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鶴見区 

  緑地保全制度による 
  新規指定  0.14ha 

  農園の開設  0.15ha 

  保育園･幼稚園･小中学校での 
  緑の創出      8 か所 

主な実績 
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計画の柱１ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

 

   緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り 

○緑地保全制度による新規指定 0.14ha 

・市民の森等 

 2021 年度 0.04ha 獅子ケ谷市民の森（指定拡大） 

・緑地保存地区 

 2021 年度 0.1ha 北寺尾七丁目 

○市による買取り 

・特別緑地保全地区・近郊緑地特別保全地区 

 2019 年度 2 地区 獅子ケ谷･師岡特別緑地保全地区、馬場五丁目特別緑地保全地区 

 2020 年度 1 地区 東寺尾六丁目特別緑地保全地区 

 2021 年度 1 地区 獅子ケ谷・師岡特別緑地保全地区 

・公園樹林部 

 2019 年度 1 地区 馬場二丁目公園 

○保全した樹林地の整備 16 か所 

 2019 年度 2 か所 北寺尾七丁目特別緑地保全地区、獅子ケ谷市民の森 

 2020 年度 8 か所 北寺尾七丁目特別緑地保全地区、馬場五丁目特別緑地保全地区、東寺

尾六丁目特別緑地保全地区、東寺尾六丁目南特別緑地保全地区、獅子

ケ谷市民の森（2 か所）、二本木第二公園、馬場二丁目公園 

 2021 年度 6 か所 東寺尾六丁目特別緑地保全地区、北寺尾七丁目特別緑地保全地区、獅

子ケ谷市民の森（2 か所）、東寺尾ふれあいの樹林、馬場二丁目公園 
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森の多様な機能に着目した森づくりの推進 

○森の維持管理 36 か所 

・保全管理計画の策定（公園） 

 2020 年度 1 か所 白幡公園 

・維持管理（樹林地） 

 2019 年度 6 か所 駒岡・梶山特別緑地保全地区、獅子ケ谷・師岡特別緑地保全地区、

駒岡中郷市民の森、獅子ケ谷市民の森、かぶと塚ふれあいの樹林、

東寺尾ふれあいの樹林 

 2020 年度 7 か所 駒岡・梶山特別緑地保全地区、獅子ケ谷・師岡特別緑地保全地区、

馬場二丁目特別緑地保全地区、駒岡中郷市民の森、獅子ケ谷市民の

森、東寺尾ふれあいの樹林、かぶと塚ふれあいの樹林 

 2021 年度 8 か所 駒岡・梶山特別緑地保全地区、獅子ケ谷・師岡特別緑地保全地区、

馬場二丁目特別緑地保全地区、東寺尾六丁目南特別緑地保全地区、

駒岡中郷市民の森、獅子ケ谷市民の森、かぶと塚ふれあいの樹林、

東寺尾ふれあいの樹林 

・維持管理（公園） 

 2019 年度 5 か所 駒岡堂ノ前公園、白幡公園、二本木第二公園、馬場町公園、二ツ池

公園 

 2020 年度 3 か所 白幡公園、馬場町公園、二ツ池公園 

 2021 年度 6 か所 駒岡堂ノ前公園、白幡公園、二本木第二公園、馬場町公園、二ツ池

公園、北寺尾七丁目緑地 

 

指定した樹林地における維持管理の支援 

○維持管理の助成 7 件 

 2019 年度 4 件 上末吉一丁目、駒岡一丁目、駒岡三丁目、寺谷一丁目 

 2021 年度 3 件 駒岡三丁目、東寺尾二丁目、東寺尾三丁目 

 

 

計画の柱２ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

 

特定農業用施設保全契約の締結 

○特定農業用施設保全契約の締結 2 件 

 2019 年度 2 件 北寺尾五丁目、駒岡四丁目 

 

様々な市民ニーズに合わせた農園の開設 

○様々なニーズに合わせた農園の開設 0.15ha 

・市民農園 

 2019 年度 0.06ha 獅子ケ谷三丁目 

 2020 年度 0.09ha 駒岡五丁目、獅子ケ谷三丁目 
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地産地消にふれる機会の拡大 

○直売所・青空市等の支援 1 件 

・青空市・マルシェ等 

 2021 年度 1 件 JA 横浜鶴見支店駐車場直売所 

 

 

計画の柱３ 市民が実感できる緑や花をつくる 

 

公共施設・公有地での緑の創出・育成 

○緑の維持管理 3 か所 

 2019 年度 1 か所 大黒ふ頭西緑地 

 2020 年度 1 か所 大黒ふ頭西緑地 

 2021 年度 1 か所 大黒ふ頭西緑地 

 

街路樹による良好な景観の創出・育成 

○良好な維持管理  

 2019 年度  小野末広線（末広町通り）・末広水際線プロムナード、平安町栄町公

園通りほか 計1,159本 

 2020 年度  小野末広線（末広町通り）・末広水際線プロムナード、平安町栄町

公園通りほか 計1,065本 

 2021 年度  小野末広線（末広町通り）・末広水際線プロムナード、平安町栄町

公園通りほか 計995本 

 

シンボル的な緑の創出・育成 

○公有地化によるシンボル的な緑の創出・管理 

 2019 年度 1 か所 下野谷町三丁目公園（管理） 

 2020 年度 1 か所 下野谷町三丁目公園（管理） 

 2021 年度 1 か所 下野谷町三丁目公園（管理） 

○公開性のある緑空間の創出支援 1 か所 

 2019 年度 1 か所 佃野町 

 

建築物緑化保全契約の締結 

○建築物緑化保全契約の締結 5 件 

 2019 年度 4 件 諏訪坂（2件）、大黒町、馬場七丁目 

 2020 年度 1 件 大黒町 
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名木古木の保存 

○名木古木の保存 

・新規指定 

 2020 年度 6 本 寺谷一丁目（3本）、東寺尾一丁目（3本） 

・維持管理の助成 

 2019 年度 1 本 駒岡３丁目 

 2020 年度 1 本 上末吉一丁目 

 2021 年度 10 本 市場上町、岸谷一丁目（2 本）、岸谷四丁目（4 本）、仲通（3 本） 

 

地域に根差した緑や花の楽しみづくり 

○緑や花を身近に感じる各区の取組 

 2019 年度  JR鶴見線で巡る 緑のスタンプラリー 

 2020 年度  JR鶴見線で巡る 緑のスタンプラリー 

 2021 年度  JR 鶴見線で巡る 緑のスタンプラリー 

○地域の花いっぱいにつながる取組 

 2019 年度  花の種の配布、花苗などの配布（汐入公園ほか 10 か所） 

 2020 年度  球根などの配布（江ケ崎町公園ほか 1 か所） 

 2021 年度  花壇講習会（中町公園）、球根などの配布（芦穂崎公園ほか 55 か所）、 

 

人生記念樹の配布 

○人生記念樹の配布 1,017 本 

 2019 年度 343 本  

 2020 年度 327 本  

 2021 年度 347 本  

 

保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出・育成 

○緑の創出 8 か所 

 2019 年度 4 か所 潮田小学校、岸谷小学校、鶴見小学校、矢向小学校 

 2020 年度 3 か所 鶴見小学校、寺尾小学校、東高等学校 

 2021 年度 1 か所 フラッフィ—小規模保育園 

○緑の維持管理 6 か所 

 2019 年度 2 か所 潮田小学校、新鶴見小学校 

 2020 年度 2 か所 潮田小学校、新鶴見小学校 

 2021 年度 2 か所 潮田小学校、新鶴見小学校 

 

  

※過年度の報告書から本数を修正しました。 
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保全した樹林地の整備 
（馬場二丁目公園） 

市民農園の開設 

（獅子ケ谷三丁目） 

地域の花いっぱいにつながる取組 
（中町公園） 

緑や花を身近に感じる各区の取組 

（JR 鶴見線で巡る 緑のスタンプラリー） 

青空市・マルシェ等 
（JA 横浜鶴見支店駐車場直売所） 

緑地保全制度による新規指定 
緑地保存地区（北寺尾七丁目） 




