
１．水と緑の基本計画の推進状況と課題 （１）基本指標＜水緑率＞ 

課
題 

・水緑率の向上に向けた総合的な取組の推進 
 

水と緑の基本計画の推進状況と課題 

緑被率の推移 
（年度により調査手法が異なるため 

       おおまかな推移を示したものです） 緑被分布図（H21） 

＜水と緑の基本計画より抜粋＞ 

緑被率の状況 
計
画
策
定
時→

 

直
近
の
調
査→

 

水と緑の基本計画では、基本指標として「水緑率」を使用し、目標を設定している 

資料６ 
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水・緑環境を維持・保全する担い手の不足・土地利用転換 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．水と緑の基本計画の推進状況と課題（２）拠点となる緑、特徴ある緑をまもり・つくる 

環境創造審議会 第１回水と緑の基本計画部会 

成
果 

・拠点内の緑地の保全は着実に進展し、核となる緑地は担保されてきている 
・公園施設等を拠点として活用し、市民活動の連携や、担保された水・緑環境の活用が
進みつつある 

課
題 

・農地や樹林地を保全していくための安定的な担い手の確保 
・局地的な土地利用転換による景観の悪化 

にいはる里山交流センターを拠点に、市民が自然や農体験を楽しむ様子 

俣野別邸庭園 みどりアップ計画で保全された水田
（東俣野農業専用地区） 

返還された深谷通信所跡地 市民利用の拠点となる公園施設 
（にいはる里山交流センター） 

新治市民の森 

耕作放棄地 手入れが必要な樹林 土地利用の混在化 

横浜動物の森公園 
「アフリカのサバンナ」 

三保・新治地区における施策の推進状況（H25年度末） 下和泉・東俣野・深谷周辺地区における施策の推進状況（H25年度末） 

2 

緑の７大拠点における取組状況 河川沿いのまとまりのある農地・樹林地の拠点 
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上流域 

下流域 

１．水と緑の基本計画の推進状況と課題（３）流域ごとの水・緑環境をつくり・高める＜鶴見川流域＞ 

成
果 

・上流から下流まで地域特性に応じた水・緑環境が創出され、市民や事業者との協働によ
り維持・活用されている 
・鶴見川流域の水質は、上流は同程度で推移しているが、中、下流においてはゆるやかな
改善傾向がみられる 
・生物生息環境に配慮した環境づくりや維持管理が進みつつある 

課
題 

・保全・創出した水・緑環境のさらなるネットワーク化や活用 
・流域単位の環境のつながりや生物多様性に配慮した維持管理 

中流域 

京浜臨海地区の工場内緑地での 
トンボ調査 

自然樹林を生かした公園 
（玄海田公園） 

遊水地を兼ねた新横浜公園 

京浜地区での緑のまちづくり 

新吉田せせらぎ緑道 

みどりアップ計画で保全された
水田（緑区） 

水質測定点（千代橋） 

水質測定点（亀の子橋） 

水質測定点（大綱橋） 

水と緑の回廊形成を目指した取組の状況 

0
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mg/L 

年度 

鶴見川におけるBODの経年変化 

上流（千代橋） 

中流（亀の子橋） 

下流（大綱橋） 

鶴見川流域における施策の推進状況（H25年度末） 

水質測定点 

環境創造審議会 第１回水と緑の基本計画部会 
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成
果 

・上流から下流まで地域特性に応じた水・緑環境が創出され、市民や事業者との協働によ
り維持・活用されている 
・河川水質は、上、中、下流において、低濃度で推移している 
・生物生息環境に配慮した環境づくりや維持管理が進みつつある 

課
題 

・保全・創出した水・緑環境のさらなるネットワーク化や活用 
・流域単位の環境のつながりや生物多様性に配慮した維持管理 

上流域 

氷取沢市民の森→ 
↑金沢市民の森 

中流域 

蒔田公園の親水拠点 保全活動が行われている 
桜並木 

下流域 

景観重要樹木に指定された 
日本大通のイチョウ並木 

象の鼻パークから港を臨む 

水質測定点（氷取沢） 

水質測定点（清水橋） 

水質測定点（中里橋） 

水と緑の回廊形成を目指した取組の状況 

 水質測定点 

0
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

mg/L 

年度 大岡川におけるBODの経年変化 

上流（氷取沢） 
中流（中里橋） 
下流（清水橋） 

１．水と緑の基本計画の推進状況と課題（３）流域ごとの水・緑環境をつくり・高める＜大岡川流域＞ 

環境創造審議会 第１回水と緑の基本計画部会 
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１．水と緑の基本計画の推進状況と課題（４）推進施策 ①樹林地の保全・活用 

施策 H25年度末までの取組＜（）内はH17年度末時点＞ 

樹林地の保全 特別緑地保全地区・近郊緑地特別保全地区：約505.9ha（264.9ha） 
市民の森：約501ha （416.8ha） 

樹林地の管理 「横浜市森づくりガイドライン」を策定・活用 
保全管理計画策定・市民協働による維持管理：市民の森等 17か所 

樹林地の活用 ガイドマップ作成やイベントなど市民の森を活用したソフト事業を展開 
情報発信の拠点として既存施設を活用しウェルカムセンターを整備：5館 
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市街化区域 

山林面積の推移 
（固定資産税の課税対象となる土地面積から推計した参考値） 

今井町多子谷特別緑地保全地区 
（保土ケ谷区）） 

施策の推進状況 

森づくりガイドラインに基づき策定された 
保全管理計画の一部（新治市民の森） 森づくりに関わる人材の育成 

成
果 

・緑地保全制度による地区指定が大幅に進展、永続的に保全された緑地が増加 
・維持管理の技術指針「森づくりガイドライン」を策定・活用 
・保全管理計画を策定し、市民協働で生物多様性・安全性に配慮した維持管理が進展 
・保全された市民の森等でイベントや講座を開催し、利活用が進展 

課
題 

・保全した樹林地を市民・事業者等と連携・協働しながら継続して管理・活用 
・樹林地外周部での安全性の確保 
・維持管理等で発生する資源の活用 
・様々な事業・制度での樹林地の保全 

樹林地の管理 

樹林地の活用 

計画に基づく維持管理 
（追分市民の森） 

小学生を対象としたイベント 

市民利用の拠点での展示物の充実 
（寺家ふるさと村四季の家） 

市民の森やふれあいの
樹林を組み込んだガイド
マップの作成 

ウォーキングイベント 

森づくり 
ガイドライン 

新橋市民の森（泉区） 上川井町堂谷特別緑地保全地区 
（旭区） 

(ha) 

環境創造審議会 第１回水と緑の基本計画部会 
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１．水と緑の基本計画の推進状況と課題（４）推進施策 ②農地の保全・活用 

成
果 

・市民や事業者など多様な主体の参画により地産地消の取組が拡大 
・中核となる担い手の育成が進展したほか、新規参入した法人数が増加 
・水田の保全や農業専用地区の指定が進展 
・市民が農体験できる場が大幅に増加 

課
題 

・農畜産物の魅力の発信と市民生活への地産地消の浸透 
・担い手の高齢化への対応、新規参入者のさらなる確保 
・良好な農地の保全のための農地の貸借促進と生産基盤の整備・改修 
・農体験の意向を持つ市民ニーズの把握と、農地の市民利用と営農利用の調整 

施策 H25年度末までの取組（H17年度末） 

地産地消の推進 学校給食への供給：320／342校（104校） 
市内産野菜を使った料理コンクールを毎年開催 
直売所開設支援：19か所 
はまふぅどコンシェルジュ育成：247人 

担い手の育成 認定農業者：253人（125人） 
よこはま・ゆめ・ファーマー：100人（59人） 
新規参入法人：19件（4件）  
Uターン農業者：139人 

農地保全の推進 農業専用地区：1,049ha（1,011ha） 
みどりアップ計画による水田の保全：118.8ha 

農体験の場の拡充 市民農園：37.6ha／7,430区画（18.9ha） 
収穫体験農園：19.5ha 

市内産野菜を使った料理コンクール 

地産地消の推進 

農体験の場の拡充 

共同直売所 
（ハマッ子メルカートかながわ店） 

施策の推進状況 

農地面積の推移（固定資産概要調書から作成） 

農業専用地区での 
農体験教室の様子 

農地の保全・活用 

農業専用地区の位置図 

担い手の育成 

東方農業専用地区 

収穫体験を楽しめる農園 
（収穫体験農園） 

ゆめ・ファーマーによる直売の様子 地産地消を広げる 
はまふぅどコンシェルジュの育成 

農園面積の推移（市民農園、収穫体験農園） 

農家の指導を受けられる農園 
（栽培収穫体験ファーム） 

農業就業人口のうち60歳以上の割合 

環境創造審議会 第１回水と緑の基本計画部会 
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１．水と緑の基本計画の推進状況と課題（４）推進施策 ③公園の整備・管理運営・経営 

成
果 

・地域の自然や歴史、文化資産など土地の特性を生かした公園整備が進展 
・土地利用転換の機会を捉えた公園計画・整備が進展 
・指定管理者制度の導入により、多様な市民ニーズに対応 
・公園施設点検マニュアルを策定し、定期的な点検や維持管理を実施 

課
題 

・市民生活に身近な公園の着実な整備、市民一人当たりの公園面積目標の達成 
・社会状況の変化をふまえた機能の見直しや、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 
・市民や事業者と連携した、公園の適切な維持管理 
・管理・運営に利用者の声を反映する仕組み、公園の特性に応じたマネジメント 

施策の推進状況 公園計画・整備の進展 

高校のグラウンド跡地を公園化 
（大岡公園） 

国家公務員宿舎跡地を公園化 
（ブラフ99ガーデン） 

地域に親しまれていた桜の名所を公園化 
（菊名桜山公園） 

産業遺構や自然を生かした公園 
（たちばなの丘公園） 

施策 H25年度末までの取組（H17年度末） 

公
園
整
備 

公園の整備 公園面積：1,795ha （1,635ha）   
市民一人当たり4.85㎡（4.56㎡） 

身近な公園の整備 身近な公園が充足している小学校区： 
136／342学区 

都市計画公園・緑地の整備率 整備率：約86%  
長期未整備区域：約60ha 

管
理
・
経
営 

指定管理者制度の導入 81公園 
安全に安心して利用できる公園 公園施設点検マニュアルの策定【H23】・運用 

環境にやさしい公園管理 剪定枝の堆肥化：約3600トン/年 

横浜動物の森公園の整備が進展 
（アフリカのサバンナ） 

管理・運営：施策の表記と内容を合わせる 安全・安心して利用できる公園 

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） 

都心臨海部での「花」の演出 
（山下公園） 

都心部の公園の再整備 
（横浜公園） 

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 

公園施設点検マニュアルの策定 

都市公園面積と横浜市人口の推移 
各小学校区における身近な公園の充足状況 

(万人) 
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環境創造審議会 第１回水と緑の基本計画部会 
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１．水と緑の基本計画の推進状況と課題（４）推進施策 ④緑化の推進 ／ ⑤水辺の保全・創造・管理 

成
果 

・駅前広場や庁舎など公共施設での緑の創出が進展 
・緑化地域制度など法に基づく新たな制度の活用により着実に緑化を推進 
・地域が主体となった緑化や、市民に身近な水辺空間の創出が進展 

課
題 

・都心部など多くの市民が訪れる場所で質の高い水・緑・花の空間を創出 
・過去に創出した緑や花、水辺空間の再整備や維持管理を効率・効果的に実施 
・市民協働による緑のまちづくりや、水・緑空間の維持管理・活用の一層の推進が必要 
・市街地での生物生息環境の保全・創出の取組が必要 

施策の推進状況 

水辺の空間整備・保全 

施策 H25年度末までの取組（H17年度末） 

公共施設の緑化 10.9ha 【H21-25】 

民有地の緑化（助成） 屋上・壁面緑化：85件 
保育園・幼稚園の園庭芝生化：46件 【H21-25】 

緑化制度の運用 緑化地域制度の導入 
地区計画で緑化率の最低限度を定めた地区：11地区 

地域の緑化推進 地域緑のまちづくり：16地区 

水辺の空間整備 水辺拠点の整備：38か所（29か所） せせらぎ緑道整備：1.45km 

保育園の園庭芝生化 
（戸塚区） 

駅前広場の緑化 
（桜木町駅西口） 

地区名 概要 緑化率の最低限度 
（地区計画で緑化率を定めない場合） 

新杉田駅南地区 工業専用地域からの土地利用転換 
（都市計画提案） 

22.5%（5％） 

大船駅北第二地区 市街地再開発事業 7.5~10％（5％） 

鶴見一丁目地区 花月園(競輪場)跡地の大規模開発 
（防災公園街区整備事業） 

10～25%（10％） 

地区計画に緑化率の最低限度と緑化の方針を定め、地区ごとに相応しい緑化を推進 

表：地区計画で定められた緑化率の最低限度（例） 

地域緑のまちづくりによる緑化 
   （生麦新子安地区） 

雨水排水路の暗渠化に合わせたせせ
らぎ緑道整備（中堀川プロムナード） 

水辺の環境整備図 

緑化制度の活用 

公共施設・民有地の緑化／地域の緑化推進 

地域緑のまちづくりによる緑化 
 （みなとみらい２１中央地区） 

地域の緑化計画づくりの支援 

水辺拠点の整備（いずみ桜広場） 

水辺拠点の整備（寺の脇の水辺） 

公共施設の緑化 
（旭図書館の屋上） 

Ｈ17年度末 

Ｈ17年度末 

Ｈ17年度末 

環境創造審議会 第１回水と緑の基本計画部会 
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１．水と緑の基本計画の推進状況と課題（４）推進施策 ⑥水循環の再生  

施策 H25年度末までの取組（17年度末） 

河川水量の確保 緑地保全や再生水の活用を推進 

雨水をゆっくり流す 雨水浸透ます設置：19,769個（5863個） 
雨水貯留タンク助成：627件 【H23-25】 

水
質
の
保
全
・
向
上 

下水の高度処理化 東京湾へ排出する下水の高度処理施設導入率：46%（18%） 

生活排水対策 水洗化件数：7,207件 

河川水質 
（目標の達成地点数） 

BOD：64/74地点（86%）【H25】 
生物指標：33/40地点【H20】、31/40地点【H23】 

海域の水質 
（目標の達成地点数） 

COD：0/8  窒素：3/8 <38%> リン：3/8 <38%> 【H25】  
生物指標：8/9地点 【H24-25】 

流域全体での負荷削減 東京湾周辺自治体や企業等と連携した東京湾環境一斉調査や底質調
査の実施 

成
果 

・再生水の活用や雨水浸透桝、雨水貯留施設の設置が進展 
・下水の高度処理化など水質向上の取組により、河川において80％以上の地点で水環
境目標(BOD)を達成 
・生物指標による水質評価では、海域で改善が見られた 

課
題 

・下水道整備率はほぼ100％であり、水質改善や生物多様性の向上に向けて、流域の特性に
応じたきめ細やかな取組が引き続き必要 
・河川水量の平準化や浸水被害の低減のため総合的な対策が引き続き必要 
・水環境目標の達成状況等を踏まえた目標の見直しが必要 
・海域のさらなる水質改善に向けた一層の取組が必要 

施策の推進状況 雨水をゆっくり流す 河川水量の確保 

再生水を活用したせせらぎ 

  モデル事業 本格実施 
年度 23年度 24年度 25年度 

対象地区 南区保育園、 
戸塚・泉区 全  市 

助成件数 149件 191件 287件 

東京湾の溶存酸素（DO）の分布 
＜図引用：平成25年度  
東京湾環境一斉調査 調査結果＞ 

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） 

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 

広域連携の取組 水質の改善状況 

BOD : 河川における有機物による水質汚濁の指標 
COD : 海域における有機物による水質汚濁の指標 
DO   : 水の溶けている酸素量。4.3 mg/L を下回ると底生生物の 
    生息状況に変化を引き起こすとされる。 

河川・海域の水質＜水環境目標の達成状況＞ 

河川における区分毎の水環境目標（BOD）達成状況 

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

18 19 20 21 22 23 24 25

Ａ 3mg/L以下 93% 86% 100% 100% 86% 93% 100% 100%

Ⓑ 3mg/L以下 80% 60% 80% 100% 80% 60% 100% 40%

Ｂ 5mg/L以下 94% 100% 100% 94% 88% 94% 94% 100%

Ⓐ 3mg/L以下 90% 100% 90% 60% 70% 80% 100% 70%

Ａ 5mg/L以下 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100%

Ｂ 5mg/L以下 50% 0% 25% 50% 75% 50% 25% 50%

Ｃ 8mg/L以下 86% 71% 71% 100% 86% 100% 86% 86%

Ａ 3mg/L以下 100% 100% 89% 100% 89% 100% 100% 89%

5mg/L以下 67% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

89% 85% 89% 91% 84% 89% 93% 85%

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

区分

全達成率

水環境目標値
ＢＯＤ

年度

達成率(%)＝達成地点数/地点数 

生物指標から評価した海域の達成状況 
（H24－H25） 

雨水貯留タンク設置助成を開始し、拡大 
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１．水と緑の基本計画の推進状況と課題（４）推進施策 ⑦身近な生物生息環境の創出 

成
果 

課
題 

施策の推進状況 

施策 H25年度末までの取組 

生物多様性 
保全再生指針の策定 

・「横浜市生物多様性保全再生指針」策
定【H20】 
・「生物多様性横浜行動計画（ヨコハマｂ
プラン）」【H23策定、H26改定】し、生物
多様性の普及啓発、保全・再生・創造の
取組を推進 

生物多様性に配慮し
た水・緑環境の整備・
管理 

・生物多様性に配慮した公園の整備や多
自然川づくりを推進 
・維持管理の技術指針「横浜市森づくりガ
イドライン」を活用した樹林地の維持管理の
推進 

生物相・生態系 
モニタリングリング 
調査 

・河川及び海域をほぼ３年ごとに調査 
・陸域は地点を設けて調査【H24～】 
・小学生による生き物調査【H25～】 

生物の生息・生育環境 

・生物多様性保全再生指針を策定。指針の考え方を反映した生物多様性横浜行動計
画（ヨコハマｂプラン）を策定 
・ガイドライン策定・運用により生物多様性に配慮した維持管理の拡大 
・普及啓発を重点的に展開、生物多様性について一定の認知は得られた 

・生き物の生息・生育の場である自然環境を次世代に引き継いでいくために、生物調査及び保
全、再生、創造の取組を継続することが必要 
・市民や企業と連携した取組推進 
・生物多様性についての認知拡大のため、引き続き、普及啓発などプロモーションが必要 

生物調査（河川） 

指針の策定・普及啓発 

助成金による環境保全活動 

「生物多様性」という言葉の認知度 
（ 出典：環境に関する市民意識調査<平成22～26年度>） 

ヨコハマ環境行動フェスタ 

生物多様性全国ミーティング 

環境教育出前講座 

緑地保全制度による樹林地の保全 

多面的機能を持つ水田の保全 生物多様性に配慮した公園管理 

多自然川づくりが進む帷子川 

雨水調整池ビオトープ研修 

市民公募により生物多様性キャッチフレーズを決定 
「ハマが好き だから守ろう いのちのゆりかご 森川海」 

生物多様性に配慮した林床管理 小学生による生き物調査 

こども「いきいき」生き物調査 
  調査票及びカブトムシの結果 

・家や学校の近くで見つけた生き物を報告してもらう     
 市内全域調査を実施 
・５年生を中心に150校、11,419名の児童が参加 

河川での生物調査 アユ 

河川生物調査における淡水魚確認種数の変遷 

生物調査（陸域） 
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指定管理者により、古民家などの資源を活用した多彩な事業が行われている 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．水と緑の基本計画の推進状況と課題（４）推進施策 ⑧環境活動の推進 

成
果 

・愛護会の設立を積極的に働きかけ、市民が関わる水・緑環境が増加 
・森や街の緑を育てる人材、地産地消を広げる人材の育成が進展、育てた人材の活躍の
場が拡大 
・既存施設を活用した情報発信の場づくりや、施設運営者による施設活用が進展 

課
題 

・市民が水・緑環境と関わるきっかけづくりや、活動団体と市民、活動団体同士をつなぐコーディ 
ネートが必要 
・行政による人材育成のみでなく、多様な主体との連携が必要 

施策の推進状況 

施策 H25年度末までの取組（H17年度末） 
環境教育・環境学習

の推進 
出前講座延べ68,608人受講【H19-25】 

活動を担える人材の
育成 

出前講座の講師研修：延べ19回 
市民農業大学講座修了者：452人 
横浜農と緑の会【通称：はま農楽】：213人 
はまふぅどコンシェルジュの育成：247人 
森づくりボランティア登録者数：105人 

情報の提供・共有 既存施設を活用しウェルカムセンターを整備・運営 

多様な主体による環
境活動の支援 

公園愛護会：2,417団体（2,245団体） 
水辺愛護会：91 団体 (70団体) 
市民の森愛護会：27団体（26団体） 
森づくり活動団体：27団体 

子どもの遊びサポート プレイパーク：26か所で開催 

多様な主体による活動の支援 
森づくりボランティアの育成 

水辺愛護会の活動 
（いたち川水辺愛護会） 

公園愛護会への技術支援 

活動を担える人材の育成 

はま農楽フォローアップ研修 

情報の提供や普及啓発、環境活動の場の整備・運営 

自然観察センター 

環境活動支援センター 
交流スペース 

環境教育・環境学習の推進 

出前講座の様子 

森の情報発信の拠点として既存施設を活用しウェルカムセンターを整備・運営 

左から 舞岡公園小谷戸の里、長屋門公園古民家、みその公園横屋敷 

子どもの遊びサポート 

プレイパークの様子 
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２．水・緑環境を取り巻く社会状況 （１）横浜市の状況 

高齢社会への対応 都市構造の変化 

市街地の成熟、インフラの老朽化への対応 

気候の変化、ヒートアイランド現象への対応 

横浜の気温変化 
出典：横浜地方気象台web 

http://www.jma-net.go.jp/yokohama/koumoku/yoko500.htm 

防災・減災への対応 

熱帯夜日数分布（H26） 

都市交通の方針図 左：高速道路／右：鉄軌道 
（出典：都市計画マスタープラン全市構想＜H25＞） 

想定地震（元禄型関東地震）に対する揺れの予想 
（出典：横浜市防災計画 震災対策編） 

慶長型地震による津波浸水予測図 
（神奈川県作成） 

（出典：横浜市中期４か年計画 2014～2017） 

（出典：横浜市中期４か年計画 2014～2017） 
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２．水・緑環境を取り巻く社会状況 （２）市民の意識、ニーズ 

課
題 

・東部（古い市街地）では、相対的に水・緑環境に対する市民満足度が低い状況 
・「緑に関わりたい」と考える層への働きかけ、関わるきっかけづくり 
・多様化する市民ニーズへのきめ細やかな対応 

H26 環境に関する市民意識調査から 横浜の緑に関する市民意識調査<H24>から 
Q：横浜市内の次の項目について、どのように感じていますか。最も近いものを１つお選びください。 

●河川や池などの水辺 

●公園や街路樹などの緑 

Q：横浜の中心部は、周辺部と比較して緑や水辺が多くはありません。このことについてどう考えますか。 
次のうち、あなたが特に優先的に必要だと考えるものを２つお選びください。 

●日常の子育てに関して必要なサポート （未就学児の保護者が回答、複数回答） 

子育て支援に関するニーズ調査＜H21＞から 

東部（鶴見、神奈川、西、中、南区）  西部（保土ケ谷、旭、戸塚、泉、瀬谷区） 
 南部（港南、磯子、金沢、栄区）    北部（港北、緑、青葉、都筑区） 
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