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横浜市環境創造審議会 第１回水と緑の基本計画部会会議録 
日  時 平成27年３月26日（木）15時00分～16時30分 
開催場所 みなとみらい21プレゼンテーションルーム 

出 席 者 
小堀洋美、進士五十八、髙梨雅明、長岡裕、金子忠一、田島夏与、松本道雄、 

八木洋憲（８名）※敬称略 
欠 席 者 なし 
開催形態 公開（傍聴者０人） 
議  題 （１）部会長の選出 

（２）部会の進め方について 

（３）水と緑の基本計画について 

（４）水と緑の基本計画の推進状況と課題について 

（５）検討の視点について 
決定事項  

議  事 １ 開会 

委員の紹介・諮問の内容について 

（事務局）ただいまから、横浜市環境創造審議会第１回水と緑の基本計画部会を開

催させていただきます。私は、本日の進行役を務めさせていただきます環境創造局

政策課みどり施策調整担当課長の相場と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 本部会でございますが、横浜市環境創造審議会条例第７条第１項の規定によりま

して、先ほど行われました第21回横浜市環境創造審議会において、部会を設置し審

議することが決定しております。また、同条第２項及び第８条の規定によりまし

て、部会の委員について審議会委員４名、専門委員４名を決定しております。専門

委員の方にはお手元に委嘱状を置かせていただきました。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 本会議ですが、横浜市環境創造審議会運営要綱第９条第３項の規定によりまし

て、委員の半数以上の出席が会議の成立要件となっておりますが、本日委員定数８

名のところ８名全員のご出席をいただいております。部会が成立することを報告い

たします。また、本日の部会でございますが、横浜市環境創造審議会運営要綱第３

条により公開となっております。これに伴いまして、会議室内に傍聴席と記者席を

設けてございますので、ご承知をお願いしたいと思います。本日の会議録につきま

しては、各委員の皆様に事前にご確認いただいた上で公開をさせていただきます。

会議録には個々の発言者氏名を記載することとしておりますので、ご了承いただき

たいと思います。 

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。本日の資料は、次第に記載

しておりますように、資料１から資料７がございます。まず資料１ですが、横浜市

環境創造審議会水と緑の基本計画部会の委員名簿になります。それから資料２です
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が、横浜市環境創造審議会条例及び運営要綱です。資料３が、横浜市水と緑の基本

計画の改定についてという諮問文でございます。資料４は、部会の進め方について

というＡ４で１枚の資料でございます。資料５が水と緑の基本計画の概要版のリー

フレットです。資料６が水と緑の基本計画の推進状況と課題ということで、表紙が

Ａ４、その下がＡ３・Ａ４の資料となっております。一番最後ですが、資料７とし

まして検討の視点についてということでつけております。ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。また、このほかに閲覧用の共通資料としまして、横浜市水と

緑の基本計画本編、横浜市環境管理計画、生物多様性横浜行動計画（ヨコハマｂプ

ラン）、横浜みどりアップ計画、横浜市都市農業推進プラン、横浜市下水道事業

「中期経営計画2014」を机の上に置かせていただいております。こちらもよろしい

でしょうか。 

 それでは次に、委員の紹介をさせていただきたいと思います。お手元の資料１、

委員名簿をごらんください。大変恐れ入りますが、今回は第１回目の部会となりま

すので、各委員からそれぞれ簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。お手元の

資料１の名簿順にお願いできますでしょうか。それでは最初、小堀委員のほうから

よろしくお願いします。 

（小堀委員）東京都市大学の小堀と申します。保全生物学や保全生態学というのが

専門です。横浜の都筑区のほうにキャンパスがありますので、行政のいろいろなこ

とも協働して、大学のキャンパスの斜面緑地が緑地の保全地域に指定をされたり、

それから地域と大学が協働で緑のまちづくり事業というもので、これはみどり税が

９割、地域で１割のマッチングファンドで、大学と地域が協働するというようなこ

とで、基本的な生物多様性のデータや、それから市民意識調査を大学で行い、それ

から実際の緑地の計画は市民と一緒にやるような、そのようなこともさせていただ

いて、いろいろなことを市民の人、それから行政の人、多様なステークホルダーで

するというので。私は専門の理論と実践のそれぞれをつなぐようなことで行ってお

ります。いろいろなことでお役に立つことがあればと思っています。どうぞよろし

くお願いいたします。 

（事務局）恐れ入ります、進士委員、よろしくお願いします。 

（進士委員）かつて農大におりました進士です。私は若いころから長いこと横浜と

つき合っていましてもう半世紀近いのですが、だから逆に言うと、非常に着実に手

がたくやってきた全国を代表する市なのです。応援団が自分でそういうことを言っ

ても変ですが、役所の人は言いにくいだろうと思って言っているのですが。だか

ら、それはそれできちんと評価し、そしてそれを発信すべきだとずっと思っていま

す。 

 たまたまきょうの話とは関係ありませんが、間もなく全国都市緑化フェアを横浜

で行うということで、ぜひそこでは、これまでの半世紀の横浜の緑行政というのは

どれだけ頑張ってきたかと。非常にユニークなのは、緑政局というような言い方を
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して、公園だけではなくて農政も一緒に行ったり、今回このときは緑だけではなく

水を入れたのです。今、本省も水循環というふうに局が変わったりして、だからそ

ういうことでも先取りしていますし、それからいろいろな市民活動も盛んでした

し、私は十分に発信していいだけの実績を上げてきたと思います。 

 ただ、比較的地味にやってきたという問題があって、これはちょっと派手にやっ

てほしいです。こういうときは発信してもらって、全国にそういう実績をアピール

してほしいなと思いますし、私はこういう長い積み上げが、実は緑行政には最も大

事だということを、今回専門委員に入っていただいた皆さんにもぜひ継承してほし

いです。もちろん毎段階ステップアップしなければいけないのですが、ぜひそうい

うふうに積極的に今度の新しい計画をつくっていって、いつでも緑関係の行政の模

範になるような日本を代表する都市であり続けてほしいと願っております。そうい

う意味では、ぜひ皆さんのご協力をお願いしたいと思います。 

（事務局）髙梨委員、よろしくお願いします。 

（髙梨委員）日本公園緑地協会の研究顧問の髙梨です。水と緑というのは、市民に

とっての非常に大きな資産ですし、これがよりよいものになることによって初めて

住民の方に使っていただいて、それが市民の豊かさにつながっていくという領域だ

と思います。その一方で、やはり常にリスクを抱えておりますので、危険な部分も

当然出てくるわけでございますので、そういうのをどうやってバランスをとりなが

ら進めていくかというのが非常に大きなポイントになるのではないかなと思いま

す。そして、ぜひ未来志向で、将来にいろいろなものを残せるようなすばらしい計

画づくりに、少しでもお役に立てればと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

（事務局）長岡委員、お願いします。 

（長岡委員）東京都市大学の長岡と申します。よろしくお願いいたします。私、専

門は水道工学あるいは下水道工学のほうを専門にしておりまして、研究としては非

常に細かいことで、水の処理のところを行っております。この前の基本計画の策定

でも参画させていただきましたが、私も横浜市民ですので、ぜひこの水と緑の基本

計画が市民に定着するようなものになるといいなということで頑張りたいと思いま

すので、どうかよろしくお願いいたします。 

（事務局）金子委員、お願いします。 

（金子委員）東京農業大学造園科学科におります金子でございます。よろしくお願

いいたします。専門は緑地計画とか緑地保全、あるいは公園の管理・運営とかを主

にしておりまして、横浜市では、ここ数年は指定管理者制度が導入されてからの公

園の指定管理者の選定とか評価とかいうようなことを長年お手伝いさせていただい

ております。それから私としては、個人的には生まれてからずっと横浜に住んでお

りますので、緑の状況とか変化を実感しております。そういったことも含めて、こ

れからの計画について少しでもご協力できればと思います。どうぞよろしくお願い
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いたします。 

（事務局）田島委員、お願いします。 

（田島委員）立教大学経済学部の田島と申します。よろしくお願いいたします。私

自身は大学学部のときは農学部で環境生態学を勉強しておったのですが、その後現

在の国土交通省に入って３年弱公園の仕事をした後、アメリカで経済学の勉強をし

てまいりまして、現在は都市環境の経済評価であるとか、公園をつくるとどれぐら

い周辺の価値が上がるというようなことであるとか、あるいは、どういう環境をつ

くると、動植物ではなくて、どういった人が寄ってくるというようなところを専門

にしております。横浜市の価値を高めるというような任務でお手伝いできればと思

っております。よろしくお願いいたします。 

（事務局）松本委員、お願いします。 

（松本委員）高島中央公園愛護会の松本といいます。このみなとみらいの中を歩い

て５分ぐらいのところにある公園で、地域の庭として公園を整備して活動していま

す。その公園ができた後に都市整備局地域まちづくり課の助成金をいただいて、市

民の手で花壇とかをつくって、ファミリーガーデンというものを運営しています。

その縁で、地域まちづくり課の助成金の審査員を４年ほどさせていただいて、市内

のまちづくり団体の方とかも見ていましたので、今回は市民とかまちづくりだとか

そういった立場でコメントさせていただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

（事務局）最後に八木委員、お願いします。 

（八木委員）東京大学の八木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は

農業経営学を専門としており、都市の農業に限らず中山間地域、あるいは水田農業

や、アメリカ，イギリスなどの農業経営の持続性について研究しています。2010年

から東京都農住都市支援センターの農業まちづくり研究会を主宰しており、そうし

た関係でお声がけいただいたかと存じます。 

 都市の農業および農地は、高度経済成長からバブル経済にかなり減少しており、

最近はまた高齢化を背景として減少しています。そうした中、最近は市民の方々か

らの農業への期待もかなり高まっていると伺っております。そうした都市の農業の

実態をふまえてコメントできればと思っております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

（事務局）皆様、ありがとうございました。続きまして、この部会の事務局を紹介

させていただきます。まず初めに、事務局を代表しまして施策調整部長の小林から

ごあいさつをさせていただきます。 

（事務局）皆さん、こんにちは。政策調整部長の小林でございます。ご多忙の中お

集まりいただきまして、ありがとうございます。横浜はこの50年間、いわゆる６大

事業を初めとした開発を主体としたまちづくりをずっと進めてまいりましたが、や

はりこの21世紀に入りまして成熟した社会を迎える中で、これまでは道路、下水、
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それから高速道路、さまざまなインフラをつくってまいりましたが、やはりこれか

らは環境のインフラをどう整えて次世代につないでいくかということでございま

す。環境創造局は10年前にできまして、そのときにこの水と緑の基本計画をつくり

まして約10年となりますので、もう一度これをきちんと見直して、将来に残す環境

インフラとしての水・緑をどのように残しつくっていくか、というところのご議論

をいただきたいということでお集まりいただいた次第でございます。各専門の先生

方から活発なご議論をいただければ大変ありがたいと思っております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

（事務局）改めまして、環境創造局政策課みどり政策調整担当課長の相場と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局）同じく政策課みどり政策調整担当係長の岩間と申します。よろしくお願

いします。 

（事務局）それから、今、後ろに市の職員を同席させていただいておりますが、こ

の計画に関連する各課ということで、資料の次第の裏にこの計画に関係する関連課

というのを列記しております。こちらの職員がきょうご同席をさせていただいてお

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 次ですが、先ほどの審議会で諮問させていただいた内容について、諮問文につい

て説明をさせていただきます。資料３をごらんください。審議会の委員の方には重

複となってしまいますが、改めて諮問文について読み上げさせていただきます。 

 横浜市水と緑の基本計画の改定について（諮問） 

 横浜市は、平成18年に「横浜市水と緑の基本計画」を策定し、横浜らしい水・緑

環境の実現に向け、総合的な取組を推進してきました。この間、横浜みどりアップ

計画や、生物多様性横浜行動計画（ヨコハマｂプラン）等、個別分野の計画も策定

し、施策を展開してきました。一方で、震災や豪雨・台風被害を受け、防災・減災

対策がより重要となっていることや、高齢化が一層進んでいることなど、社会状況

も変化してきています。 

 横浜らしい水・緑環境の実現を図るためには、計画策定後８年が経過しているこ

とから、社会状況の変化も踏まえて、計画内容を見直す必要が生じています。 

 そこで、次の事項について諮問します。 

１．諮問案件 

   横浜市水と緑の基本計画の改定について 

 先ほど諮問させていただきました諮問文の内容になります。 

 あわせて、先ほどもお伝えさせていただきましたが、先ほどの審議会でこの部会

を設置して審議することということもご了承をいただいているところでございま

す。 

 

 



6 

２ 議事 

（１）部会長の選出 

（事務局）それでは、議事のほうに入っていきたいと思いますが、まず部会長の選

出をしたいと思います。事務局としましては、審議会の会長もしていただいており

ます進士委員のほうに、部会の部会長もお願いできればというふうに思っておりま

すが、いかがでございましょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

（事務局）ありがとうございます。それでは部会長は進士委員のほうにお願いした

いと思います。進士委員、どうぞよろしくお願いいたします。部会長が決まりまし

たので、議事の（２）に入っていただきたいと思います。今後の議事進行につきま

しては、進士部会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

（進士部会長）部会長ということで進めさせていただきますので、ご協力をよろし

くお願いします。 

 あいさつは特にございませんが、一つだけ。私のずっと長い期待があります。こ

の会場のことではなくＭＭのことなのです。ずっと言い続けているのですが、ＭＭ

は建築系が頑張ってつくって日本を発信しました。要するにみなとみらいというの

は非常に大きなプロジェクトです。今、ＭＭ線の地下から上がってこられたと思い

ますが、あの大屋根、大きな吹き抜け、そして長いエスカレーターがありました

ね。長大な中空空間をつくって、格好いい街をつくったわけです。私はあれは20世

紀型だと思っているわけです。だから開発志向で都市づくりをやって、それで本当

に日本中といいますか、むしろ世界に発信したようなものです。ただ、やはり環境

の世紀というのは、そこからどうやってさらに次の時代に行くかということだと思

います。そういう意味で、この水と緑の基本計画というのは非常に大事です。です

から、既にここにも入っていますようにヨコハマｂプランのような生物多様性もや

っていますし、みどりアップというので税金をわざわざいただいていろいろな事業

を行って、相当実績を上げてきました。 

 ここの地元の商工会議所だとかは、きちんと全体を見るのですが、研究者はすぐ

細かいことだけ言いますね。 

 僕が言いたいのは、もうそういう時代ではないので、もちろんデータは必要です

が、細かい分析だけをしていたのではいけません。だけどやはり、こういう横浜型

の環境生活というのがあるのだというビジョンを描いて、市民がみんなでプライド

を持ってそれに積極的に参加するというような雰囲気をつくらなければいけないの

です。 

 私は今度の計画書をどのぐらい分厚くするかは知りませんが、ただ厚くするとか

詳細に行うというだけではなくて、そういう夢といいましょうか。もうちょっと別

の言い方をすれば、私の個人的な夢はＭＭをヨコハマｂプランで行うことです。も
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うちょっと言うと、環境化するということです。それはＭＭに集中しているだけ

で、横浜全体です。だから横浜は、谷戸田が発達して、先ほど源流域の話もありま

したが、水もきめ細かに出ていてネットワークができていて、それでここにも水の

基本計画がはいっているわけです。ですから、それはもう下水道などといわない

で、表流水も地下水も、それから源流から海まで全部、もうそういう時代になって

いるので、余り「水は水」とか「緑は緑」とか「環境」だとかという要素に考えな

いで、やはりトータルに環境未来都市。これを今売っているわけですから、環境未

来都市を本物にすると。それを全国に発信して、アーバンデザインで売った横浜だ

けど、これからは緑で売ってほしいと、こういうことです。これは私の最も強く意

識していることです。ぜひそういった意味で、皆さんのお力をお借りしたいと思い

ます。 

 長岡さんや八木さんがいて、前は田代さんが入っていたのですが、先ほど申し上

げたように、農地は普通の役所は農政はまた別なのです。ですが、ここは緑と一緒

にやってきました。そこがまた強みで、いろいろな新しいほかにない施策が横浜市

にはできているわけです。ですから、水もそういうことで一体化して、生き物もあ

り、人々が元気で楽しく暮らすというそういう街をぜひ描きたいです。 

 先ほど田島さんのお話を聞いていると、今のところはやはり数量化したり計量化

して数字で見せないと納得しないという人間がまだいっぱいいますので、そういう

のに力を発揮してください。市民というのはそれぞれ多様ですから、感性派もいま

すがやはり知性派もいますし、計量主義もやはり強いですし、経済界などもそうで

す。投資する財政当局はそういうことを言わないと納得しないですし。 

 これからは緑化フェアがあればイベント、その他観光とかさまざまな問題も出て

きます。そういうことについても、私は水と緑と環境というのはすべて大きな武器

だと思っていますので、ぜひそういう意味での総合力を発揮して、今度のプランは

そういうプランだということです。環境管理計画が置いてありますが、つまりこの

実態版が今度の計画だというつもりでご協力をいただければと思います。 

 それでは、これまでの推進施策の状況とかをいろいろ整理されています。我々は

審議会で聞きましたが、皆さんも事前に大体打ち合わせで聞いておられることでし

ょう。今、私が余分な前段を申し上げたのは、こういう気分なら、きょうはできれ

ば全員からやはり意見を出してほしいと思っています。そのほうが事務局は後で整

理しやすいと思います。どういう意向かといいますと、資料が出たらそれで言われ

ると後で困りますから、むしろ最初に皆さんが一体何が大事かというのを３つぐら

い発言しておいてください。それを事務局が体系化しますから。だから、今日は説

明をなるべく簡単にして、全委員の意見ができるだけ出て、それを踏まえれば、余

り皆さんの違和感のない、つまり関係委員が後で、言い方が悪いですが、また食い

つくとか文句を言うとかではないような案が早くできると思っていますので、そう

いうつもりでちょっとやってください。 
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（２）部会の進め方について 

（３）水と緑の基本計画について 

（４）水と緑の基本計画の推進状況と課題について 

（５）検討の視点について 

（事務局が資料４～７について説明） 

（進士部会長）どうもありがとうございました。もともとつくられていたものの最

後に、今、審議会から出た意見を加えていただきました。 

 ここからは、まず、資料説明に対する具体的な質問があればしていただいて、先

ほど私がした提案ですが、なるべく今後スムーズに行うために、４時半に終わると

するとあと35分ぐらいあるので、１人５分ぐらいでご自分が思うところをご発言く

ださい。委員を引き受けていただいて、今の説明は事前に大体しているのですね。 

（事務局）そうです。 

（進士部会長）ですから、意図と今の説明でもう１回おさらいしていただいたと思

いますので。一体、本当に何が大事だろうと。髙梨さんは、審議会では都市整備と

か都市の構造変化とか、都市開発の動向とか大きなものから将来を見ていこうとい

う非常に大事なことをおっしゃいました。そういう話もありますし、今までそれぞ

れが経験してきたこともあります。松本さんは愛護会は若返りが必要だということ

ですが、そういう市民的な視点やいろいろな話があると思います。順番はご希望ど

おり行きますから、最初の模範弁論を髙梨さんにしていただきますので、以下５分

ぐらいずつで、そのようなつもりでおしゃべりください。 

（髙梨委員）せっかくの機会なものですから、未来志向でいろいろとものを考えて

いけばいいのではないかという、先ほどの部会長のお話に大賛成でございます。緑

だとか水というと、どうしても現況の資源をベースにしていろいろなことを考えて

しまうのですが、都市というのは、ご承知のとおり横浜のようにどんどん発展して

交通条件だとか機能配置がどんどん進んでくるという、こういう都市でございます

ので、そういうものをきちんと受けた形でこの計画を考えないといけないのではな

いか、という趣旨でございます。 

その際に、市の中だけ考えるのではなくて外から人を呼ぶ観光・振興というよう

な視点も必要でしょうし、防災という観点からいいますと地震だとか津波だとかそ

のような大規模災害に対する備えもしていかないといけないでしょうし、それを都

市の構造としてどのように受けていくのかという議論をしていかないと先に進まな

いのではないか、ということでございます。 

 それで、国有地の返還がされたり、これからも返還予定がございます。東京が前

回のオリンピックで過去の立派な資産を食いつぶしてしまった面があるというふう

に言われていることもありますが、逆に言いますと、それまで日本が築いてきた国

有地、軍用地も含めてなのですが、国有地という土地を活用できたからこそあれだ
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けの都市づくりができたわけで、今回、東京が何かしようとしてもともかく土地が

ないものですからなかなか基盤としてきっちりしたものの議論に立ち行かない、と

いう状況なのだと思います。ところが、今、横浜市のほうは米軍の通信基地が返っ

てきたり、というようなことでございますので、それはやはり単に都市の発展に資

するような機能配置を図るということだけ考えるのではなくて、緑だとか水という

環境インフラを先取りしていかないと、私はその市街化の誘導をきちんとできない

のだと思います。 

一度大規模な空閑地を、他の利用といいますか、都市的な土地利用ですべて埋め

つくされると、後にもうオープンスペースだとかをとることは絶対できないわけで

すので、そういった意味でこの計画の中で緑の拠点だとか、あるいは新しくつくる

道路の中で街路樹を立派なものにして緑の軸をつくり出していくというようなこと

が今回の検討の視点として必要なのではないか、という趣旨を審議会の折に申し上

げまして、今少し具体的にお話ししましたが、そういう目でこの計画というのを捉

えていく必要があるのではないか、ということです。 

 ちなみに、一番疑問に感じましたのが、計画の目標年次をどうするのか。それに

よって発想が随分変わってくるものですから、審議会で確認しましたところ2020…

… 

（事務局）2025年。平成37年です。 

（髙梨委員）たかだか10年ですから、どちらかといいますと、長期をにらみながら

中期をどうしていくか、というような視点でこの計画づくりをしていく必要がある

のではないか、というふうに思います。以上でございます。 

（進士部会長）ありがとうございました。では次はどうしましょうか、小堀先生。 

（小堀委員）グリーンインフラをどうしていくかということが最大の課題だと思っ

ています。グリーンインフラは、やはりハードとソフトの両面があると思うのです

が、都市の場合はそこへ非常に多くの人が住んでいるので、やはりその人たちの意

思、これからやはりどういう場所に住みたいかということ。それから震災、災害、

いろいろなこともあります。例えば、具体的に言うと、人間がはんらん原に住んで

いたら危ないというのではなくて、これから人口も減少していくので、何もはんら

ん原へまた家を建てるのではなくて、そういうところに住まないようにすることで

す。この緑のインフラを、ハードの面では減災をして、本来あった緑の価値や本来

自然の持っているレジリアンスを高めるような、そういうことはこれから非常に大

事かなと思っています。 

 もう一つ言うとソフトの面は、やはり全くの自然と違って、多くの人が住んでい

るというのが都市の一番の目的ということで、生物の多様性の中でいえば多分一番

大きな構成要素が人間だと思うのです。ですから、それがいい意味でも悪い意味で

もいろいろな影響があると思いますので、それをやはりそのような人たちの意思を

反映してあげることです。１つの例を挙げますと、私は地域緑のまちづくり事業と
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いうのを環境創造局と行いました。地域の主体でこういうことしたいというのを手

を挙げてもらって、16の地区で１年かかって環境創造局と地域の人と私のところの

大学とで町歩きなどをして、それで５年の計画を立てて９割のマッチングファンド

で市が出すというようなときに、調査も大学でしました。それから、そこの人たち

が町の緑化をするというときに、何を一番求めて行っているのかということをやは

りきちんと把握をする、そういうことの社会調査も全戸にしました。 

 その結果わかったことは、これは日本人の特性かもしれませんが、横浜の人は自

分のうちだけではなくて地域の緑をいいものにしたいという非常に強い責任感があ

りまして、これはちょっとアメリカなんかとは違うかなと思います。それを上手に

生かすこと。それから実は、緑化に一番興味があるのではなくて、やはり周りの人

とのコミュニケーションが足りないので、緑のいろいろな活動を通じて地域のコミ

ュニケーションやそういうものをしたいということが非常に大きなみんなの願いで

あること。それから、実際に参加している人は60歳以上なのですが、アンケート調

査を全戸にした結果、４人家族で小学生ぐらいの子供が２人いるという人たちが、

参加したいけど実際にはしていないということで、そういう緑に対する大きな潜在

的な能力を掘り起こしていく、これが緑のインフラのソフトの面ではないかなと思

います。 

 ハードとソフトをいかに上手に組み合わせて、横浜の環境未来都市という特徴を

生かしたときに、こういう視点をぜひ加えて行うと、これはサクセスストーリーに

もつながるのかなと思っています。 

（進士部会長）ありがとうございました。前回の計画策定のときの部会の委員は長

岡さんと私だけが残っているのですが、小堀先生ももう審議会におられたのに、あ

のときはやはり緑の基本計画だったと思います。生物多様性の話はまだ強く出てい

ませんでした。生物多様性というのは、ＣＯＰ10もそうですが、その前の92年の地

球サミットのときに大きく出て、何となく専門家の言葉過ぎて、市民レベルでウエ

ルカムではなかったのです。小堀先生はエコロジー系の専門家でいらっしゃるので

すが、僕は先生をずっと拝見していて、本当に人間的でいらっしゃると感じます。

ほかのエコロジストは昆虫だけとか草だけとかばかり言う人が多いのですが、こう

いう先生を見習ってほしいと思います。特に今、最後におっしゃったものは、僕は

本当に同感です。人間も生態系をつくっている大事な要素だから、人間の生き方や

価値観、行動が変われば変わるのです。これはまちづくりそのものなので、ぜひこ

ういう広い視野が今度のベースになっていくべきだと思います。先ほど髙梨さんが

環境未来都市の話をされて、今その上にエコロジカルな、環境のもっとベーシック

なものを下に置いて。 

 いつも小堀さんが言われているのは、シチズンサイエンスというのを強調してお

られます。シチズンサイエンスというのは、市民が少し科学的なものの見方を持っ

てのるというのと、環境ウオッチングをそういうマンパワーで行おうという両方が
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おありだと思いますが、僕は時代的にもこの辺も今度は視野に入ってくると思いま

す。だから、学校教育はもちろん社会教育、それから高齢者層が環境に敏感になっ

て周りの環境に反応して、どのように変化したか。今ＮＡＣＳ－Ｊ（公益財団法人

日本自然保護協会）はそういうことを市民参加で調査しています。だんだんそのよ

うに環境を見つめる目が、普通の市民の目線になっている。昔は専門家とか研究者

とかが調査をしているというイメージが強かったのですが、僕はもうこれからの時

代はそうではないと思います。それが380万人というような巨大な人の固まりの意識

が変わってシチズンサイエンスのような視点を持ったならば本当に変わります。だ

から、今の視点はとても大事だと思います。 

 やはり市政の中でも環境とか緑といいますと、財政屋さんなどからいうと、必要

悪とはいいませんが、みんな必要な量だから仕方ないけれどというふうにとってい

て、エコノミストなどはやむを得ずつき合っているみたいに思う人がいまだにいま

す。そうではなくて、まちづくりというのはこちらが中心です。僕は市民生活の環

境福祉を実現することが実はまちづくりだという時代が今度は来ると思うので、そ

の考えをぜひ尊重したいと思います。長岡先生どうぞ。 

（長岡委員）水と緑をあわせて考えるということですと、一番すぐ頭に浮かぶの

が、地下への浸透がふえて、地下水が豊かになって湧水が豊かになると。そのこと

によって、河川の源流地帯とか小河川、支川のようなところの流量がふえるという

ことだと思います。それが一番大きい、１つの大きい要素かなと思います。そうい

う意味でいうといろいろな成果が、特に流域ごとの成果が出ています。例えば水質

のＢＯＤがということなのですが、把握されているのではその分かもしれないので

すが、もう少し水の量に対する視点があればいいのではないかと思います。例えば

湧水をモニタリングして、湧水がどのぐらいふえているか。あるいは、それによっ

て特に上流のほうの水質は湧水の復活によって流量がふえますからよくなると。そ

のような量の視点がもっとあってもいいのかなという気がいたしました。 

 それから、先ほどもちょっと申し上げたのですが、やはり流域ごと、特に横浜で

流域ごとというのはかなり新しい考えだと思うのですが、それをもっとやはり市民

の間に浸透するような取り組みが欲しいなと思います。例えば、横浜のどこを歩い

ても何とか流域ですとか、あるいは市民に、どこの流域に住んでいるということを

意識することによって、例えば雨水浸透をもう少ししましょう、それによって川の

流量がふえるようにしましょうとか、そういうふうに何か流域ごとという意識も高

まるような取り組み、何かそういうものがあればというような気がしております。

以上です。 

（進士部会長）ありがとうございました。先ほど、流域のお話を説明されました

ね。 

（事務局）はい。 

（進士部会長）今度「ここは侍従川流域です」とか看板をかけましょうか。ただ、
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本当は区などが流域単位でできていれば別ですが、やはり経済活動と交通でできて

いますので、流域というのはやはり下に潜るのです。ただ、グリーンインフラとい

う言い方をすれば、流域がもう一つ。多分、二層構造で、上でソフトウエアでする

のと、ハードの水循環とか、今の下水道にしてもそうですし、動物の移動だとかと

いうそういう環境に影響するものと生活に影響する生産生活経済、そのように二段

づくりでしないとちょっと計画としてうまくいかないかもしれないです。やはり生

活がありますから、流域単位だけで全部というわけにもいきませんし。だけどベー

スにはそれがあるというのを両方わかる、両方要るかもしれません。でも、流域単

位は今回の重要なキーワードだと思います。 

 隣の田島先生いかがですか。 

（田島委員）横浜市の水と緑の基本計画ということで、社会に出て最初の仕事のと

ころで緑というほうの計画については少し勉強したのですが、今回横浜を見させて

いただいて、この流域単位というのは非常に新鮮で興味深く感じました。その中

で、例えば都市部の環境の評価。これは経済評価のようなことをしていますと、当

たり前なのですが地価の高いところでは１つ環境を生み出すと、もともと地価が高

いですし高度利用をされていますので、増加される価値の幅というのが非常に高い

のです。そういったようなこともふだん考えている視点から見ると、上流部の緑の

ストックを守るというところに積極的なのは、本当にすばらしいと思うのですが、

一方で都心部のところが、下流の市街地ではという感じで割とあっさりと書かれて

いるというような印象を受けております。そういった意味では、都心部でどのよう

に緑の印象をつくっていくのかということが、この先重要なのではないかなという

ふうに思っています。 

 といいますのも、現在進行形で人口の都心回帰と郊外の縮小ということが言われ

ていまして、横浜市というのは日本全体から見ると大都会なので、少しのんびりと

構えてしまいがちなのですが、東京都内でもやはり多摩部ではどんどん人口が減っ

ているということも起きていますし、1980年代に人口の増えた横浜の北部というの

も、そのころの方たちが現役を退いていくという時代になってきています。ですの

で、ここで今までと同じようにどんどん人が増え続けるというふうに考えるのはか

なり楽観的になってしまうかなというふうに思っています。都心部など大量に住宅

供給をみなとみらいを含めてされているというようなところも考えると、そのあた

りのダイナミックな部分も含めて、都心部でどのように緑の計画をつくっていくか

というのが非常に大事になってくるかなというように思っております。 

 それはどういうことかといいますと、恐らく横浜の方たちは、住んでいるところ

から横浜都心に通っておられたり、あるいは遊びに来たりということもされるよう

な、いい意味での人の交流が進んでいるかと思います。ですので、そういった中

で、ここが横浜市であると、こういったところに自分たちは住んでいて、緑も豊か

なところであるというような印象を自分のお住いの地域に持って帰るというような
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ことも非常に大事かなというように思います。住んでいる方が昼間に通ってこられ

る方が多い。それから、観光のような形で市内・市外から訪ねてこられる方が多い

という方たちに与える価値をどうつくっていくかというような視点も必要かなと思

っています。そういった意味で、私自身も子供のころから二月に一度ぐらい横浜に

遊びに来るような感じで育ったのですが、歴史と現代の建築物がうまく組み合わせ

られて、そこに海であったり船であったりと港の印象がうまく重なり合っている非

常に魅力的な都市だと思いますので、そこの中にどのように緑を位置づけていくの

かということも、今回の新しく打ち出していくと非常に未来志向な計画になるかと

思っております。以上です。 

（進士部会長）ありがとうございました。では隣に行きましょうか。八木さん。 

（八木委員）農業経営学という立場から、農業についてふれさせていただきます。

現在、およそ3000ヘクタールの農地が横浜市内にありまして、すでに過去10年間で

400ヘクタール減ってきています。ただし，農業とそれ以外とを分けるのではなく

て、市民生活に役立つ農業ということが必要になってくると考えられます。その前

提で、この3000ヘクタールを守っていかなければいけないと考えております。そこ

で、５点ほど申し上げたいのですが、１つ目は、計画の概要版にＰＤＣＡという言

葉がありましたが、やはり計画を実行して評価していくことが重要なのではないか

という点です。今回提示いただいた、検討の視点の中に、これまでの成果の継承と

課題への対応という言葉がございますように、これまで市のほうで非常に熱心にさ

れてきたことを再評価するというところが重要なのではないかと思います。たとえ

ば、緑被率などは５年に一度の非常にお金のかかる調査だと伺っていますが、毎年

何かしらの評価を追跡的にしていくことが必要ではないかと思われます。夢は美し

くということでよいとは思うのですが、計画が紹介パンフレットのようになってし

まってはよくありません。現実はもう少しシビアに見た上で、夢を美しく描いてい

くべきではないかと思っています。 

 ２点目が、先ほど流域という話が出ておりましたが、農業生産というのはどうし

ても地域ごとの周辺環境の影響を強く受けます。水田と畑とでは、生態系も全く違

いますし、行われているビジネスも全く違うということで、たとえば，水田は水

田、畑は畑というふうに分けて捉えた方がいいのではないかと思います。また、制

度についても、市街化区域と市街化調整区域とはで、行われるべき農業とか方向性

等が違ってくるというように考えています。つまり地域ごとに具体的に見ていく中

で、土地の性質と制度の違いに留意する必要があるだろうということが２点目で

す。 

 ３点目ですが、若い農家の方がふえてきており、新たな農業ビジネスがいろいろ

始められているのですが、それを支える緑という考え方があってもいいのではない

かと思っています。たとえば、市内の農村部についての散策マップがあり、直売所

を見ながら買い物ができると紹介されているのですが、実際に歩いてみると結構吹
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きさらしみたいなところで、歩くのが大変だったりするようなこともあります。歩

きながらショッピングを楽しめるような農村空間のような形で、景観が農業ビジネ

スを支えるというようなことも必要なのではないかというように思います。 

 ４点目は少しハードウエアの話になりますが、やはり面的な保全です。この農地

は必ず守るべきという農地があるかと思うのです。それらを明確に示していくこと

です。農業専用地区という非常にすばらしい制度がありますので、それを生かすこ

と、それから生産緑地についても追加指定を行って、できるだけ面的に保全してい

く、それをサポートするようなことが必要なのではないかと思います。 

 最後に５点目ですが、人づくりということが謳われております。そこがやはり重

要で、若い農家の方、緑を守る市民の方々、それからもう一つは専門家、特に行政

の方々の役割が非常に重要だと思っています。たとえば、市には，緑地環境学の大

学院を出た方もおり、そういった方がサポートしながら緑の行政を支えています。

専門知識を、１点目に申した評価につなげることもできるのではないかと思いま

す。５点ほどでしたが、以上のようなことを考えています。ありがとうございま

す。 

（進士部会長）ありがとうございました。それでは、金子先生。 

（金子委員）水と緑の基本計画ということですと、大きく３つぐらいに分けて緑を

守る、緑をつくる、それからもう１個は緑を活かすとか使うという方があると思う

のですが、そういう意味でいいますと、計画を立ててそれをどう実現するかという

部分をきちんと考えるということがあっていいのではないかと思います。活かすと

か使うことによってその目標が実現できるというところが、少し大事にしていった

ほうがいいのではないかなという思いがあります。また、実感として緑とかかわる

人が多くなってきているのではないかというふうに思っています。もちろん公園を

利用するとか森を歩くということがあるのですが、最近の健康ブームもあるかと思

うのですが、いろいろなところでウオーキングするとか散策をするという生活スタ

イルが極めて多くなってきているかと思います。ただその中で、農地というのは横

浜にとって大きな緑の１つなのですが、かつてですと農地の程度は生産者が主体的

に緑をどうしていくかということになるかと思うのですが、そういったエリアを歩

く人、要は見る人というそういった点が非常に多くなってきていると感じていま

す。緑だとか森とか水とか、農地も含めて、そういったものにかかわる人はいろい

ろふえてきているという、いろいろなかかわり方が出てきているという意味で、例

えば町歩きをする、森歩きをするという中で、緑のまちづくりを実現する、実現で

きることもあるのではないかという、いろいろな形で緑と水の街を実現できるので

はないかということです。当然かかわり方、できることは違うかと思いますが、た

だその中で１つ、市民の方にわかるような目標を明確にして、それを実現できるよ

うにそれぞれの市民がかかわるという、そのようなことがあっていいのではないか

というふうに感じております。 
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 それからもう１個の視点は、これまでも出ているかと思いますが、流域という話

もあったかと思いますが、エリアマネジメントということで、あるエリアを１つに

考えて、緑の関係で森とか農地とか河川とか公園もありますが、それ以外にこれま

でも私が言うように、そこにあるなりわいとか文化とか生活とか社会とかそういっ

たことも含めて、そのエリアをどう生かして将来につないでいくかというエリアマ

ネジメント的な展開ということもアイデアとしてはあるのではないかと考えており

ます。以上です。 

（進士部会長）ありがとうございました。それでは最後になりました、松本さん。 

（松本委員）皆さんが言われたことと重なるところもあるのですが、ちょっと今回

この基本計画を見させていただいて、率直な市民の意見として思ったのが、こうい

う流域ごとの計画というものがあったことはそもそも知らなかったという、やはり

そこは大きな問題かなという気がします。それと思ったのが、全体計画なので仕方

ないのでしょうが、どうしても俯瞰的な話や、あとは残すとかつくるとか、そうい

う話が多いです。どちらかというと何かもう少し、10年、20年前ぐらいの価値観の

話が多いのかなという気がしました。やはりもっと住民目線に合わせて、緑を残し

たりつくるのではなくて、ではそれをどう活用していくのか、市民がそれをどう使

っていくのか、そこでどういう活動・生活が生まれるのか、そういう視点に立って

考えていくというのは重要かなという気がします。 

 あと、流域ごとという話は僕はすごくおもしろい考え方だと思うし、ぜひそれを

生かして広めていきたいというふうに思うのですが、具体的に言うと私はみなとみ

らいに住んでいて、滝の川というところがあるのです。私が以前市民委員をしてい

たところで、滝の川の源流を再生しようという提案グループがあって、ああ滝の川

ってあの滝の川だよなあ、ああそうか、ここから流れてるのか、とわかりました。

やはりそういう思いがあると、そういう流域ごとの人のつながりというか意識のつ

ながりというのができてくると思うのです。やはりそういう人の意識のつながり、

それから活動のつながり、そういったことを意識しながらそういう流域ごと活動と

いいますか使い方といいますか、そういったことを考えるともっとおもしろい計画

になるのではないかなというのは感じました。 

 それとあと、やはり使うという意味では現実、実際の市民の生活とマッチングし

ていないと、つくったはいいけれどだれも使わないとかいう話になっていってしま

うと思いますので、やはりせっかくつくる・使うのであれば、今市民が持っている

住民のニーズといいますか課題、そういったものとのマッチングというようなのを

考えていくと、よりそこが何かこうつくったり使ったりすることで、そこの課題解

決にもつながるというそういう話になっていくと、僕はすごいおもしろい、ただの

緑化ではなくてまちづくりにも発展していくようなそういう計画になっていくので

はないかなという気はしています。以上です。 

（進士部会長）ありがとうございました。一当たりお話をいただきましたが、例え
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ば松本さんが最後に言ったのは、緑化ではなくまちづくりではないかということで

すか。 

（松本委員）そうです。 

（進士部会長）まちづくりのつもりでずっとやってきたのですがね。だけど、やは

り市民はそういうふうな言葉を使うので、やはりそういうふうに感じているのでし

ょうね。だから、こうやってここに皆さん専門家に集まっていただいていますが、

例えば民俗学をやっているような人はいないですね。歴史家もいないのです。本当

の都市計画を行うならやはり郷土史家を入れなければだめだと、ずっと世田谷でや

ってきました。そういうところが、やはりまだフィジカルなところが強く出てきた

り、それでやっと今エコロジーが出てきたというそういうことがあります。だけど

本当は、現実は今おっしゃったように、行政ではいろいろなことを総合しているは

ずなのです。だから、長期的な大きなビジョンから始まって、今は大分ディテール

が出て、そして住民目線という話があって、いろいろ必要なので大変なのですが。

事務局から何かありますか。 

（事務局）各委員の皆さんからさまざまな視点でご意見をいただきまして、今まで

私などが持ち得ていなかった視点でご発言いただいた内容もたくさんあったかと思

います。その視点をこれからまとめて計画としていくわけですが、一番最後はそれ

を具体的な取り組みとか施策にしていくと、そこのところが我々の一番の仕事だと

思うのですが、一番難しいところでもあるかなとも思いますので、引き続き皆さん

のご意見をいただきながら、頑張って検討を進めていきたいと思っております。 

（進士部会長）事務局側から何か意見はありますか。そんなこととっくの昔にやっ

てるよ、と僕などは全部思いました。相当やっているのです。農地などに関して

も、もう相当やっています。だからそれがやはり伝わっていないので、そこは、僕

はつい言うのですが、事務局側からももっと意見を言っていいのですよ。 

 みどりアップについても基本計画があって、それを現実にするのでみどりアップ

として税金もいただいてようやく、それの中に、今の農地の田んぼや畑の問題をや

っているのですね。 

（事務局）先ほど、都心部の緑のような話もございましたが、先生のおっしゃるよ

うにみどりアップ計画の中で、今回の26年度から30年度の計画の中で都心臨海部の

緑の強化についてうたっております。特にこのＭＭ地区ですとか山下公園等を含め

て、緑でにぎわいづくりを進めていこうというようなことに取り組んでおりますの

で、引き続き頑張っていきたいと思います。 

（進士部会長）ぜひそれぞれ、八木さんであればみどりアップの農地部分とか、農

との触れ合いを。農で終わらないで、環境・緑・農・食とずっと市民生活につなご

うという努力はしています。だから、それぞれに今言ったようなことがありますの

で、こういう会議だと個人的なデータは一つずつやっていると時間がかかってしよ

うがないので。 
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（髙梨委員）部会長、ちょっとよろしいでしょうか。緑の基本計画制度をつくった

立場から、なぜ計画が必要なのかというのを立ち返って考えてみますと、最終的に

は、納税者の資源を公平に分配するのでしたらいいのですが偏在的に投資していか

なければいけないという、そこの合意をとるというのがこの計画の一番大切なとこ

ろだと思うのです。松本委員がおっしゃられたりされたことは、ああそうか、この

計画制度はもうそういう次元を超えたのかなと。逆に言うとそれだけ定着してきた

のかなというふうに私は強く思いました。 

松本委員がおっしゃったようなことは、ではこれからの市の行政計画といわれる

ものが、どういう目線でつくっていくのか。水と緑の基本計画ということで、当初

はフィジカルプランとしてどこをどういうふうに土地利用的に押さえていくか。そ

れによって税金をどう使うか、あるいは課税が変わってくるわけですから。それの

市民合意を得た上で、これからそれをベースにしてどういう性格の計画にしていく

か。そうすると、１つは行動計画。市民にとっての、あるいは行政にとっての行動

計画という側面を持たせていかなければいけないという、これは非常に計画制度そ

のものを変えていくべき時期に来ているのだなという、印象を私は持ちました。ち

ょっとコメントさせていただきました。 

（進士部会長）そのとおりです。だから、逆に言うと、市民社会のほうが成熟して

きて、今言ったようなきちんとした計画があってオーソライズされていないと必ず

いろいろな議論が出るわけですから。ただし、そこももう市民社会はいろいろな議

論をして、合理性はそれなりに求められますが、偏在で結構とみんながそう思えば

いいのではないですか。そういう時代になってきています。それはまさに多様な価

値観を肯定する時代になってきて、そういう意味では、ただデータで立証できない

ような機能はもうだめですとはっきり言う、そういうのではありません。だから、

髙梨さんのは確かに非常に重要な指摘でした。つまり、プランをつくるときに、そ

ちらのデータがないからやめようというのではなくて、積極的に時代をリードしそ

うな思想や価値観というものを表現していく。だから、基本計画だけど本当は戦略

的なプランとか、上瀬谷の通信基地もそうですが、何かビジョン、夢を描くような

こととか、それから新しいライフスタイルの提案とか、そういうものが今度は求め

られるかもしれないです。本編の最後に何かそういうのが載るのか、前置きに置く

のかについては組み立てが必要ですが。 

 どうでしょう。事務局側におられて何か。名前を一つずつ当てると全部当ててい

なければいけませんが。どうでしょう、せっかくですから何かご発言はありません

か。部会はちょっとそういう雰囲気にしたいです。 

 そう長くされてはかなわないですが、事務局のほうも、手短に要点を強調したり

とか、それから多分もう事務ベースではいろいろな議論をお互いにやっておられる

と思いますが、こういう委員が別にいるという意味では、事務的な検討会ではない

場所で意見を出すことで、松本さんみたいな人が食いついてくれると。それが今の
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髙梨さんの言う新しい時代のプランだという話になる訳です。そういう意味で、ぜ

ひ競ってそういうご提案を何案か出していただきたいと思います。ペーパーにして

もいいですし、口頭にしてもいいですが。というようなことで私はまとめました

が、事務局で何かあれば指摘してください。 

（事務局）いろいろとご指摘をありがとうございました。横浜が環境未来都市とし

てこれまでもいろいろと取り組んできましたが、これからも都市の価値を高めてい

く、ここがやはり重要なポイントになろうかと思います。先ほど進士先生からもご

指摘いただいたように、20世紀型の都市というのは、やはり例えば業務核都市など

といわれましたし、土地の効率化をどう上げるかとか交通利便性をどう上げるかと

いうところに、我々の都市づくりの分野の話に心血を注いできたところがありま

す。ですが、これからの都市の価値は何か、それは例えば我々は環境というものを

軸にグリーンインフラをつくっていく。地球温暖化の対策というのと生物多様性、

この２つの環境行政の基軸にして、施策のありとあらゆる部分に横ぐしを刺してい

くということを行っておりますが、そういった取り組みこそが都市の価値を高めて

いく、それが選ばれる都市につながっていくのだと思います。 

 例えば１つの例としてガーデンシティと呼ばれているシンガポールがあります

が、あれだけ高密度に都市として成功しておりながら、なおかつ緑をふやす取り組

みを永続的に行っています。ああいうところはやはり横浜も見習うべきところだな

と思っています。特に進士先生から私はもうずっとＭＭに生物多様性の中心をつく

ると言われています。また、みどりアップにつきましても郊外の緑ではなくて都心

部の緑、まさにみなとみらいを初めとした都心部で生物多様性の拠点としての緑を

つくる、そのようなものにつなげていくわけでありまして、それを行政だけではな

くて市民の方・企業の方と一緒にエリアマネジメントをしていくということが重要

でございます。都市の価値を高める、そういった計画にこの水と緑の基本計画をし

ていきたいと思っておりますので、ぜひいろいろなご指摘・ご指導をいただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

（進士部会長）どうもありがとうございました。私はＭＭが大事とばかり言って自

分の意見を言っていなかったのですが。今ので気がつきましたが、最近ずっと多様

性からのランドスケープ論を主張しています。昔は、自然的環境の持続性はバイオ

ダイバーシティー。これはだれでも言います。小堀先生の世界。生物多様性は自然

的環境を持続させるのだということです。だけどもそれだけでは足りないので、生

活多様性という言葉を言いまして、社会を持続させるには価値観が１つではだめで

す。 

 今日も今お話がありましたように、環境未来都市、未来志向、グリーンインフ

ラ、あるいは循環というキーワードがたくさん出ました。これはどれを選ぶという

ことではありません。今の時代に大事なのは、その複層したいろいろなテーマを上

手に統合したり重ね合わせるということなのです。だからバイオダイバーシティ
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ー、そして社会的環境の持続性はライフスタイル・ダイバーシティーと、価値観や

生き方や暮らし方、いろいろなものが多様であるということです。今まではやはり

統合的でした。昔、僕が子供のころは理想的人間像というのを文部省が議論したの

ですから。中教審が理想的人間像というのをわざわざ言ったのです。最近も時々そ

ういう意見がありますが、これは鋳型にはめようとしているだけです。それではも

っと豊かにならない。横浜はもともと多言語・多文化的な国際都市ですから、ライ

フスタイル・ダイバーシティー。 

 それから３つ目は経済です。エコノミー・ダイバーシティー。これは「里山資本

主義」があんなに売れているわけで、それから「路地裏の資本主義」という本も出

ていて、要するに、こういうメジャーな彼らの本の言い方であればマネー資本主義

と言っていますが、地球レベルでグローバリーに活躍する大きな企業だけではだめ

だと。身近な商店街のおじさんやおばさんがとても大事な要素なのだと、これが里

山資本主義です。ローカルな資源やエネルギーも使おうではありませんかというこ

とです。そういう価値観はとても大事な時代になってきて、ですから経済もエコノ

ミー・ダイバーシティーを行わないとだめです。資産家だけではだめなのです。資

産家もいていいですが、そうではない駄菓子屋のおじさんやおばさんも意味がある

という社会にしなければいけないと思います。僕はそれが400万人近い都市のありよ

うだと思います。 

 そういうことをすると最後は文化です。文化の多様性は、文化的景観などという

言葉も文化庁は出しておりますが、要するにカルチュラル・ランドスケープという

のは、人間が風景をつくっているヒューマン・メード・ランドスケープなのです。

自然を使って人間が関与してつくったというものです。生物多様性も生活多様性も

経済多様性も行えば、それが形にあらわれるのが風景ですから、だからランドスケ

ープ・ダイバーシティーになるのです。それが地域ごとに違う、あるいは流域ごと

に違うという話になってきて、横浜全体はとても楽しい街になります。関内で港町

の雰囲気を味わうのもいいですし、ＭＭで未来都市を感じるのもいいのですが、泉

区とか緑区とかあちらに行くと全然違うという、里山生活があると。これがダイナ

ミックな横浜のありようです。ですから、僕はそんなことを思っていて、そういう

のには最も強いのが水と緑だと思っています。水と緑ということは、水と本当の緑

ではないのです。生き物、つまり人間です。全部です。そういうものがダイナミッ

クに生きられる都市をつくるというのが21世紀の、地球社会もそうだし、日本の国

土もそうだし、街のあり方もそれだと思うのです。そういう土俵が徐々にできてき

て、皆さんみどり税も900円ずつ払ってくれているわけですから。もうちょっとその

お金がどこに使われたのか見えるようにしてほしいという意見はあるのですが、反

対だという人はほとんどいないということで、これだけもう成熟しています。もう

１回もとに戻りますが、先ほど髙梨さんが言ったような計画論の基本がもうステッ

プアップしているということです。だから、僕は今回のプランは、横浜の基本計画
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を超えるそこまでの計画か、そのぐらいの意気込みです。ぜひ事務局の皆さんもそ

ういうつもりで頑張っていただいて、この時代の横浜は私たちがつくったといえる

そういうプランを目指していただければと思っています。 

 

３ その他 

（進士部会長）それでは、これで終わりたいと思いますが、よろしいですか。特に

言い残したことはありませんか。 

（事務局）日程調査票を個別に配らせていただきます。今日書けない方は、後日で

も結構ですのでよろしくお願いいたします。 

 

４ 閉会 

（進士部会長）それでは、どうもありがとうございました。皆さんもありがとうご

ざいました。これからよろしくお願いします。 
資  料 

・ 

特記事項 

１ 資料 

＜資料＞ 

資料１：横浜市環境創造審議会 水と緑の基本計画部会 委員名簿 

資料２：横浜市環境創造審議会条例・横浜市環境創造審議会運営要綱 

資料３：横浜市水と緑の基本計画の改定について（諮問） 

資料４：部会の進め方について 

資料５：横浜市水と緑の基本計画＜概要版＞ 

資料６：水と緑の基本計画の推進状況と課題 

（別紙）推進施策の推進状況 

資料７：検討の視点について 

＜机上資料＞ 

●横浜市水と緑の基本計画本編 

●横浜市環境管理計画 

●生物多様性横浜行動計画（ヨコハマｂプラン） 

●横浜みどりアップ計画（計画期間：平成26-30年度） 

●横浜市都市農業推進プラン 

●横浜市下水道事業「中期経営計画2014」 

２ 特記事項 

次回は６月11日（木）10:30～12:00、横浜市技能文化会館にて開催予定。 
 


