
推進施策 

水と緑の基本計画改定に向けて 

水・緑環境の保全と創造の推進計画 
 １．拠点となる緑、特徴ある緑をまもり・つくる    
 ２．流域ごとの水・緑環境をつくり・高める      
 ３．水と緑の環境を市民とともにつくり・楽しむ    

基本理念： 
～かけがえのない環境を未来へ～ 
  横浜らしい水・緑環境の実現 
  

   市民・事業者・行政の連携・協働により実現します。 

将来像： 水と緑の回廊形成 
 【６つの姿】 

・緑が市街地に引き込まれています 
・自然な水循環が回復しています 
・風が都市に引き込まれています 
・多様な生物が生息できる環境が形成されています 
・地域の中で農のある暮らしが息づいています 
・都心部に水と緑が増え魅力が高まっています 

樹林地の保全・活用 

農地の保全・活用 

公園の整備・管理運営・経営 

緑化の推進 

水循環の再生  

水辺の保全・創造・管理  

身近な生物生息環境の創出  

環
境
活
動
の
推
進  

現行計画の構成 

環境創造審議会 第２回水と緑の基本計画部会 

 

 

水と緑の基本計画 [H28改定（予定）] 
実行計画 横浜みどりアップ計画(H21~ ） 

都市農業推進プラン(H26~ ） 

水と緑の基本計画 [H18策定] 

都市ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ（全体構想） [H25策定] 

生物多様性横浜行動計画（ﾖｺﾊﾏｂﾌﾟﾗﾝ） 
[H27改定] 

横浜市中期計画        [H26改定] 

横浜市環境管理計画      [H27改定] 

下水道中期経営計画     [H27改定] 

目標年次：H37 

審議会からいただいたご意見 
 平成27年３月26日に開催した第21回環境創造局審議会と、 
第１回同審議会部会にて、ご意見をいただいています。 
・量に加えて質が求められている 
・より良い都市構造に結びつくよう、土地利用の転換を捉えた緑の  
 軸・拠点の創出が重要 
・流域の視点が市民に浸透するような取組・工夫が必要 
・横浜の魅力にいかに水・緑を加えるかの検討が必要 
・市民生活に役立つ農業という視点が重要 
・市民が水・緑をどう活用するかという視点が重要 
・多様な価値観を包括できるような新しいライフスタイルの提案が必要                     
など... 
※詳細は別紙資料参照 

社会状況の変化 
・気候の変動、ヒートアイランド 
 現象の顕在化 
・交通網の整備、土地利用転 
 換による都市構造の変化 
・防災・減災に対する要求の高 
 まり 
・少子高齢化の進展と人口減 
 少社会の到来 
・公共インフラ施設の老朽化 
・水循環基本法の制定 
・都市農業基本法の制定 

これまでの取組の成果と課題 
１）量の確保 
・みどりアップ計画の推進により樹林地の保全が進展し、樹林地は市街化調整区域を中心に減少傾向の 
 鈍化が見られるが、保全すべき樹林地は未だ多く残っている。 
・市街地の緑化も進展しているが、緑の少ない東部で市民満足度が低い。 
・特区農園等の市民農園の開設が進展したが、農体験への市民ニーズは高い。 
・公園面積は市全域で139ha増えたが、一人あたりの面積は4.56→4.87㎡(H26末)と目標となる10㎡ 
 には届いていない。 
・緑被率31.0%(H16)→29.8%(H21)→28.8%(H26) 
 →継続した量の確保の取組が必要 
２）質の向上 
・みどりアップ計画やｂプラン、森づくりガイドライン等の推進により、保全した樹林地や調整池など生物多様 
 性の保全に向けた取組が推進。一層の取組の広がりが求められる。 
・臨海部での緑地整備や、せせらぎ緑道等により市民が楽しめる水辺空間が増加しているが、市民ニーズは 
 高く、量の確保とともに質の向上が求められている。 
・下水道整備が進んだことにより、河川水質は一部の地点を除き概ね良好となっている。海域は窒素量と生 
 物指標による評価で改善傾向にあり、海域の水質における取組の推進が求められている。 
  →質の向上により重点をおいた取組が必要 
３）市民の関わり 
・水・緑環境と関わる市民・企業が増加。 
・公園愛護会（2,417団体）、水辺愛護会（91）、森づくり活動団体（66）など、市民が保全活動を 
 担う空間が増加しているが、後継者不足などの課題がある。 
  →市民が水・緑環境と関わる取組を一層進めることが必要 

水と緑の基本計画の位置付け 
●「横浜市水と緑の基本計画」 
 本計画は、横浜らしい水と緑をまもり、つくり、育てるため
に、水に関わる「横浜市水環境計画(H6)」と「水環境マ
スタープラン(H11)」、緑に関わる「横浜市緑の基本計画
(H9)」の３つの計画を統合し、平成18年に策定しました。 
 水と緑を一体的にとらえた総合的な計画として、本市で
行う水・緑環境施策の方向性・考え方を示しており、実
行計画である横浜みどりアップ計画や都市農業推進プラ
ン等の上位計画となっています。 

●改定の趣旨 
 「横浜市水と緑の基本計画」を策定してから８年が経
過していることから、計画の進捗と取組の成果を振り返ると
ともに、社会からの要請をふまえ、計画内容を見直します。
本計画策定以来、横浜らしい水・緑環境の実現に向け、
横浜みどりアップ計画や、生物多様性横浜行動計画、都
市農業推進プラン等、個別分野の計画を策定し、総合
的な取組を推進してきました。今回の改定では、これらの
計画との整合もはかり進めます。 
 なお、目標年次を平成37年としていることから、今回の
改定は、現行計画の基本的な枠組み、目標年次及び目
標を継承し、目標に向けた施策の見直しを図ることを主な
目的としています。 

●本市の各計画との関連（概念図） 

●将来像 
  の明確化  
●推進計画、 
 推進施策  
 の一部改定 

視点1 水・緑とともにある多様なライフスタイルの実現 

 ①市民の生活、ライフスタイルの視点から目標とする将来像を明確にします 

 ②市民生活と水・緑環境との関わりの深化の視点から推進計画・推進施策を充実、見直します 

 ①豊かな水・緑環境を確保し、横浜の魅力を高める視点から推進計画・推進施策を充実、見直します 

視点２ 横浜の魅力を高める水・緑環境の保全・創出・育成 

 ②既存ストックを活かし市民と協働で水・緑環境を育成する視点から推進施策を充実、見直します 
 ③流域ごとに取り組むことの重要性・効果を改めて推進計画で整理します 

資料３ 



水辺 

 現計画の将来像に加え、市民との関わりの視点からも目標とする水・緑環境の将来像を明確にし、豊かな水・緑環
境とともにあるライフスタイルのイメージを市民と共有できるようにします。 

 ①市民の生活、ライフスタイルの視点から目標とする将来像を明確にします 

せせらぎが聴こえる小川 

涼を楽しむ 

地域にひらかれた水辺 

いきものに触れ合う 

街なかにある身近な緑 

人が集まり、 
地域の交流が生まれている 

近所にある直売所 

お気に入りの生産者から 
直接農畜産物を買う 

写真３ 
収穫体験ができる農園 

採れたてを味わう 

学校の給食 

地元の食材をたべる 

身近に残された里山景観 

農のある景色を楽しむ 

芝生の園庭 

寝転ぶ、裸足で駆けまわる 

花と緑でいっぱいの住宅地 

庭先での話がふくらむ 

集合住宅の緑化空間 

季節を感じる、憩う 

都市部の花と水、緑で
演出された空間 

多くの人が訪れる 

多彩な川 

レクリエーションを 
楽しむ 

きれいな海 

スポーツイベントを観戦する、 
釣りを楽しむ 

広々とした公園 

思い思いの時間を過ごす 

異国情緒あふれるﾊー ﾊ゙ ｻーｲﾄ゙  

海辺の景色を眺めて歩く 

樹林地・山林・里山 

街なか 

農 

樹林地・山林・里山 

農 

水辺 街なか 

視点1 水・緑とともにある多様なライフスタイルの実現 

公園のなかのカフェ 

休日を過ごす 

ライフスタイルのイメージ 

広々とした並木道 

さわやかな風を感じる 

環境創造審議会 第２回水と緑の基本計画部会 

市民が保全する里山 

ボランティア活動に参加 

身近な自然 

地域の文化・歴史を知る ハイキング 

いきものが育まれる里山 



環境創造審議会 第２回水と緑の基本計画部会 

触れ合う 

 ②市民生活と水・緑環境との関わりの深化の視点から推進計画・推進施策を充実、見直します 
 成熟社会を迎えた現代では、市民の水・緑環境に対するニーズも高まり、また多様化しています。そこで、市民と水・緑
環境との関わりがより深まるよう、推進計画・推進施策の充実、見直しを行います。 

活用する 

樹林地での利活用の促進 改定の方向性 
・樹林地を知る・楽しむきっかけとなる利活用の一層の推進    ・水辺の賑わいを生みだす活用の促進 
・農とのふれあいや地産地消の取組の一層の推進         ・新しい担い手の確保・支援に向けた取組の推進 
・公園での多様な利活用の促進                    ・コミュニティの醸成につながる地域活動の促進 
・地域で取り組む緑化活動支援の一層の推進           ・活動団体同士の連携の強化 

横浜の緑に関する市民意識調査<H24>から 樹林地での利活用の推進 

農とふれあう場づくり/地産地消の取組の推進 

健康づくりと連携した 
ウォーキングの開催 

児童が森と関わる 
きっかけづくり 

収穫体験農園の設置 みなとみらいでの朝市開催 

新しい担い手の確保・支援 

水辺での利活用の促進 

大岡川沿いの保全活動 海を活用したスポーツイベントの開催 

公園の利活用促進/地域の緑化活動推進 

公園を活用した健康づくり 地域で取り組む花壇づくり 

森づくりボランティアの育成 

農業ボランティアの育成 

公園愛護会と保育園児の連携 

視点1 水・緑とともにある多様なライフスタイルの実現 



環境創造審議会 第２回水と緑の基本計画部会 

改定の方向性 
・農地と樹林地で構成される郊外の里山景観の保全 
・都心臨海部等での質の高い水・緑・花の空間の創出 
・基地返還などの土地利用転換の機会を捉えた水・緑環境の保全・創出 
・都市の防災機能も高める水・緑環境の保全・創出・育成 

 ①豊かな水・緑環境を確保し、横浜の魅力を高める視点から推進計画・推進施策を充実、見直します 

都市構造の変化を捉えた水・緑環境の保全・創出 

（図・航空写真出典：横浜市中期 ４か年計画2014-1017＜H26＞） 

 水や緑の空間は良好な景観形成や賑わいの場の創出につながるなど、街の魅力を高める重要な役割を担っています。
水や緑を都市ブランド力の重要な要素と捉え、積極的に都市の中に取り込んでいく必要があります。そのため、横浜に残
された水・緑環境を保全していくと共に、新たに魅力ある水・緑環境を創造していくよう推進計画・推進施策を充実、見
直します。 

海を意識した水・緑・風の環境づくり図 
（出典：横浜市都心臨海部再生マスタープラン＜H27＞） 

都心臨海部での魅力ある空間の演出 
（左：山下公園 中央：みなとみらい新港地区 右：山手111番館） 

返還される深谷通信所跡地 

里山景観の保全 

新治の里山景観 
新治地区では、市民の森や公園、恵みの里などの
様々な施策で、農地と樹林地が一体となった里山景
観の保全・活用が図られている 

都心臨海部での魅力づくり 

空から見た三保・新治地区 

都市の防災機能も高める水・緑環境の保全・創出・育成 

賑わいを誘導する緑道整備 
（東横線跡地） 

地域活動の拠点となる公園整備 
（学校跡地） 

視点２ 横浜の魅力を高める水・緑環境の保全・創出・育成 

都市インフラの計画図 

洪水時に貯留機能を担う遊水地 災害時に避難場所となる都市公園 



環境創造審議会 第２回水と緑の基本計画部会 

改定の方向性 
・保全・創出されたストックの期待される役割が発揮されるよう市民や企業と連携した水・緑環境の育成 
・公園の魅力を高めるパークマネジメントの方向性を整理、施策の打ち出し 
・社会状況の変化をふまえた公園機能の見直し・再編や、都市計画決定された公園・緑地内の長期未整備区域の見直し 

 ②既存ストックを活かし市民と協働で水・緑環境を育成する視点から推進施策を充実、見直します 
 これまでの水緑施策の取組みにより、市民の身近な場所に、河川や公園、樹林地、農地などの多くの資源（ストッ
ク）が確保されてきました。それらの資源を適切にマネジメントをしながら、今後も十分に確保し、次世代に引き継いでい
く必要があります。そこで水・緑環境を市民と協働で育成する視点から推進施策を充実、見直します。 

保全された樹林地で市民
協働での計画的な管理を
実施 

市民や企業と連携した水・緑環境の育成 公園の魅力を高める新たな運営 

民有地で企業と連携し緑化
した質の高い水・緑空間の 
創出・維持 

水辺愛護会と連携した良好
な水辺の空間の維持 

エリアマネジメント団体によるオープンカフェ 
（グランモール公園） 

視点２ 横浜の魅力を高める水・緑環境の保全・創出・育成 

社会状況等をふまえた見直し 

本市の都市計画公園・緑地の整備状況 

長期未整備区域のある都市計画公園・緑地（例） 

事業中 未整備 その他不整合等
※

公　園 722 1,328.52 1,144.97 118.02 61.21 4.32
緑　地 19 55.20 54.80 0.00 0.00 0.40
広　場 1 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00

合　計 742
1383.96
（100%）

1200.01
（約86.7%）

118.02
（約8.5%）

61.21
（約4.4%）

4.72
（約0.3%）

※測量誤差等に起因すると推測されるもの

都市計画
公園・緑地数

（箇所）

都市計画
決定面積
(約ha) 整備済

未整備等

決定面積の内訳　(約ha)

※図中の線は模式的に示したものであり、実際の区域線と一致しません。 

都市計画決定区域 

未整備区域（宅地） 

公開区域 

再整備による公園のリノ
ベーション 

農家による良好な農景観の
維持 

農家と地域住民との連携に
よる援農活動 レストハウスの管理事業者を公募し 

「ハッピーローソン山下公園店」に 



環境創造審議会 第２回水と緑の基本計画部会 

改定の方向性 
・流域における水・緑環境の保全・創出による水循環の効果を改めて整理 
・環境基準や目標達成状況をふまえた河川の水環境目標の見直し 
・海域の水質改善に向けた取組の一層の推進 

 ③流域ごとに取り組むことの重要性・効果を改めて推進計画で整理します 
 市内には大きく８つの特徴ある流域があり、河川の水質改善や海域への流入負荷の削減に取り組むとともに、水源と
なる緑地の保全や雨水の地下浸透能力を高めることで、自然な水循環の回復を図っています。そこで、流域ごとに水・
緑環境の施策に取り組むことでの重要性・効果を改めて整理し、推進計画に反映していきます。 

流域図 （水と緑の基本計画）   

上流部での樹林地の保全 

市内８流域 
・鶴見川流域 
・入江川・滝の川流域 
・帷子川流域 
・大岡川流域 
・宮川・侍従川流域 
・柏尾川流域 
・境川流域 
・直接海にそそぐ 
 小流域の集まり 

流域における水・緑環境の保全・創出の効果 水環境目標の見直し 海域の水質改善の取組 

雨水貯留タンクの設置 

水環境目標注（抜粋） 

ＢＯＤ 生物指標
ふん便性

大腸菌群数

Ａ 3mg/L以下

Ⓑ 3mg/L以下

Ｂ 5mg/L以下

達成目標

区分 目標イメージ

Ⅰ
1,000個
/100mL
以下

注：水環境目標とは、市内河川・海域を、その水域の形態や特徴に
よって細かく区分し、BODや生物指標などの目標を定めたもの 

下水道の普及状況と河川水質の推移 
（出典：下水道研究会資料） 

帷子川で確認されたアユ 
流域における水循環のイメージ 

視点２ 横浜の魅力を高める水・緑環境の保全・創出・育成 

九都県市共同の東京湾調査 
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