効果ガス削減に努める。本
事業による環境及び経済効果などを分析し、実用化に向けたスキーム作りの検討を実施。
【公共施設の低炭素技術集中導入】
・金沢区内にある公共施設に、主に空調設備の適正運用を目的とした人工知能等の省エネルギ
ーシステムなどを集中的に導入することで、公共施設の低炭素化を図る。
【イベント・講座の開催】
・横浜・八景島シーパラダイスにて夏季児童向け環境イベント「来て・見て・さわって楽し
く学ぶエコ学級（グリーンキッズ）
」を 8 月に実施予定。
再生可能エネルギーの普及拡大
・住宅用太陽光発電設備・太陽熱利用－平成 23 年度は太陽光 2,000 基、太陽熱 100 基補助の予定。
・下水道事業での取組
消化ガス活用－継続的な 100％有効利用。
汚泥燃料化の推進－平成 23 年度に特定事業の選定、入札広告、事業者の選定等を行い、
平成 24 年度に事業契約締結を予定。
太陽光発電の導入－北部下水道センターの既存施設の屋上などを活用して設置する予定。
平成 23 年度に調査・設計を行い、平成 24 年度以降に設置工事を実施。
・生ごみの資源化（バイオガス化）－戸建住宅以外の地域での生ごみ回収方法や専用袋を使
用しない回収方法、効率的な前処理システムを検討。
・使用済食用油のバイオディーゼル化－14 区の小学校の使用済油を回収し、精製を実施。
・青山水源事務所小水力発電設備の稼働（平成 24 年 2 月予定）。
電気自動車（ＥＶ）の普及拡大
・EV 導入補助条件の緩和（走行距離要件の撤廃）や機械式駐車場充電設備への補助拡大。
低炭素型交通の推進
・YMPZ において、エコ運転の促進、EV 利用者へ各種サービスの構築、充電インフラの拡充、新パーソ
ナルモビリティの実証実験等について引き続き検討し、低炭素型次世代交通システムの推進を図る。
・港湾活動に伴うCO2 排出削減－温室効果ガス削減対策、省エネ（節電）
、自然エネルギーの活用等の検討。
温室効果ガス削減に有効な制度や仕組みの構築
・地球温暖化対策計画書の対象事業者への指導・評価を適正に実施。
・先進事例の情報共有や様々な関係者と議論を深め、国内外の自治体の共通課題について解決方法
を導くための都市間交流を実施。また、横浜スマートシティプロジェクトのプロモーションや国
際連携海外都市との連携を強めるため、国際会議への出席や海外視察者の受け入れを推進。
市民のライフスタイル変革に向けた「エコ活。
」普及
・引き続き、YES 講座数及び協働パートナーの拡大等により取組を推進。
市役所のＣＯ２削減
・エネルギーカルテシステム入力による報告書作成等によって、地球温暖化対策実行計画の
平成 22 年度の実績値を把握・公表。平成 25 年度の目標値の達成に向けて、節電対策等と
連携を図りながら、適切な進捗管理を実施。
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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
平成 22 年度は、生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）の関連会議として名古屋で
開催された「生物多様性国際自治体会議」に林市長が参加し、本市の取組を発信するととも
に、
「ヨコハマｂプラン（生物多様性横浜行動計画）」の策定を進めるなど、全国の大都市の
先駆けとなる先進的な取組を進めました。また、新たな計画では、「生物多様性」を重点的
に取り組む分野として位置づけました。
「ヨコハマｂプラン」の具体的な展開には様々な課題がありますが、今後は、重点アピー
ルを中心とした強力に推進します。
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

評価

・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「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（「環境とまちづくり」P12～14 参照）
(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
(9) 外来生物の対策
－18－

◎

2010（平成 22）年度の主な取組実績
主な取組目標項目

計画策定時（21 年度末）

生物多様性で YES！
（環境教育「出前講座」
）
生物調査の実施

22 年度末

目標（25 年度末）

122 回

学校版：28 プログラム
145 回実施
地域版：16 回実施

130 回（年間）

3 年に 1 回実施

池･源流域の調査を実施

継続実施

その他の主な取組実績
・「エコ森プロジェクト」の推進として、金沢動物園では、環境教育プログラムを実施する
モニター校を募集。また、動物園等において動物園学習他様々な環境教育を推進（３動物
園にて出前講座 73 回実施）
。
・金沢自然公園の生物調査を実施。
・繁殖センターでは、カンムリシロムク 16 羽、オオミカドバト 2 羽を繁殖。また、科学ス
クール（63 名参加）を実施。
・特定外来生物の防除については、アライグマ、タイワンリス共に前年度より捕獲数増。
今後の推進に向けた課題
・生物多様性で YES！－環境教育「出前講座」として定着しつつある本事業のさらなる拡
大を目指し、プログラム内容を拡張。
・「エコ森プロジェクト」の推進－体制の強化と周辺施設との連携が必要。
・動物園等での環境教育－学校ニーズに沿った環境教育の実施や各年代に対する効果的な環
境教育手法の検討が必要。
・繁殖センターでの取組－野生動物の人工繁殖技術は未確立。
・特定外来生物の防除－実態の把握や効果的な対応方法の検討が必要。
2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
ｂプロモーション
・「横浜生き物応援団」のコンセプトを明確にした上で、平成 23 年に結成し、平成 24 年以
降、具体的な活動を開始。
・出前講座やホームページによる紹介などを通して、生物多様性に配慮した消費行動を推進。
・生物多様性で YES！－学校版の講師及び地域版のプログラムメニューの拡大。
鳥類の生き物探検と市民参加の生き物データバンク
・鳥類の生き物探検事業の試験運用版を継続実施し、種の選定及び同定方法など向上を図り、
本格運用へと移行する。
・生物調査データのデータベース化に向けた仕組みづくりを検討。
・水域における生物調査－河川調査、海域調査を実施。
谷戸環境の保全と活用
・市民の守りたい、伝えたい谷戸環境の選定。
・横浜における水田生態系の研究・活用－平成 23 年度から試験調査を実施。
つながりの森
・市民参加による構想計画を策定し、あわせて、拠点施設の強みを活かした連携の強化や瀬
上池の未来づくりに向けた取組を推進。
・「エコ森プロジェクト」の推進－金沢動物園にてモニター校との環境教育プログラムを実
施。昨年度未実施箇所の生物調査を実施。
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都心部などでの生物多様性の創造
・身近な生き物に着目したまちづくり－関係団体との連携により取組を推進。
生物多様性を守り、豊かにするための仕組みづくり
・地区特性に応じた仕組みの検討を開始。
動物園での環境教育と希少野生動物の保護・繁殖
・学校団体との連携の強化。
・カグー、カンムリシロムク等の繁殖や 3 動物園飼育動物での人工繁殖の推進。
外来生物の対策
・タイワンリスの防除について調査、検討
・助成金による活動団体支援、出前講座、ホームページによる紹介を通した普及啓発を推進。

トピックス
生物多様性プロモーション（ｂ-プロモーション）始動！
～「ヨコハマｂプラン」の実現に向けて～
生物多様性の考え方を市民生活に浸透させていくため、平成 23 年 4 月に策定した「ヨ
コハマｂプラン（生物多様性横浜行動計画）
」の重点推進施策のひとつである「ｂ-プロモ
ーション」を進めます。
初年度となる平成 23 年度は、総合プロデューサーに「100 万人のキャンドルナイト」
などを手がけてきたクリエイティブ・ディレクターのマエキタミヤコ氏を迎え、「子ども
の自然体験サポート」
「野鳥を探そう」
「映像づくり」の３つのプロジェクトで、より「伝
わる」プロモーションを展開します。
プロジェクト１

子どもたちの自然体験を強力サポート
次世代を担う子どもたちが自然に触れ、感動する体験こそが、横浜の生物多様性を守るこ
とにつながっていくものと確信しています。市民の活動や施設の取組などをつなぎ合わせる
ことで、さらに効果的に「子どもたちの生きもの体験の場」を提供していきます。

プロジェクト２

野鳥を見つけて地域の自然を知ろう
生きものは地域の自然環境を測るバロメーター。私たちにとって身近な生きもの「鳥」を
見つけて、身の回りの自然について考えてみませんか？
「こんな鳥見つけたよ！」
「この鳥なあに？」見つけた鳥をみんなで報告し合い、それを「見
える化」することで、地域の生きもののつながりが見えてきます。
インターネットの利点と横浜の市民パワーを最大限活用したシステムを構築します（23 年
度は検討・試験運用）。

プロジェクト３

映像で残す・伝える

ヨコハマの生物多様性

生きものの命のつながり、その魅力を伝えるには「映像」が最も効果的。市民による映像
をストックし、市内の NPO や企業などの協力をいただきながら、
「ヨコハマの生物多様性＝
人の営みと自然のつながり」をテーマにしたショートムービーを作成します。
平成 23 年度は市民による映像素材のストック、アーカイブの公開を進め、平成 24 年夏の
ショートムービー完成を目指します。
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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
「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」の推進により、まとまりのある樹林地の保
全や、身近なみどりを創造する取組を進めました。
※「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）平成 22 年度事業報告書」にて詳細な取組成果を報告

また、良好な水環境づくりに向けて、雨水浸透ますの設置や浸透性舗装、多自然川づくり
の取組を進めました。
今後は、引き続き「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」を強力に推進するととも
に、「市街地における『みどりの創造』のあり方について」の事業化に向けた検討や、エコ
な庭づくりの取組を新たにスタートするなど、さらなる取組の強化が必要です。

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

評価

・「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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○

2010（平成 22）年度の主な取組実績
主な取組目標項目

計画策定時（21 年度末）

22 年度末

目標（25 年度末）

緑地保全制度による保全面積

937 ha

1,046 ha

1,949 ha

保全管理計画策定

3 か所

6 か所

15 か所

地域緑のまちづくり
計画策定数

6 地区で策定中

10 地区で策定中

30 地区

園庭・校庭の芝生化

11 園 17 校

27 園 31 校

100 園、40 校

「みどりアップ」して
います！宣言登録数

－

805 件

10,000 件

宅内雨水浸透ますの設
置助成

1,453 か所

助成件数なし

50 か所／年

道路への雨水浸透ます
の設置

10,071 か所

1,189 か所／年

1,000 か所／年

34 か所

35 か所（1 か所／年）

39 か所

水辺拠点整備箇所数

その他の主な取組実績
横浜みどりアップ計画の強力な推進とさらなる展開
・森の楽しみづくり事業－体験型事業や情報発信事業の実施
・緑地保全制度に指定している非公開の民有樹林地の維持管理に対して 74 件の助成を実施。
・建築物の屋上及び壁面の緑化を推進するため 19 件の助成を実施。
・エコ・ガイド講座及び講習会 6 回、ドングリ苗木づくり 9 校、植樹 2 校実施。
・横浜みどりアップ計画市民推進会議 3 回（うちフォーラム 1 回）
、各部会計 6 回、現地調
査を実施。
・環境創造審議会へ「市街地における『みどりの創造』のあり方について」を諮問し、検討を実施。
良好な水環境づくり
・歩道部 54,048 ㎡の透水性舗装を実施。
今後の推進に向けた課題
横浜みどりアップ計画の強力な推進とさらなる展開
・地区指定の大幅な推進に向け、いかに多くの土地所有者から理解と協力を得るかが課題。
・策定した保全管理計画に基づき、円滑に管理が行われるようフォローアップが必要。
・地域緑のまちづくり－計画策定や計画に基づく整備・管理を円滑に進めるため、地元への
フォローアップが必要。
・園庭・校庭の芝生化－芝生の適切な維持管理を支援する取組の強化が必要。
良好な水環境づくり
・宅内雨水浸透ますの設置促進に向け、平成 23 年 4 月に改正した新制度の積極的な周知及
び検証。
・下水道中期経営計画 2011 に基づく、計画的な事業推進。
・公共施設での雨水浸透ますの導入に向けた検討。
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2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
横浜みどりアップ計画の強力な推進とさらなる展開
・緑の総量を維持するため、地区指定による緑地保全のさらなる推進。
・保全管理計画策定および維持管理助成による、保全された樹林地の質の向上。
・地域緑のまちづくり－計画策定中の地区で計画の確定と協定の締結を行い、緑化の取組を
進め、さらなる事業展開を図る。
・屋上緑化助成事業、保育園・幼稚園芝生化事業など、事業広報を積極的に展開することで、
民有地の緑化を推進。
・「みどりアップ」しています！宣言の登録制度について、各種イベント・メディア（民間
メディアを含む）と連携したＰＲの促進。
・平成 23 年度は横浜みどりアップ計画市民推進会議 4 回（うちフォーラム 1 回）
、各部会計
9 回、現地調査 3 回を実施。
・横浜みどりアップ計画の実績、市民推進会議からの報告書について、区連会へ情報提供、
リーフレットを各区で配布（6 月に実施済）
。その他、区役所と連携した広報を今後実施
予定。
・環境創造審議会から「市街地におけるみどりの創造のあり方」について答申をいただき、
事業化等に向けた検討を実施。
良好な水環境づくり
・エコな庭づくりの推進－雨水貯留タンクの設置助成モデル事業の立ち上げに向け準備。
・下水道中期経営計画 2011 に基づく、計画的な事業推進。
・公共施設での雨水浸透ますの導入に向けた検討。

トピックス
市街地における「みどりの創造」のあり方について
横浜市は、急速な都市化の進展により、郊外部を中心にみどり（樹林地、農地）が大き
く失われてきています。この減少傾向に歯止めをかけるため、平成 21 年度から横浜みど
り税を創設し、樹林地を守る、農地を守る、緑をつくる取組を柱とした「横浜みどりアッ
プ計画（新規・拡充施策）」を推進しています。みどりアップ計画の取組では、樹林地や
農地の保全は順調に進んでいますが、横浜のみどりの減少傾向を止めるためには、一方で
みどりを増やす取組の推進も重要な課題です。
このような背景から、平成 22 年 9 月に横浜市は環
境創造審議会に「市街地における『みどりの創造』の
あり方について」を諮問しました。審議会に設置され
た「市街地みどりの創造部会」での検討が重ねられ、
平成 23 年 7 月に開催された第 14 回環境創造審議会に
おいて、部会から検討結果の報告をいただきました。
また、7 月に審議会の会長から市長へ答申されました。
＜詳細な内容は、横浜市環境創造局ホームページをご参照ください。＞
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/etc/shingikai/kankyousouzoushin/midori/
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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
「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」の推進により、農地などのまとまりのある
みどりの保全を進めました。また、11 月の地産地消月間を中心に、食と農の連携した取組
を展開しました。
※「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）平成 22 年度事業報告書」にて詳細な取組成果を報告

今後は、引き続き「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」を積極的に推進するとと
もに、新たに、企業、飲食店、メディア等と連携した地産地消事業に対する支援を行うなど、
さらなる取組の強化が必要です。
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 50 ha 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

評価

・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
2010（平成 22）年度の主な取組実績
主な取組目標項目

計画策定時（21 年度末）

22 年度末

目標（25 年度末）

多面的機能を持つ水田の保全

89 ha

100.2 ha

120 ha

不法投棄監視警報装置の設置

8 地区

11 地区

13 地区

15 ha

13.9 ha

70 ha

農ある地域づくり事業実施地
区

9 地区

10 地区

11 地区

生産性の向上に向けた取組実
施地区

21 地区

17 地区

28 地区

5,718 世帯

5,981 世帯

7,000 世帯

長期貸付農地の確保

農園を楽しむ世帯数

その他の主な取組実績
・農地保全・農産業の活性化に向けた担い手の育成支援として、農業後継者育成（2 人）
、
都市農業経営支援（64 件）を実施。
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今後の推進に向けた課題
・農地の保全・活用の推進に向けた多面的機能を持つ水田の保全－地区外所有者への対応が
必要。
・農業専用地区などでの不法投棄対策の取組は大きな成果を上げており、継続した取組が必
要。
・横浜みどりアップ計画の支援予定件数、予算枠を大幅に超える要望があり、活動の中心と
なる担い手の要望に応えきれていない。
・農ある地域づくり事業の推進－施設の老朽化や農家の高齢化、市民と農家のコーディネー
ト。
・市民利用型農園の設置－地域農業との調和。

2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
・農地の保全・活用の推進に向けた多面的機能を持つ水田の保全－未申請地に対して改めて
説明と要請を実施。
・平成 23 年度は不法投棄監視警報装置を 2 地区で設置予定。
・農地保全・農産業の活性化に向けた担い手の育成支援－農業後継者育成（13 人）
、都市農
業経営支援（28 件）を実施。
・平成 23 年度は生産性の向上に向けた取組実施地区を累計で 3 地区増加。
・市民利用型農園 1.4 ha を新規に開設。
・「食と農の祭典」を開催。
・地産地消ガイドブックの発行。
・企業、飲食店、メディア等と連携した地産地消事業に対する支援制度の創設。

トピックス
よこはま「地産地消」新ビジネスモデル支援制度の創設
地産地消を進める民間事業者等を応援するため、市内産農産物を活用して地産地消に寄
与するビジネスを新たに展開する中小企業等や特定非営利活動法人および新規創業者に
対し、助成金を交付する制度を平成 23 年度からスタートしました。この制度は、横浜市
で民間事業者等が新たに行う地産地消に関するビジネスに対して活動経費を助成するこ
とにより、地域の地産地消活動を一層活性化させ、横浜の地産地消が推進されることを目
的としたものです。
＜制度の詳細な内容は、横浜市環境創造局ホームページをご参照ください。＞
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/tisantisyo/torikumi/business-model.html
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資源循環
～循環型社会の構築～
総合評価
ス

リ

ム

平成 23 年 1 月に「ヨコハマ３Ｒ夢プラン（横浜市一般廃棄物処理基本計画）
」を、同 3 月
に「横浜市産業廃棄物処理指導計画」を策定し、各計画に基づく取組をスタートしました。
特に、ヨコハマ３Ｒ夢プランでは、３Ｒの推進、とりわけ最も環境にやさしいリデュース（発
生抑制）の取組を進めて、ごみと資源の総排出量を削減し、環境負荷のさらなる低減を図る
ことを目指しています。
これまで、プランの概要説明用パンフレットやリデュース啓発用パンフレットなどを作成
し、まずは、プランを知っていただけるよう、市民・事業者への説明会等を行ってきました。
今後は、市民・事業者にリデュースを中心とした３Ｒ行動を実践していただけるよう、具体
的な行動事例をひとつひとつ示しながら、様々な場面を捉えて普及・啓発に努めることが必
要です。

(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

評価

［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）
2010（平成 22）年度の主な取組実績
主な取組目標項目
資源集団回収による古紙回収率

計画策定時（21 年度末）
－

22 年度末

目標（25 年度末）
91％

100％

その他の主な取組実績
・発生抑制（リデュース）の取組を実施（3 取組）。
・生ごみ回収・資源化調査（戸建住宅約 900 世帯、回収量約 82ｔ、ガス化された量は約 14,000m3 と推計）
・事業系ごみの減量・リサイクルの推進（立入調査 1,927 件、減量化・資源化等計画書提出率 98％）
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今後の推進に向けた課題
・リデュース行動を広げていくためには、市民・事業者・行政の３者が協力して取り組んで
いくことが必要。
・リデュースについて市民や事業者に判りやすく伝えていくために工夫が必要。
・実験参加を促すためのインセンティブや生ごみの保管・臭気に対する負担の軽減。
・資源集団回収の計画目標の周知及び移行促進。
2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
リデュース

・ 平成 22 年度に発足したリデュースの推進体制「ヨコハマ Ｒ ひろば」を活用して、様々
なリデュースの取組を推進。
・さらなるごみの資源化に向け、戸建住宅以外の地域での生ごみ回収方法や専用袋を使用し
ない回収方法、効率的な前処理システムを検討。
・事業系ごみの減量・リサイクルの推進（立入調査 800 件実施、現況確認 2,600 件実施）

トピックス
「ヨコハマＲ（リデュース）ひろば」について
市民・事業者・行政の３者が協力してリデュースをはじめとした３Ｒの取組を推進して
いくためのしくみとして、平成 22 年 10 月に“ヨコハマＲ(リデュース)ひろば”が設置さ
れました。
“ヨコハマＲ(リデュース)
ひろば”は、ウェブサイトやイ
ベントなどを活用して情報受
発信を行うほか、市民・事業
者・行政の３者により構成され
る推進組織、
“ヨコハマＲ(リデ
ュース)委員会”において、提
案された新たな取組について
支援を行い、その成果を検証し
た上で、展開させていきます。
リデュース

ヨコハマ Ｒ ひろばウェブサイト

http://www.r-hiroba.jp/
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(2)

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

評価

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。

2010（平成 22）年度の主な取組実績
・多量排出事業者等への自主管理計画の策定指導。
・個別指定制度の運用、自ら利用に関する要綱策定。
・ＰＣＢ、アスベスト廃棄物の適正処理－立入調査等、ＰＣＢ廃棄物分析補助事業の実施。
・収集事務所と産業廃棄物対策課専従機動班の連携による不適正処理への迅速対応。
・災害時の解体廃棄物処理に係る計画の検討。
今後の推進に向けた課題
・自主管理事業へのより参加しやすい体制整備や個別指定制度の民間工事への拡大の検討。
・ＰＣＢ廃棄物保管困難者に対する適正処理の指導。
・不適正処理への早期発見、対応。
・災害時の解体廃棄物処理に係る計画の検討－東日本大震災を踏まえた対応。
2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
・多量排出事業者等への自主管理計画の策定指導の推進－電子申請制度の導入。
・公共事業等における再生利用の推進－個別指定制度の民間工事への拡大検討
・ＰＣＢ、アスベスト廃棄物の適正処理－立入調査等、ＰＣＢ廃棄物分析補助事業の実施。
・不法投棄・不適正処理の未然防止のための監視指導の強化。
・災害時の解体廃棄物処理に係る計画の検討。
・産業廃棄物に対する市民の関心を高めるための効果的な取組手法等の検討や実施体制の
検討・整備を実施。
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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
市域の大気・水・土壌等の環境状況は、法に基づく常時監視や定期的な調査等により調査・
測定を行っており、平成 22 年度は以下の項目が環境基準に不適合でした。
・大気環境：光化学オキシダント［19/19 地点で不適合］
（平成 21 年度の全国の環境基準達成率は、一般局で 0.1％、自排局で 0％であり、全国規模で極めて低い水準となっ
ています。
）

・水環境（海域）
：COD［2/7 地点で不適合］
、全窒素［1/7 地点で不適合］
、全りん［3/7 地点で不適合］
今後は、各取組を着実に推進するとともに、近隣の自治体や関係団体等との連携により、
取組を推進します。また、東日本大震災以降、放射線などの環境モニタリングへの関心が高
まっており、安全・安心な生活環境の保全に向けた的確な対応が必要です。

(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
二酸化窒素
浮遊粒子状物質
光化学オキシダント
微小粒子状物質
悪臭

改善指標（～2013 年度）

達成指標（～2025 年度）

二酸化窒素に係る環境基準
への適合。
大気汚染に係る環境基準へ
の適合。
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。

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）。
（2013 年度までの達成状況の評価により検証）
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

評価

・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。
2010（平成 22）年度の主な取組実績
・微小粒子状物質対策－市内 3 地点に自動測定機、標準測定機、成分分析用採取装置を各 1
台設置。
・光化学オキシダント対策－VOC 排出量調査、VOC 立入・測定を実施。
・九都県市指定低公害車補助：51 台、CNG 自動車補助：18 台
・エコドライブ講習会を 17 回開催。
・悪臭物質の定量及び定性分析、臭気測定を実施。
・苦情への対応－発生源指導等を実施。
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今後の推進に向けた課題
・VOC 排出量削減の実態把握が必要。
・都市・生活型の悪臭問題の未然防止。
2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
・常時監視測定局全局に微小粒子状物質の自動測定器を設置予定。
・光化学オキシダント対策－VOC 排出量調査、VOC 立入・測定を継続的に実施。
・平成 22 年度 VOC 排出量の平成 12 年度比 3 割削減について検証を実施。
・指定低公害車・EV 等の普及促進に向けた取組を継続的に実施。
・悪臭物質の定量及び定性分析、臭気測定を実施。
・苦情への対応－発生源指導等を実施。

トピックス
平成 22 年度

公害苦情の状況について

平成 22 年度に受け付けた公害苦情は 1,198 件で、全体として前年度より 123 件（9.3％）
減少しました。これは設備機器や建設作業による騒音や原因不明の悪臭、着色水等による
水質汚濁に関する苦情が減少したことによります。（図参照）
内訳としては、騒音が一番多く、401 件（対前年比 13.8％、64 件減）、次いで大気汚染
291 件（同 2.5％、7 件増）
、悪臭 277 件（同 10.1％、31 件減）
、水質汚濁 117 件（同 15.2％、
21 件減）
、振動 108 件（同 11.5％、14 件減）、その他（地盤沈下、土壌汚染など）4 件の
順となっています。
※上記の公害苦情として受付した件数とは別に、日常生活に伴う騒音や悪臭、その他公害全般に
関することなどについて、来庁、電話、メール等により寄せられた相談件数が騒音・振動等で
702 件、大気汚染・悪臭等で２14 件、合計 916 件ありました。

図

過去 10 年間の公害苦情件数の推移
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(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。
（達成状況の目安となる環境の状況）
水質基準

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

評価

・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。

2010（平成 22）年度の主な取組実績
・水質汚濁防止法、ダイオシン対策特別措置法、横浜市生活環境の保全等に関する条例等に
基づく事業者立入調査を実施（延べ 670 事業所）
。
・下水道法、横浜市下水道条例に基づく事業場への届出指導及び立入指導等の実施（届出：
1092 件、立入：564 件）
・東京湾水質一斉調査を 8 月に実施。
・東京湾岸自治体会議の環境啓発事業を 5 月、10 月に実施。
・都筑水再生センターにおいて高度処理施設の増設を推進。
・赤潮の検査（原因プランクトンの同定）実施。
今後の推進に向けた課題
・今後、水質汚濁防止法の改正（平成 22 年度）に伴い事業者が行った測定結果を確認する
など業務が増加する見込み。
・赤潮の発生状況の把握が困難。また、プランクトンを同定できる人材の確保が課題。
2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
・事業者立入調査の継続的な実施。
・東京湾水質一斉調査を 8 月に実施。また、東京湾岸自治体会議の環境啓発事業を幹事とし
て 5 月、10 月に実施。
・下水道中期経営計画 2011 に基づく計画的な事業推進。
・水質汚濁防止法改正を受けた下水道法改正に伴う横浜市下水道条例の改正作業。
・赤潮の検査実施とモニタリング項目の検討。
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(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。

2013（平成 25）年度までの取組方針

評価

・改善指標の達成に向け、地盤環境の取組を推進します。

○

2010（平成 22）年度の主な取組実績
・地盤沈下対策
地下水採取許可等件数：16 件、掘削工事届出件数：17 件、精密水準測量（測量延長 377km、
調査地点 349 点）、最大沈下量：10.7mm（港北区）
・土壌汚染対策
土壌汚染対策法による届出件数：199 件、横浜市生活環境の保全等に関する条例による届
出件数：364 件
・地下水の水質汚濁対策
常時監視井戸：147 件、汚染追跡井戸：49 件、工場・事業場への指導件数：18 件
今後の推進に向けた課題
・平成 23 年度の地盤沈下量は、東日本大震災の影響を含んだ沈下量となる見込み。
2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
・引き続き、地盤沈下の監視、地下水の水質汚濁状況の常時監視、工場・事業場等への規制
指導を実施。
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(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。

2013（平成 25）年度までの取組方針

評価

・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。

2010（平成 22）年度の主な取組実績
・PRTR 届出事業所数：499 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 6 回実施。
・大気、水質、土壌中のダイオキシン類の調査等を実施。
・アスベスト対策を全庁的に進めるため、課長会を開催（4 回／年）
。
今後の推進に向けた課題
・対象物質の変更による PRTR 届出の指導。
・環境リスク評価の検討にあたっては専門的な知識が必要。
・アスベスト対策は、様々な部署と連携した対応が必要。
2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
・PRTR 届出の受理（適宜、事業者指導を実施）
。
・環境リスク評価に関する手法や事例の情報収集。
・大気、水質、土壌中のダイオキシン類の調査等を継続的に実施。
・アスベスト対策を全庁的に進めるため、適宜、課長会を開催。
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○

(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
騒音
の類型 C の環境基準とする。
※ 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。

2013（平成 25）年度までの取組方針

評価

・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。

○

2010（平成 22）年度の主な取組実績
・特定工場、特定建設作業現場等への立入調査を実施。
・都市・生活型の騒音測定を実施。
・苦情への対応－発生源指導等を実施。
・生活騒音に対する相談者に側面的な支援（リーフレット配布、騒音計の貸出、解決に向け
たアドバイス等）を実施。
・道路及び鉄道交通騒音対策－道路騒音測定（5 件）
、鉄道騒音測定（6 件）
、集合住宅指導
（39 件）を実施。
今後の推進に向けた課題
・都市・生活型の騒音問題の未然防止。
・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のため、作業者の周辺への配慮
及び近隣住民の理解が必要。
・近隣住民の生活騒音によるトラブルは依然として多く、トラブル防止に向けた一層の市民
啓発が必要。
2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
・特定工場や特定建設作業現場等への立入調査。
・工場・事業場や建設作業等への騒音・振動の未然防止に向けた普及啓発。
・都市・生活型の騒音測定の実施。
・苦情への対応－発生源指導等を実施。
・引き続き、生活騒音に対する相談者に側面的な支援を実施。
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(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）

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。

都心部におけるみどりの増加量

2013（平成 25）年度までの取組方針

評価

・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。

○

2010（平成 22）年度の主な取組実績
・夏季（7 月～8 月、62 日［1,488 時間］）に市内 69 か所での気温観測を実施。
・打ち水イベントへの物品貸出、普及啓発パネルやグッズの作成を実施。
・平成 22 年 8 月 16 日～18 日に、ヒートアイランド検証解明のための上空の熱移流調査を
実施。
・大岡川中流域での河川冷気調査を実施。
今後の推進に向けた課題
・気温観測調査は、数年間同様の傾向が見られるため、測定地点の見直しが必要。
・市域での取組だけではなく、ヒートアイランド現象を広域的に見た取組が必要。
・まちづくりなどの施策との連携強化が必要。
2011（平成 23）年度以降の主な取組予定
・引き続き、市内の気温観測を実施。
・普及啓発を継続的に推進。
・県、川崎との連携による広域でのヒートアイランド現象の把握の実施。
・鶴見川河口付近での河川冷気調査を実施。
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(３) 各区の取組実績
新たな計画では、
「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 22 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・事業者等と協働・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 22 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
・「出張エコ教室」を 4 回／年開催（参加者合計：360 人）
。アンケートによ
れば、参加者の満足度は 9 割を超えた。
・ごみ減量・分別推進イベントである土壌混合法講習会を、区民との協働に
より開催。
・区民・事業者とスクラムを組んだ環境行動の推進

神奈川区

－体験型エコライフ講座の実施（6 回）、イベントでのカーボンオフセット
の実施（17,248 kg-CO2 削減、71 本植樹）
・緑のカーテンから収穫したゴーヤを活用して、区民と協働で地域交流会等
を実施。
・脱温暖化行動の推進

西区

－ライトダウンキャンペーン（6/21～7/7、7/7 は横浜駅周辺企業 45 社の協
力による特別実施）
－打ち水：横浜駅西口・東口ほか計 7 か所で実施（8 月、約 600 人）
－広報よこはま西区版での啓発、エコクッキング講座の開催

など

・商店街独自のエコポイントカードに対し補助金を交付し、温室効果ガス排
出量の削減と地域活性化を促進。
中区

－モデル商店街：2 商店街（116 店舗）、補助金交付金額 60 万円
・ごみの分別や排出ルールをわかりやすく示したリーフレットを中区独自に
作成・配布（日本語：4,000 部、中国語：2,000 部、英語・ハングル：1,000
部）
。
・「緑のカーテン」の栽培支援

南区

－栽培 DVD の作成・配布（13 か所へ配布）
、学校・保育園・幼稚園・公共
施設への栽培物品提供・技術的支援（41 か所）、小学校での出前授業実
施（3 回）
・燃やすごみの削減率

平成 13 年度比 37.4％

・幼稚園・小中学校の環境学習、地域に出向いて出前講座を 102 回実施
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・地場野菜の活用や生ごみを少なくする方法を取り入れたエコ料理教室の開催。
・みどりのカーテン推進
港南区

－保育園と小中学校あわせて 36 か所にゴーヤ苗を提供。
・うるおいある美しい街づくり
－河川、主要駅周辺のクリーンアップ啓発活動（5 回）
、地域の美化推進組
織への活動支援（計 26 か所）
・企業の協力を得たエコクッキング講座などの環境講座開催（5 回）
・区庁舎照明等の一部を省エネ型に変更（約 200 台）し、省エネ効果をＰＲ。
・ほどがや緑のカーテン大作戦

保土ケ谷区

－区内公共施設等（24 か所）、一般家庭（約 40 世帯）
・ほどがや地球温暖化対策推進ネットワーク
－メンバーとの協働によりほどがや花フェスタ・区民まつりでのＰＲ活動。
広報よこはま区版やホームページでのＰＲ（通年）
・緑のカーテンづくりの普及－全543 か所（区民512、学校等30、区役所1）
・保育園の園庭の芝生化（2 園）

旭区

・温暖化対策の啓発活動－省エネ出前講座の実施（9 回、参加者約 230 人）
－環境映画の上映会開催（参加者約 120 人）
・生ごみの堆肥化の推進－土壌混合法実践行動の普及・講演会の実施（27 回）
・区民ボランティア「磯子区Ｇ３０応援隊」との協働による取組
－ごみ分別の啓発活動（19 回）

磯子区

－保育園等で環境教室を開催（21 回）
－「Ｇ３０かるた大会」の開催（1 回）
・グリーンカーテンを設置(23 小中学校・4 保育園・区役所・土木事務所等)
・公園愛護会を支援する「緑の環境リーダー」の活動支援

金沢区

－緑の環境リーダー7 人増（17 人→24 人

対前年比約 41％増）

－フラワーサポーター1 人増（24 人→25 人

対前年比約 4％増）

・金沢区をモデル地区とした「横浜グリーンバレー構想」の推進。
区民・事業者・区役所が協働して、区を挙げた脱温暖化行動を推進

港北区

・区民による「緑のカーテン」づくりへの企業（園芸店、種苗会社など 6 事
業者）からの支援
・「触れる地球」を用いた小学校（3 校）での環境学習講座の開催
・鶴見川流域の豊かな自然環境の区民への普及・啓発
（環境学習講座 10 小学校 12 回、地域交流会 1 回、活動の展示会 2 回）
・環境にやさしい製品の購入、誘導灯の LED 化

緑区

－グリーン購入実績：100％
－誘導灯 LED 化による CO2 削減：約 7.1t-CO2
・区民まつりでのリユース食器やエコ容器の使用

青葉区

・自転車利用者の利便性向上のため、また、歩行者の安全を確保するため、
サインを歩道上に設置。
・生ごみ堆肥化講習会の開催（3 回、60 名参加）
・親子リサイクル施設見学会を実施（7 月、37 名参加）
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・「横浜みどりアップ計画」の推進
都筑区

－区局協働プロジェクトを発足し、当初予定を大きく上回る 8 か所で緑地
保全制度適用
－幼稚園（1 か所）
、市立保育園（3 か所）の園庭で芝生化を実施
・脱温暖化行動をテーマとした「エコ川柳」募集コンテストを実施（7 月～
12 月）
。入賞作品は区内施設等でパネル展示を実施（2 月～3 月）

戸塚区

・地域でごみ問題に取組む戸塚区環境事業推進委員向けの研修会として、脱
温暖化について学ぶ映画上映会を開催（9 月）
・環境家計簿チャレンジキャンペーンを実施（5～8 月）
・脱温暖化行動の推進
－本郷台駅前バスターミナルに太陽光パネルを設置（平成 23 年 3 月）

栄区

－電気自動車・プラグインハイブリッド車の使用（通年）
・環境教育の推進
－脱温暖化を啓発する紙芝居を作成し、区内保育園、幼稚園等に配付（28 か所）
・校庭・園庭の芝生化（新規 10 か所）
・地域と土地所有者が協働で取り組む自主的な緑保全活動の支援（4 か所）

泉区

・区民参加による農家の農作業支援
（泉区農業応援隊による支援：300 回以上）
・農産物直売所の運営を通じた地産地消の推進（通年）
・商店街と連携した環境行動促進事業

瀬谷区

－環境に関するクイズイベントを実施（7 月に 2 日間実施）
－商店街の夏祭りにあわせた打ち水イベント
（8 月に 2 か所で実施、
約 400 人参加）
・雨水タンク設置への補助金の交付（17 件）
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