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推進施策の推進状況 

推進施策（１）樹林地の保全・活用 

No 施策 
17年度
末の状況 

H18～H25年度の取組状況 
（H25年末の状況） 

＜樹林地の保全・活用＞ 

ア 緑の七大拠点や郊外部のまとまりある樹林地の保全・活用 

1 近郊緑地特別保全地区 100ha ・３地区、約 194ha（H25年度末） 
・円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域の拡大 
・維持管理助成制度の創設により、所有者の維持管理負担を軽減 

2 特別緑地保全地区 164.9ha ・84地区、約 311.9ha（H25年度末） 
・指定面積要件の運用を引き下げ（概ね 5,000 ㎡以上→1,000㎡
以上）、指定を推進（H21年度～） 
・維持管理助成制度の創設により、所有者の維持管理負担を軽減 

3 市民の森 416.8ha ・41地区、約 501ha（H25年度末） 
・ガイドマップ作成やウォーキングイベントなど市民の森を活用
したソフト事業の展開により、里山の自然や、樹林地の保全等に
関する市民の関心・理解を促進 
・森の情報を発信し森の魅力を伝える「ウェルカムセンター」を
整備（５館） 

4 保安林 ― 61ha 

5 自然観察の森 推進 自然観察センターをリニューアルし、ウェルカムセンターとして
オープン。展示物を充実させ、拠点としての機能を拡充 

6 効果的な規制・誘導手法
とあわせた緑地保全施策
の展開 

― ・市街化調整区域における立地基準にみどりアップ計画により保
全策を行う地域について開発許可申請できない規定を創出、運用 
（H21年度） 
・緑の 10大拠点内にある樹林地を計画区域に含む福祉施設等は、
建設補助金の対象外とする方針を決定、運用 （H21年度） 

イ 市街地の樹林地の保全・活用 

7 緑地保存地区 170.3ha ・約 195ha（H25年度末） 
・H19 年度に要綱を改正し、指定対象面積を引き下げ（1,000 ㎡
以上→500㎡以上）、指定を推進 
・維持管理助成制度の創設により、所有者の維持管理負担を軽減 

8 景観法と連携した土地利
用規制などの緑地保全施
策の展開 

― ・横浜市景観計画に、斜面緑地における開発行為に関する景観計
画を規定（H21年度） 

9 特別緑地保全地区 ― 再掲 

10 市民の森等（ふれあいの
樹林の活用） 

― ふれあいの樹林 14地区、19.6ha（H25年度末） 

11 社寺林 ― ・緑地保存地区、源流の森保存地区、市民の森、特別緑地保全地
区に指定することで保全 

12 地区計画制度の拡充に
よる緑地の保全 

― ・地区計画条例の改正により、地区計画で緑地保全の区域を定め
ることが可能に（H22年度） 
 地区計画により緑地保全の区域を定めた地区：2 地区（H25 年
度末） 

ウ 市民協働による樹林地の保全・活用 

13 よこはま協働の森 0.2ha 取
得(H17) 

・H22 年度に、面積要件を引き下げ（1,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満
→300㎡以上 1,000㎡未満）、1,000㎡以上の樹林地の一部（300
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㎡以上 1,000㎡未満）も対象としたほか、市民負担額の上限を 500
万円とする、住民団体の関わりは日常的な管理に限定するなどの
制度改正を実施 
・基金残高 243,306千円（H25年度末） 

14 開発に伴う協定緑地 ― 件数 241件、99.96ha 

15 市民・企業参画による樹
林地の保全･活用 

― ・大学や企業と連携したイベントの実施など、理解を広げる取組
を実施 
・維持管理の技術指針である横浜市森づくりガイドライン等を活
用し、市民協働による維持管理を推進 

16 市民緑地 ― 都市緑地法に基づく市民緑地及び緑地管理機構の導入について
制度等の検討を行ったが、制度活用に関し様々な課題があり、導
入検討を見送り 

17 名木・古木 933本 指定本数 990本（H25年度末） 
H21年度から、指定登録期間を延長（10年間から原則として永年）
するとともに、樹木診断・治療に対する助成制度に加えて維持管
理助成制度を追加 

エ 水源となる樹林地の保全 

18 源流の森保存地区 水源の森 
11ha（H 
16年度
末） 

・約 173ha（H25年度末） 
・H19年度に、「水源の森設置事業」から緑の環境をつくり育て
る条例第７条の規定に基づく「源流の森保存事業」へ全面的に制
度を改正 
・要綱を改正し、“緑地保存事業の市街化調整区域版”としての
運用を開始するとともに、指定対象面積を引き下げ（5,000㎡以
上→1,000㎡以上）、指定を推進（H21年度） 
・維持管理助成制度の創設により、所有者の維持管理負担を軽減 

オ 風致地区の指定 

19 風致地区 16地区 
3710ha 

16地区 
3710ha（H25年度末） 

＜樹林地の管理＞ 

ア 人づくり 

20 人づくり 推進 ・森づくりボランティア育成の仕組みを見直し、「横浜市市民協
働による森づくりに関する要綱」を制定（H24年度） 
・森づくりボランティア（個人）及び森づくり活動団体の登録制
度の運用及び支援を実施 

イ 緑地保全管理計画の策定 

21 緑地保全管理計画の策
定 

推進 ・保全管理計画策定の技術指針となる「森づくりガイドライン」
を策定（H25年度）・活用 
・保全管理計画を 17か所で策定、協働による維持管理を実施 

ウ 施設の管理 

22 施設の管理 推進 ・樹林地の維持管理の指針となる「森づくりガイドライン」を策
定（H25年度） 
・市民の森等で、斜面の防災工事を実施 
・「横浜市市民の森の利用に関する要綱(H23 年度)」を制定し、
運営管理に関する制度を確立 
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推進施策（２）農地の保全・活用 

No 施策 17年度末の状況 
H18～H25年度の取組状況 

（H25年末の状況） 

＜持続可能な都市農業の構築＞ 

ア 市民と農との地産地消の推進 

1 市内産農産物を身近で

購入できるしくみづく

り 

直売ネットワー

ク参加農家 

７０戸 

・直売所ネットワーク参加農家 168戸 

・直売所の開設支援 19件 

・青空市の運営支援 40か所 

2 地産地消の普及啓発の

推進 

学校給食への供

給 

104校 

・学校給食への供給 320校 

・はまふぅどコンシェルジュの育成 247人 

・企業との連携による地産地消の推進 20件 

・地産地消サポート店の登録 88店 

イ 市内産農畜産物の生産振興 

3 横浜ブランド農産物の

生産振興 

・横浜ブランド農

産物 30品目 

・生産団体 ８団

体 

・横浜ブランド農産物 30品目 

・生産団体 ８団体 

・横浜ブランド農産物を使った料理コンクール H15年度

から毎年開催 

4 環境保全型農業の推進 認定９６人 環境保全型農業推進者の認定 383人 

土壌診断、栽培技術指導、特別栽培の認証も継続して実

施 

ウ 担い手の育成や農業への新規参入等の推進 

5 認定農業者・女性農業者

の支援 

・認定農業者 

125人 

・ゆめファーマー 

59人 

・認定農業者   253人 

・ゆめファーマー  100人 

6 横浜チャレンジファー

マーの支援 

― ・所定の研修を受けた方を「横浜チャレンジファーマー」

として認定、農地の利用を支援 

・チャレンジファーマー認定 ８人 

7 都市農地の再生と活用 ― ・調査を実施（毎年） 

・遊休農地を市が借り受けて復元し、希望者への貸し付

けを促進する中間保有制度の創設・運用 

8 法人など多様な担い手

の新規参入の支援 

４件 新規参入法人 19件 

9 団塊世代の農家子弟の

帰農支援 

― Ｕターン就農者 139人 

＜魅力ある農的環境の創出＞ 

ア 魅力ある農的環境の創出 

10 農ある地域づくり協定

の推進 

― 協定締結 ６件 

11 横浜ふるさと村の設置、

恵みの里の整備 

５か所 ・ふるさと村２か所の運営 

・恵みの里３か所での事業の推進、農体験教室等を開催 

12 
農業の魅力に触れる活

動の支援 

― 農のある地域づくり協定事業の中で実施 6か所 

イ 農地保全の推進 

13 農業専用地区等の指定

と農業生産基盤の整備 

1011ha 農業専用地区  1049ha（H25年度末） 

14 生産緑地地区の指定 347.2ha ・指定基準を一部緩和し、指定を推進 （H22年度） 

・315.9ha 

15 防災協力農地の確保 237.4ha 279.3ha（H25年度末） 
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16 新たな保全策の検討 ― ・水田保全奨励金交付制度の新設により水田を保全

（118.8ha） 

・６年以上の貸借設定をした農地所有者に奨励金を交付

することで多様な主体による農地の利用を促進（62.3ha) 

・みどり税の導入に伴い特定農業用施設保全事業を創設 

（H21年度）、締結 140件 

＜市民と農との多様な連携＞ 

ア 市民と農との地産地消の推進（再掲） 

イ 環境行動と連携した農体験の場の拡充 

19 多様な機能を備えた農

園の開設 

・栽培収穫体験フ

ァーム 1,852

区画 

・市民菜園 1244

世帯 

・市民耕作園 

201世帯 

市民農園 37.6ha（7430区画）（H25年度末） 

・特区農園 21.7ha(4,553区画） 

・栽培収穫体験ファーム 10.6ha（1,998区画） 

・柴シーサイドファーム 2.5ha（500区画） 

・市民耕作園 1.0ha（211区画） 

・環境学習農園 1.0ha（15区画） 

・いきいき健康農園 0.8ha（153区画） 

収穫体験農園  19.5ha（H25年度末） 

20 市民活動団体による農

園開設の支援 

― 遊休農地を復元し市民農園を開設（１か所） 

21 
環境学習農園の設置 ― 環境学習農園 １ha 
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推進施策（３）公園の整備・管理運営・経営 

No 施策 
17年度末
の状況 

H18～H25年度の取組状況 
（H25年末の状況） 

＜公園の整備方針＞ 

1 身近な公園の整備 ・街区公

園 366ha 

・近隣公

園 305ha 

・街区公園 2,279箇所、382ha（16ha増） 

・近隣公園 196箇所、326ha（21ha増） 

・近隣公園・街区公園が充足している小学校区 136校区／342

校区 

2 スポーツのできる公園の

整備 

― 各区のスポーツ需要に応じた公園として５箇所の整備を推進

（新横浜公園、谷本公園、中田中央公園、瀬谷本郷公園、矢沢

小跡地公園） 

3 大規模な公園の整備 ・都市基

幹 公 園 

373ha 

・広域公

園 177ha 

・都市基幹公園 24か所、454ha（県立公園を含む）（H25年度

末） 

 （たちばなの丘公園、新治里山公園、玄海田公園 ほか） 

・広域公園 4箇所、189ha（横浜動物の森公園 ほか）（H25

年度末） 

4 都心部の公園の魅力アッ

プ 

― ・アメリカ山公園の整備により、山手・元町地区に新たな魅力

を創出 

・横浜公園の再整備により、関内地区の回遊性や魅力が向上 

5 特色ある公園の整備 特殊公園 

99ha 

特殊公園 20か所、108ha（県立公園を含む）（H25年度末） 

 ・風致公園…小菅ケ谷北公園、菊名桜山公園、俣野別邸庭園 

ほか 

 ・歴史公園…茅ケ崎城址公園 ほか 

 ・農園付公園 １箇所（南本宿第三公園） 

6 土地の立体利用、借地に

よる公園の整備 

― ・立体都市公園制度：アメリカ山公園を整備 

・借地公園制度：12.7haを借地公園として公開（公園緑地管理

課の確認済） 

7 返還施設跡地の公園化検

討 

― (仮称）小柴貯油施設跡地公園の基本計画（案）を策定 

8 特定施策との一体整備公

園 

― 「やさしさを見つける公園整備」として基本計画を策定し、法

律上の位置付けについて調整したが、現段階では都市公園法改

正は困難であり、事業を停止中 

9 開発行為などによる公園

整備 

― 開発提供公園 19.80ha 

＜公園の管理方針＞ 

10 安全に安心して利用でき

る公園の管理 

― ・公園施設点検マニュアルを策定 （H23年度）し、それに基づ

く点検等を実施 

・清掃、草刈、樹木の剪定等の維持管理を実施 

11 公園の特性に応じた管理

運営 

― ・山下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」がオープン（H19年度） 

・立体都市公園制度を活用したアメリカ山公園の管理事業者を

公募、運営開始 （H24年度） 

・グランモール公園でオープンカフェを最長 1年間の設置許可

で運用開始 （H25年度） 
・公設民営型ドッグランを指定管理者が運営、市民ニーズに応
えるとともにマナー啓発を実施（新杉田公園、新横浜公園、本
牧山頂公園） 
・観光公園内にある西洋館を活用して様々なイベントを展開。
また、本市プロモーション事業として首都圏を中心とした集中
的な広報を実施  
・観光客の多い都心部の公園において、花と緑による賑わいづ
くりを展開 
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・古民家を活かした公園運営を推進 

12 環境にやさしい公園管理 ― ・公園管理により発生する剪定枝の堆肥化等 3,600トン（／年

又は H21～25年度平均） 

・公園愛護会による落ち葉の堆肥づくりを推進 

13 効率的な公園管理 ― 指定管理者により管理されている公園や施設数 

・指定管理者制度が導入されている公園  81公園 

・プール 30箇所 

・文化・自然体験施設 11箇所 

14 市民協働による管理運営 ― ・公園愛護会 2,417団体（H25年度末） 

・愛護会の交流会等の開催 18区で開催 

・管理運営委員会 156団体（H25年度末） 

＜公園の経営＞ 

15 公園利用の活性化 ― ・各公園において、指定管理者による積極的な自主事業の実施 

・H17年度に定めた行為許可基準は、公園愛護会や町内会等の

地域住民組織からの行為許可申請を広く認め、使用料も減免で

きる内容。 

16 パークマネージメント ― 各公園の特徴や魅力を引き出す事業を各公園緑地事務所や指定

管理者等の創意で多角的に実施 

17 新たな管理手法の創出と

活用 

― ・山下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」がオープン（H19年度） 

・立体都市公園制度を活用したアメリカ山公園の管理事業者を

公募、運営開始 （H24年度） 

・グランモール公園でオープンカフェを最長 1 年間の設置許可

で運用開始 （H25年度） 
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推進施策（４）緑化の推進 

No 施策 
17年度末
の状況 

H18～H25年度の取組状況 
（H25年末の状況） 

＜公共施設の緑化推進＞ 

ア 公共建築物の緑化 

1 公共建築物の緑化 推進 みどりアップ計画（H21～H25年度）により、以下の取組を実施 

公共施設の緑化 10.9ha 

うち公立保育園の園庭芝生化 42園 

公立小中学校の校庭芝生化 43校 

イ 公共空間の緑化 

2 公園の緑化 推進 ・関内地区の玄関でもある横浜公園を再整備し地区の魅力向上 

・国有地を買い取り、四季を感じられるブラフ 99ガーデンとし

て整備 

3 河川・水路の緑化 推進 多自然川づくりや川辺の散歩道整備において水辺の緑化を実施 

4 道路の緑化 推進 ・街路樹を美しく健全に育成できるよう街路樹設置基準を改正

(H18年度) 

・道路整備に伴い街路樹設置基準に基づく植栽を実施 

5 駅前広場の緑化 推進 駅再整備に合わせた桜木町駅前広場や本郷台駅前広場の緑化を

実施 

6 
花やぐ横浜事業 推進 みなとみらい 21地区、日本大通り地区等の主要駅前を花で飾る

取組を実施（H18・H19年度） 

7 
開港 150周年の森 ― 市民が育てたドングリの苗を活用した市民参加の植樹を 20か

所で実施 

8 

海の森づくり事業 推進 ・アマモ植付 3,200㎡ 

・モニタリング、アマモ場分布調査の実施 

・アマモ場検討会の開催 15回 

・市民参加イベント ５回 

＜民有地の緑化推進＞     

ア よこはま緑の街づくり基金 

9 基金ＰＲと募金活動 27億 4千

万円 

積立金累計 28億 5343万円（H25年度末） 

＜目標額 30億円＞ 

イ 普及・啓発事業 

10 150万本植樹行動 ― ・累計約 185万 5千本の植樹を実施(～H21年度） 

  公有地緑化 677,444本、民有地緑化 959,229本 

  苗木配布 218,193本 

・参加登録 約 9300人、436団体・企業 

11 緑化イベントの開催 推進 ・「よこはま花と緑のスプリングフェア」を毎年開催 

・全国「みどりの愛護」のつどい開催 （H21年度） 

12 市の花・市民の木、区の

花・区の木の普及 

推進 ・人生記念樹として、区の木を配布 

13 人生記念樹 推進 108,885本配布 

14 緑の相談所の運営 推進 ・指定管理制度を導入(H22年度～) 

・園芸講座や出張相談等を実施 

・緑の相談件数累計 22,358件（H22～H25年度） 

15 緑の街づくりリーダー

の育成 

推進 ・よこはま花と緑の推進リーダー育成事業（H21 年度～）を行

い、推進リーダー認定者数 106名（H21～25年度） 

16 横浜市こども植物園 推進(みど

り ん ぐ ス

ク ー ル 

15回、延べ

・H22年度から指定管理制度を導入 

・企画展示や園芸教室等を実施（H22 年度より「みどりんぐス

クール」から「みどりの学校」に名称を変え実施） 

・みどりの学校累計（H22～25年度） 
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653人)   開催回数 47回、参加人数 のべ 1,527人 

・落ち葉感謝祭（毎年開催） 

ウ 助成事業 

17 助成事業 推進 ・85件（屋上・壁面緑化） 

・46件（保育園・幼稚園の園庭芝生化、H21～25年度） 

・18件（区民花壇 H21～25年度） 

・77.9ｍ（生垣緑化のうち、市で上乗せ助成 H21～25年度） 

エ 顕彰事業 

18 花と緑のみどころ事業 推進 登録数 76件（H25年度末） 

19 建築物緑化認定証の交付 ― 建築物緑化認定証の交付 累計 929件 

オ 地域の緑化推進 

20 地域緑化推進事業 ― 地域緑のまちづくり事業 16地区で推進 

21 京浜の森づくり事業 推進 ・協働緑化の支援事業：助成４件、ほか調整支援等 

・事業の広報により、京浜地区の森づくりを推進 

22 団体育成事業 979団体 よこはま緑の推進団体数 1,053団体（H25年度末） 

23 
花やぐまち事業 推進 

(585団体) 

花やぐまち事業参加団体数 733団体（H25年度末） 

＜緑化制度の運用＞ 

ア 法による緑化推進 

24 

都市緑地法 

 ・緑化重点地区の指定 

 ・緑化地域の指定 

 ・緑地協定制度の推進 

 ・地区計画等の区域内

における緑化率規制 

 ・緑化施設整備計画認

定制度の運用 

運用／新

規 

・緑化地域制度を導入し、住居系用途地域を緑化地域として指定 

（H21年度） 

・緑化重点地区：緑化地域の指定された地域以外の市域全域 

・地区計画条例の改正により、地区計画で緑化率を定めることが

可能に（H19年度） 

・地区計画で緑化率の最低限度を定めた地区：11地区 

・緑地協定締結状況 272地区、111.47ha（H26年度末） 

・緑化施設整備計画認定 0件（税優遇は 23年度で終了） 

25 工場立地法 運用 運用 

26 
景観法 運用 ・斜面緑地における開発行為に関する景観計画策定 （H21年度）、

効果的な緑化を誘導 

イ 条例による緑化推進 

27 
緑の環境をつくり育て

る条例 

運用 建築物の緑化協議   

・協議 約 2200件  

28 
横浜市開発事業の調整

等に関する条例 

運用 運用 

29 

横浜市斜面地における地

下室建築物の建築及び開

発の制限等に関する条例 

運用 運用 

30 横浜市風致地区条例 運用 運用 

ウ その他制度による緑化推進 

31 市街地環境設計制度 運用 H20に基準を改正し、緑化をより積極的に推進 

＜緑化技術・制度の調査・研究＞ 

ア 調査・研究 

32 

調査・研究 推進 ・屋上緑化、壁面緑化、みどりのカーテンについて調査し所報に

まとめた（H15～H21年度） 

・芝生 （H25年度）、農地 （H25年度）の熱環境調査（地表面

温度、熱放射調査等）を実施 
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推進施策（５）水循環の再生 

No 施策 
17年度末の

状況 
H18～H25年度の取組状況 

（H25年末の状況） 

＜河川水量の確保（晴天時）＞ 

ア 水源の保全 

 
 

樹林地・農地の保全、公

園の整備 

 再掲 

1 公共公益用地の保全 ― 公共公益施設、公園敷地内で雨水の浸透域を保全 

イ 雨水浸透対策 

2 雨水浸透ます 5,863個 合計 19,769個（H25年度末） 

下水道事業（合計 15.752個） 

・道路等に雨水浸透ます、接続雨水浸透ます 14,187個設置 

・宅地内に雨水浸透ます 1,565個設置 

公園緑地事業 368個 

その他事業 3,649個 

3 透水性舗装 1,840,110㎡ 378,878㎡（施工面積） 

4 浸透トレンチ ― 実施せず 

5 浸透側溝 ― 実施せず 

ウ 既存の水源の活用 

6 下水処理水の再利用 

＜再生水の活用＞ 

― ・佐江戸おちあい公園、新横浜公園せせらぎ供用開始(H18年度) 

・ららぽーと横浜（H19年度）、新横浜中央ビル（H20年度）、

資源循環局港北事務所（H21年度）、シンシア横浜（H21年度）

に再生水販売開始 

7 湧水の保全と活用 ― 源流域に位置する 10大拠点等において、緑地の保全を推進 

＜適切な雨水排水の確保（雨天時）＞ 

ア 河川・下水道等の整備と適切な維持管理 

8 河川改修や下水道整備 ― ・局地的な大雨に対応するため、自然排水区域で時間当たり約

50㎜の降雨、ポンプ排水区域では時間当たり約 60㎜の降雨に対

する雨水幹線整備を進める取組を行い、H25 年度末で約 50 ㎜/h

降雨に対する雨水幹線整備率 65.7％、約 50 ㎜/h 降雨に対して

は、60.7％を達成 

・河川改修による想定氾濫区域面積の削減（約 50mm/h降雨） 

想定氾濫区域面積 575ha（H25年度末） 

9 河川・水路などの浚渫 ― 浚渫量（34,938㎥）年平均 4,367㎥ 

＜雨水をゆっくり流す流域対策＞ 

ア 浸透域の保全 

10 樹林地・農地の保全、公

園の整備 

 再掲 

11 公共公益用地の保全  再掲 

イ 流域での雨水貯留・浸透 

12 学校・公園等公共公益施

設での雨水貯留・浸透 

― 237か所（H25年度末） 

13 開発指導による雨水調

整池の設置 

3,752か所 4,941か所 

14 市所管雨水調整池の改

良 

40か所 50か所 

15 雨水浸透ます   再掲 

16 透水性舗装   再掲 

17 浸透トレンチ   再掲 

18 浸透側溝   再掲 
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19 各戸貯留施設 ― 雨水貯留タンク助成： H23（149件）H24（191件）H25（287件） 

＜水質の保全・向上＞ 

ア 水環境目標の設定と管理 

20 水環境目標の設定と管

理 

 

実施 ・市内の河川と海域について水環境目標の達成状況調査を実施 

・水域の生物相調査として、河川生物相調査を H17・20・23 年

度、海域生物相調査を H17-18・21・24-25 年度に実施し、生物

指標から水質を評価 

イ 水質向上のための発生源対策 

21 事業場排水の規制指導 実施 ・水質汚濁防止法、下水道法や市条例の対象事業場(1,600 事業

場)に対して、排水に関する規制・指導を実施するとともに、東

京湾への排水量が 50m3/日を超える事業場に対しては、COD、窒

素、リンの総量削減の規制・指導を実施 

・環境保全協定を締結している 28事業所に対して、水質汚濁に

関する規制指導を実施 

22 下水処理水質の改善 下水処理水

の 高 度 化 

18% 

高度処理施設の整備箇所(系列数) 21箇所 

東京湾へ排出する下水の高度処理施設導入率 46％ 

23 合流式式下水道の改善 

（雨天時の公共用水域

汚濁負荷削減） 

雨水吐改良

箇所数 

：堰高改良

27箇所 

合流式下水道の改善を実施（雨水吐改良箇所数：堰高改良 84箇

所、夾雑物対策 38箇所） 

24 非特定汚染源対策 実施 ・実施 

・公共用水域に建設工事排水を排出する事業者に対し、届出や

立入調査による規制指導を実施 

25 生活排水対策の推進 実施 くみ取り便所の水洗化と浄化槽の廃止を推進するため助成金と

貸付金の制度を実施（助成金 288件、貸付金：157件）  

水洗化件数 7,207件（一般家庭） 8,335件（事業所含む） 

26 地下水・土壌汚染対策 実施 ・水質汚濁防止法、市条例に基づき有害物質地下浸透防止のた

めの指導や、市内５ゴルフ場に対し、農薬による水質汚染調査

を実施 

・土壌汚染対策法や市条例に基づき、土壌・地下水汚染の拡散

防止対策を実施 

ウ 水質の監視 

27 公共用水域・地下水の水

質のモニタリング 

実施 ・法令による測定計画や中小河川調査、評価地点調査等による

水質のモニタリングを実施 

【達成状況】 

＜水環境目標＞河川 BOD 64/74地点、海域 COD 0/8地点、窒素 

3/8地点、リン 3/8地点 

＜環境基準＞地下水 91/95地点 

・生物指標による水質評価の目標達成状況 

・海域では、H17-18 年度の 4/9 か所から H24-H25 年度の 8/9

か所へ改善 

・河川では、H20年度の 33/40か所から H23年度の 31/40へ改善 

エ 水域の浄化・浚渫・清掃 

28 河川・水路などの清掃 実施 実施 

29 海域の清掃 実施 実施 

30 自然浄化機能の維持・補強 実施 多自然川づくりによる整備を実施（低水路整備等） 

オ 調査研究 

31 地下水・水循環に関する

研究 

推進 常時監視（5箇所）と定点観測（5箇所）を毎月実施 

32 沿岸域の水環境保全・再

生に関する研究 

推進 赤潮調査：H23～25年度にモニタリング項目の検討と効率的な連

絡体制の整備を実施 
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貧酸素調査：H19～25の 6・9月に底質調査を実施 

水質浄化：H25年 10月～民間企業との共同研究を開始 

33 化学物質リスク管理に

関する研究 

推進 環境省や他の自治体と共に、水質、底質などに含まれる化学物

質の調査及び分析法の検討を実施 

カ 他都市との連携 

34 流域全体での負荷削減 推進 ・流域内自治体の予算や下水道資産の規模が、大小様々である

ため、汚濁負荷削減に係る費用負担の公平な配分が困難 

・東京湾の汚濁メカニズムの解明及び市民の関心の向上を図る

ため、国及び流域自治体、企業、市民と共同して夏季に東京湾

環境一斉調査を実施 

・東京湾の水質改善対策の効果を評価するため、近隣自治体と

底質の状況・生物について調査を実施 
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推進施策（６）水辺の保全・創造・管理 

No 施策 
17年度末
の状況 

H18～H25年度の取組状況 
（H25年末の状況） 

＜水辺の環境整備･管理＞ 

ア 水辺の保全・創造 

1 オープン水路（開渠構

造の維持回復） 

― 実施せず 

2 せせらぎ緑道整備 14.967㎞ 青葉区 下谷本せせらぎ緑道 (H19,L=0.4km) 

旭区 中堀川プロムナード (H21,L=1.05km) 

3 小川アメニティ整備 23.281㎞ 実施せず 

4 河川の水辺拠点整備 29か所 38か所（H25年度末） 

5 川辺の散歩道 23.429㎞ 37,399m（H25年度末） 

6 旧川整備 1.926㎞ 実施せず 

7 水際線における公

園・緑地の整備・活用 
― ・象の鼻パーク(H21年度)、杉田臨海緑地(H21年度～)の整備 

・磯子・海の見える公園、高島水際線公園の整備 

8 公共公益施設などで

の水辺創出 

― ・北部第二水再生センターでビオトープ整備(H25年度) 

・戸塚区総合庁舎屋上に水田整備 （H24年度） 

・上大岡小でいきものにぎわいづくり事業(H24年度～)  

・過去に創出された学校ビオトープの活用・再生 

9 ため池の活用 5か所 7か所（H25年度末） 

イ 河川･水路の管理 

10 流水機能の維持 ― 浚渫量（34,938㎥） 年平均 4,367㎥ 

11 水辺の活動支援 70団体 ・水辺愛護会 91団体 活動距離 58,198m  （H25年度末）  

・年２回愛護会通信を発行 年１回交流会を実施 

・各水辺愛護会が行う清掃・除草以外の自主的な活動についても

補助金交付による支援を開始 （H23年度） 
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推進施策（７）身近な生物生息環境の創出 

No 施策 

17年度末

時点の状

況 

H18～H25年度までの取組状況 

（H25年末の状況） 

＜身近な生物生息環境の創出＞ 

ア 生物多様性保全再生指針の策定 

1 生物多様性保全再生

指針の策定 

― ・有識者懇談会による検討や市民意見募集の実施等を経て、「横

浜市生物多様性保全再生指針」を策定（H20年度） 

・生物多様性保全再生指針の考え方を反映した行動計画「生物多

様性横浜行動計画（ヨコハマｂプラン）」を策定し、生物多様性

の普及啓発とともに保全・再生・創造の取組を推進（H23年度） 

2 生物生息空間の整

備・維持管理に関する

ガイドライン・マニュ

アル等の整備 

― ・維持管理の技術指針となる「森づくりガイドライン」を策定（H25

年度） 

・一部の公園において生物多様性に配慮した順応的管理マニュア

ルなどを整備 

イ 生物多様性の保全再生に配慮した水・緑環境の整備 

3 生物多様性に配慮し

た水･緑環境の整備 

― ・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 

・街路樹の設置に関しては、外来生物法に指定された樹種は植栽

しないなど、生物多様性にも配慮した整備を推進 

・これらの取組を生物多様性横浜行動計画（ヨコハマｂプラン）

に位置づけ推進 

4 生物多様性に配慮し

た管理 

― ・維持管理の技術指針である横浜市森づくりガイドライン等を活

用し、市民協働による維持管理を推進 

・水辺愛護会や公園愛護会など河川や公園等において、市民協働

により、清掃活動や生き物が生息しやすい場の創出など、生物多

様性横浜行動計画（ヨコハマｂプラン）に位置づけ取組を推進 

ウ 生物多様性保全再生のための生物種管理 

5 横浜のレッドデータ

種の保全再生 

― レッドデータ作成の基となる生物調査を生物多様性横浜行動計画

（ヨコハマｂプラン）に基づき推進 

6 外来生物対策等の推

進 

推進 ・鳥獣被害の防止を図り、アライグマ、タイワンリスの捕獲檻貸

出の実施 

・施設公開やイベントでの普及啓発の実施 

・市内小学校へ出前授業を行い普及啓発を推進 

・対策や普及啓発に資するため、生物の生息域調査を推進 

・アライグマの捕獲数 1,774頭 

・タイワンリス捕獲数 469頭（H20～H25年度） 

エ 生物多様性の保全再生に向けた調査研究の推進 

7 生物相・生態系モニタ

リング調査 

― ・ほぼ 3年ごとに実施している水域の生物相調査を河川で H17・20・

23年度、海域で H17-18・21・24～25年度に実施 

・陸域の生物相調査を H24年度から調査地点を設けて実施 

・H25年度から小学生による生き物調査を開始 

8 生物多様性・生態系に

関する評価手法の検

討 

― 大学や企業など産官民学連携によるプロジェクトに参画し、デー

タバンクの構築に向けた検討の中で、評価手法の検討など生物多

様性横浜行動計画（ヨコハマｂプラン）に基づき推進 

9 生物多様性に関する

調査研究 

推進 河川整備やビオトープ管理、外来種調査など、環境整備への技術

指導と経過観察を実施 
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推進施策（８）環境活動の推進 

No 施策 
17年度末の

状況 
H18～H25年度の取組状況 

（H25年末の状況） 

＜環境活動の推進＞ 

ア 環境教育・環境学習の推進・支援 

1 環境教育・環境学習

の推進 

推進 ・身近な環境について学ぶ「出前講座」や小学生が夏休み環境行

動に挑戦する「こども『エコ活。』大作戦！」などを中心に実施 

・出前講座 延べ 68,608人受講（H19 ～H25年度） 

・エコ活。大作戦 小学生が省エネのべ 228,531人参加 

2 環境活動を担える人

材の育成 

推進 ・出前講座の講師に対しする研修会の実施 延べ 19回 

・受講者へ「環境保全活動を自主的に行うための人材育成」の実

践や環境保全活動団体への助成による人材育成の実施、環境保全

活動団体助成 55団体 

・人手不足の農家へのお手伝いや地域での緑化ボランティア等で

活躍できる人材を育成するための市民農業大学講座の実施 毎

年 1年次 20回・2年次 10回、修了生 452人 

・市民農業大学講座修了生により組織する任意団体「横浜農と緑

の会（通称「はま農楽」）」による援農等のボランティア活動の

実施 会員数 213人（H25年度末） 

・森づくりボランティア登録者数：105名 

イ 環境情報・環境活動情報の提供・共有 

3 環境情報の発信 構想検討 ・環境創造局 Webページでの継続的な情報発信を実施し、横浜環

境情報ツイッターを発足（H24年度）、運用 

・環境行動フェスタ等イベントを開催するとともに、環境イベン

トに出展し、情報発信 

4 多様な主体が持つ環

境活動情報の共有 

推進 

 

環境の保全や創造のために活動する市民団体の情報や自然体験

施設等の環境関連施設をよこはまエコアクションポータルサイ

トエコぽるとにて情報発信 

・森の情報を発信し森の魅力を伝える「ウェルカムセンター」を

整備（５館） 

ウ 環境活動の拠点づくり 

5 環境活動拠点の整備 推進 環境活動団体と行政が協働し広く地域に向けて環境教育を発信

する場として蒔田公園環境活動拠点を整備 

エ 多様な主体による環境活動の支援 

6 市民による里山育成 ・森づくりボ

ランティア団

体登録 33 

・市民の森愛

護会 26 

H26年度からは、横浜みどりアップ計画の「森を育む人材の育成」

事業として、森づくり活動に取り組む市民や団体を対象に支援を

実施（市民による里山育成事業は廃止） 

・森づくり活動団体：27団体 

・市民の森愛護会：27団体 

7 公園愛護会活動 2,245団体 公園愛護会 2,417団体（H25年度末） 

8 水辺愛護会活動 水辺愛護会 

70団体 

水辺愛護会 91団体（H25年度末） 

9 公園における市民ボ

ランティア活動 
― 

指定管理者の自主事業等で公園ごとに対応 

オ こどもの遊びサポート 

10 プレイパークの推進 ― プレイパーク実施公園・緑地数 26か所（H25年度末） 

カ 地域・流域での連携 

11 地域・流域での連携 ― 区別などの愛護会交流会の開催や、ニュースレターの発行、活動

拠点を活用した連携などを市内各地で実施 

 


