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横浜みどりアップ計画 ４か年の成果と実績 

港北区 

 
  

緑地保全制度による指定の拡大 

4.8ha 
様々な市民ニーズに合わせた農園の開設 

1.9ha 
地域緑のまちづくり 

2 地区 
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■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■ 市民が実感できる緑をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

緑地保存地区／新吉田東一丁目 

緑地保全制度による新規指定 

 

綱島市民の森 

 

 

篠原町（ソメイヨシノ） 

名木古木の保存 

 

大倉山つつみ通り地区 

地域緑のまちづくり 

 

箕輪町 

水田の保全 

 

新羽町 

収穫体験農園の開設支援 
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■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

＜樹林地の確実な保全の推進＞ 

 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等 

・特別緑地保全地区：0.8ha 

[平成26年度] 0.1ha 小机城址地区（指定拡大） 

[平成27年度] 0.7ha 大曽根台地区（指定拡大） 

・緑地保存地区：1.4ha 

[平成26年度] 0.6ha 岸根町、綱島東二丁目、鳥山町（2件） 

[平成27年度] 0.1ha 大曽根台 

[平成28年度] 0.2ha 篠原町、大豆戸町 

[平成29年度] 0.5ha 大倉山二丁目、篠原町、新吉田東一丁目、日吉本町六丁目 

・源流の森保存地区：2.5ha 

[平成26年度] 2.0ha 新吉田町（8件） 

[平成27年度] 0.3ha 新吉田町（3件） 

[平成28年度] 0.2ha 新吉田町（1件） 

・寄附緑地等：0.1ha 

[平成26年度] 0.1ha 大曽根台、綱島台、箕輪町三丁目 

[平成28年度] 0.003ha 箕輪町三丁目 

■土地所有者の不測の事態等による土地の買取り 

・特別緑地保全地区（予定地含む）：計4地区 

[平成26年度]  1地区 綱島地区 

[平成27年度]  2地区 小机城址地区、綱島地区 

[平成28年度]  2地区 大曽根台地区、日吉地区 

[平成29年度]  2地区 大曽根台地区、日吉地区 

・市民の森、ふれあいの樹林等：2地区 

[平成26年度]  1地区 篠原城址緑地 

[平成27年度]  1地区 綱島市民の森 
  

  

４か年事業・取組実績詳細 
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＜良好な森を育成する取組の推進＞ 

 森づくりガイドライン等を活用した森の育成 

■森づくりガイドライン等を活用した維持管理 

・樹林地：のべ42か所 

[平成26年度] 6か所 大倉山特別緑地保全地区、熊野神社市民の森、綱島市民の森、

綱島東二丁目緑地、大豆戸緑地、牢尻緑地 

[平成27年度] 10か所 大曽根台特別緑地保全地区、日吉特別緑地保全地区、熊野神社

市民の森、綱島市民の森、大倉山二丁目緑地、篠原城址緑地、綱島東二

丁目緑地、棒田谷緑地、大豆戸緑地、牢尻緑地 

[平成28年度] 13か所 大倉山特別緑地保全地区、大曽根台特別緑地保全地区、日吉特

別緑地保全地区、熊野神社市民の森、小机城址市民の森、綱島市民の森、

大倉山二丁目緑地、篠原城址緑地、綱島東二丁目緑地、太尾緑地、棒田

谷緑地、大豆戸緑地、牢尻緑地 

[平成29年度] 13か所 大倉山特別緑地保全地区、大曽根台特別緑地保全地区、日吉特

別緑地保全地区、熊野神社市民の森、小机城址市民の森、綱島市民の森、

大倉山二丁目緑地、篠原城址緑地、綱島東二丁目緑地、太尾緑地、棒田

谷緑地、大豆戸緑地、牢尻緑地 
 
■保全管理計画の策定 

・樹林地：1か所 

[平成27年度] 1か所 綱島市民の森 
 

 指定された樹林地における維持管理の支援 

・緑地保全制度に指定している民有樹林地の維持管理の助成：36件 

[平成26年度] 11件 大倉山二丁目、大倉山六丁目、菊名五丁目、岸根町、新吉田東一

丁目（2件）、新羽町、日吉本町六丁目、大豆戸町、箕輪町三丁目（2件） 

[平成27年度] 10件 大倉山二丁目、大曽根台、菊名五丁目、岸根町、小机町、新吉田

町、鳥山町、新羽町、箕輪町三丁目、師岡町 

[平成28年度] 6件 岸根町、小机町（2件）、新吉田町（2件）、綱島東二丁目 

[平成29年度] 9件 菊名五丁目、篠原町、新吉田町、新吉田東一丁目、鳥山町、新羽

町、日吉本町六丁目、箕輪町三丁目（2件） 
 

 
  



５ 各区の実績 

(11) 港北区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 

 
５-80 

 
■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

＜農に親しむ取組の推進＞ 

 水田の保全 

・水田保全承認面積：1.1ha 

[実施箇所] 小机町、新羽町、箕輪町 
 

 特定農業用施設保全契約の締結 

・農業用施設用地に対する固定資産税等の軽減を図る契約の締結：１件 

[平成29年度] 1件 小机町 
 

 農景観を良好に維持する取組の推進 

・地域の農地管理を行う団体への支援：15.7ha（1団体） 

[実施箇所] 新羽大熊農業専用地区協議会（港北区・都筑区） 

・共同利用設備の整備：2件 

[平成29年度] 2件 高田町、新羽町 
 

 多様な主体による農地の利用促進 

・6年以上の長期貸付を開始した農地：2.1ha 

[平成26年度] 0.3ha 高田町 

[平成27年度] 0.3ha 高田町、小机町 

[平成28年度] 0.7ha 高田町、鳥山町、新羽町 

[平成29年度] 0.8 ha 高田町、新羽町 
 

 様々なニーズに合わせた農園の開設 

・収穫体験農園の開設支援：0.29ha 

[平成27年度] 0.1ha 新羽町 

[平成29年度] 0.19ha 新羽町（2件） 

・市民農園の開設支援：0.65ha 

[平成26年度] 0.3ha 高田町（2件） 

[平成27年度] 0.22ha 新羽町 

[平成28年度] 0.13ha 新吉田町、新羽町 

・農園付公園の整備：１か所 

[平成26年度] 1か所（1.0ha） 師岡町梅の丘公園 
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＜地産地消の推進＞ 

 地産地消にふれる機会の拡大 

・直売所等の支援：7件 

[平成27年度] 2件 新羽町（２件） 

[平成28年度] 3件 小机町（２件）、新吉田東 

[平成29年度] 2件 新羽町（２件） 
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■ 市民が実感できる緑をつくる 

＜市民が実感できる緑を創出する取組の推進＞ 
 

名木古木の保存 

・名木古木の新規指定：22本 

[平成26年度] 6本 篠原町（4本）、鳥山町（2本） 

[平成29年度] 16本 篠原町（16本） 

・名木古木指定樹木の維持管理に対する助成：12本 

[平成26年度] 3本 下田町三丁目、高田町（２本） 

[平成28年度] 4本 菊名五丁目、小机町（２本）、新吉田町 

[平成29年度] 5本 篠原町（2本）、下田町三丁目（2本）、高田町 
 

 人生記念樹の配布 

・人生記念樹の配布：2,102本 

[平成26年度] 495本 

[平成27年度] 542本 

[平成28年度] 530本 

[平成29年度] 535本 
 

 公共施設・公有地での緑の創出・管理 

・緑の創出：4か所 

[平成27年度] 1か所 菊名コミュニティハウス、 

[平成28年度] 3か所 岸根町歩道植樹帯、港北スポーツセンター、綱島公園こどもロ

グハウス 

・創出した緑の維持管理：のべ33か所 

[平成26年度] 15か所 菊名地区センター、篠原地区センター、城郷小机地区センター、

綱島地区センター、新田地区センター、日吉地区センターほか 

[平成27年度] 15か所 新吉田地域ケアプラザ、樽町地域ケアプラザ、日吉本町地域ケ

アプラザ、大豆戸地域ケアプラザ、港北スポーツセンター、横浜ラポー

ルほか 

[平成28年度] 2か所 菊名コミュニティハウス、港北土木事務所 

[平成29年度] 1か所 港北土木事務所 
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 いきいきとした街路樹づくり 

・街路樹の計画的なせん定等：のべ104路線 

[平成26年度] 6路線 

[平成27年度] 7路線 

[平成28年度] 6路線 

[平成29年度] 85路線 
 

 
＜緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進＞ 

 地域緑のまちづくり 

・地域緑のまちづくりによる地域緑化の推進：2地区 

[平成24-28年度] 1地区 錦が丘地区 

[平成28-30年度] 1地区 大倉山つつみ通り地区 
 

 保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出 

・緑の創出：7か所 

[平成26年度] 3か所 大倉山保育園、第二尚花愛児園、パレット保育園・大豆戸 

[平成27年度] 1か所 新羽どろんこ保育園 

[平成28年度] 1か所 木下の保育園 綱島東 

[平成29年度] 2か所 太尾保育園、綱島小学校 

・芝生等の維持管理：のべ79か所 

[平成26年度] 41か所 大曽根保育園、港北保育園、菊名保育園、太尾保育園、南日吉

保育園、箕輪保育園、大綱中学校、城郷中学校、高田中学校、樽町中学

校、新羽中学校、日吉台中学校ほか 

[平成27年度] 33か所 大綱小学校、菊名小学校、北綱島小学校、駒林小学校、篠原小

学校、篠原西小学校、新吉田小学校、新吉田第二小学校、綱島小学校、

新田小学校、新羽小学校、日吉南小学校、太尾小学校、師岡小学校、矢

上小学校ほか 

[平成28年度] 3か所 おおくらやまえきまえのぞみ保育園、第二尚花愛児園、高田東

小学校 

[平成29年度] 2か所 第二尚花愛児園、高田東小学校 
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横浜みどりアップ計画 ４か年の成果と実績 

緑区 
  

緑地保全制度による指定の拡大 

32.9ha 
様々な市民ニーズに合わせた農園の開設 

1.4ha 
地域緑のまちづくり 

7 地区 
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■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■ 市民が実感できる緑をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特別緑地保全地区／長津田町長月地区 

緑地保全制度による新規指定 

 

新治市民の森 

 

 

緑区庁舎 

公共施設・公有地での緑の創出・管理 

 

三保町宮根地区 

地域緑のまちづくり 

 

長津田町 

水田の保全 

 

十日市場町（地下貯水槽の設置） 

水源確保施設整備 
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■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

＜樹林地の確実な保全の推進＞ 

 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等 

・特別緑地保全地区：21.7ha 

[平成26年度] 4.5ha 北八朔町北地区、三保町東谷地区、三保町杉沢堰地区 

[平成27年度] 10.4ha 北八朔町中地区、北八朔町南地区、十日市場町笹山地区、長

津田町深田地区、三保地区、三保町杉沢地区 

[平成28年度] 2.6ha 寺山町本谷地区、長津田町馬ノ背地区、北八朔町北地区（指定

拡大）、北八朔町南地区（指定拡大） 

[平成29年度] 4.2ha 天神の杜地区（指定拡大）、長津田町長月地区、三保地区（指定

拡大） 

・市民の森：2.5ha 

[平成26年度] 0.4ha 新治市民の森（指定拡大） 

[平成28年度] 0.1ha 三保市民の森（指定拡大）、新治市民の森（指定拡大） 

[平成29年度] 2.0ha （仮称）台村市民の森 

・緑地保存地区：2.2ha 

[平成26年度] 1.9ha 竹山二丁目、竹山四丁目 

[平成28年度] 0.2ha 長津田七丁目 

[平成29年度] 0.1ha 台村町 

・源流の森保存地区：6.5ha 

[平成26年度] 1.7ha 北八朔町、寺山町、長津田町 

[平成27年度] 0.7ha 台村町、寺山町 

[平成28年度] 2.5ha 長津田町、新治町（2件）、三保町 

[平成29年度] 1.6ha 小山町、長津田町 
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■土地所有者の不測の事態等による土地の買取り 

・特別緑地保全地区：計12地区 

[平成26年度] 2地区 鴨居四丁目地区、西八朔町藤林地区 

[平成27年度] 3地区 北八朔町中地区、三保町杉沢地区、三保町東谷地区 

[平成28年度] 6地区 北八朔町中地区、北八朔町南地区、寺山町本谷地区、十日市場

町笹山地区、長津田町深田地区、三保地区 

[平成29年度] 5地区 鴨居原地区、北八朔町中地区、北八朔町南地区、長津田町馬ノ

背地区、三保地区 

・市民の森、ふれあいの樹林等：計1地区 

[平成26年度] 1地区 新治市民の森 

[平成28年度] 1地区 新治市民の森 

[平成29年度] 1地区 新治市民の森 
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＜良好な森を育成する取組の推進＞ 

 森づくりガイドライン等を活用した森の育成 

■森づくりガイドライン等を活用した維持管理 

・樹林地：のべ36か所 

[平成26年度] 8か所 天神の杜特別緑地保全地区、鴨居原市民の森、新治市民の森、

三保市民の森、上山ふれあいの樹林、長津田みなみ台二丁目緑地、三保

中道緑地、三保不動緑地 

[平成27年度] 9か所 上山・白山特別緑地保全地区、天神の杜特別緑地保全地区、鴨

居原市民の森、新治市民の森、三保市民の森、上山ふれあいの樹林、長

津田みなみ台二丁目緑地、三保中道緑地、三保不動緑地 

[平成28年度] 10か所 上山・白山特別緑地保全地区、天神の杜特別緑地保全地区、三

保特別緑地保全地区、鴨居原市民の森、新治市民の森、三保市民の森、

上山ふれあいの樹林、長津田みなみ台二丁目緑地、三保中道緑地、三保

不動緑地 

[平成29年度] 9か所 上山・白山特別緑地保全地区、天神の杜特別緑地保全地区、鴨

居原市民の森、新治市民の森、三保市民の森、上山ふれあいの樹林、長

津田みなみ台二丁目緑地、三保中道緑地、三保不動緑地 

・公園：のべ7か所 

[平成26年度] 1か所 北八朔公園 

[平成27年度] 2か所 北八朔公園、玄海田公園 

[平成28年度] 2か所 北八朔公園、玄海田公園 

[平成29年度] 2か所 北八朔公園、玄海田公園 
 

■保全管理計画の策定 

・公園：2か所 

[平成26年度] 2か所 北八朔公園、玄海田公園 

 指定された樹林地における維持管理の支援 

・緑地保全制度に指定している民有樹林地の維持管理の助成：30件 

[平成26年度] 8件 鴨居四丁目、北八朔町、寺山町（2件）、長津田町、東本郷六丁目、

三保町（2件） 

[平成27年度] 9件 北八朔町（2件）、小山町、寺山町（2件）、長津田町（2件）、東本

郷四丁目、三保町 

[平成28年度] 7件 寺山町（2件）、長津田町、新治町、白山二丁目、東本郷一丁目、

三保町 

[平成29年度] 6件 鴨居四丁目、長津田七丁目、新治町、東本郷六丁目、三保町（2件） 
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 生物多様性に配慮した防災性・安全性の向上 

・法面の整備：１か所 

[平成27年度] 1か所 上山・白山特別緑地保全地区 
 

 間伐材の有効利用 

・チッパーの貸し出し：6回 

[平成27年度] 5回 新治市民の森、鴨居原市民の森 

[平成29年度] 1回 鴨居原市民の森 
 

 森に関する情報発信 

・ウェルカムセンターの運営：１館 

[実施箇所] 新治里山公園にいはる里山交流センター 
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■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

＜農に親しむ取組の推進＞ 

 水田の保全 

・水田保全承認面積：36.0ha 

[実施箇所] いぶき野、北八朔町、小山町、十日市場町、長津田町、新治町、西八朔町、

三保町 

・水源確保施設整備：5か所 

[平成26年度] 1か所 小山西八朔用水組合 

[平成28年度] 2か所 小山西八朔用水組合、十日市場農業専用地区協議会 

[平成29年度] 2か所 小山西八朔用水組合、田奈地区・水利耕作組合連絡協議会（柳

町水利組合） 
 

 特定農業用施設保全契約の締結 

・農業用施設用地に対する固定資産税等の軽減を図る契約の締結：2件 

[平成26年度] 1件 長津田町 

[平成27年度] 1件 鴨居四丁目                                                      
 
 

 農景観を良好に維持する取組の推進 

・地域の農地管理を行う団体への支援：128.3ha（12団体） 

[実施箇所] 御嶽堂水利組合、向原地区畑地かんがい組合、長津田後谷戸耕作組合、新

林水利組合、柳町水利組合、新治町水利組合、十日市場農業専用地区協議

会、鴨居東本郷農業専用地区協議会、長津田台農業専用地区協議会、小山

西八朔用水組合、北八朔農業専用地区協議会、岡部谷戸水利組合 

・田園景観保全水路整備：1地区 

[平成28年度] 1地区 新治町水利組合 

・共同利用設備の整備：１件 

[平成28年度] 1件 長津田町 
 

 多様な主体による農地の利用促進 

・6年以上の長期貸付を開始した農地：6.6ha 

[平成26年度] 0.1ha 北八朔町、小山町 

[平成27年度] 0.9ha 北八朔町、十日市場町、長津田町、新治町 

[平成28年度] 3.3ha いぶき野、鴨居町、小山町、長津田町、新治町、東本郷町 

[平成29年度] 2.3ha 小山町、十日市場町、長津田町、新治町、西八朔町、東本郷町 
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 様々なニーズに合わせた農園の開設 

・収穫体験農園の開設支援：0.91ha 

[平成27年度] 0.10ha 北八朔町 

[平成28年度] 0.53ha 小山町、東本郷町 

[平成29年度] 0.28ha 北八朔町（2件）、東本郷町 

・市民農園の開設支援：0.52ha 

[平成26年度] 0.25ha 北八朔町、西八朔町（2件） 

[平成27年度] 0.11ha 北八朔町、小山町 

[平成28年度] 0.16ha 小山町、十日市場町 
 

 

＜地産地消の推進＞ 

 地産地消にふれる機会の拡大 

・直売所等の支援：4件 

[平成27年度] 3件 鴨居二丁目、北八朔町（2件） 

[平成28年度] 1件 北八朔町 

・青空市運営支援：6件 

[平成26年度] 1件 横浜農協長津田支店前 

[平成27年度] 2件 横浜農協長津田支店前、北八朔上自治会館前広場 

[平成28年度] 2件 横浜農協長津田支店前、北八朔上自治会館前広場 

[平成29年度] 1件 北八朔上自治会館前広場 
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■ 市民が実感できる緑をつくる 

＜市民が実感できる緑を創出する取組の推進＞ 
 

民有地における緑化の助成 

・緑化の助成：１件 

[平成28年度] 1件 鴨居五丁目 
 

 建築物緑化保全契約の締結（建築物の敷地に対する固定資産税等の軽減） 

・基準以上の緑化に対する固定資産税等の軽減を図る契約の締結：１件 

[平成27年度] 1件 三保町 
 

 名木古木の保存 

・名木古木指定樹木の維持管理に対する助成：10本 

[平成26年度] 5本 長津田町（5本） 

[平成27年度] 3本 長津田町、新治町（2本）  

[平成28年度] 2本 小山町、西八朔町  
 

 人生記念樹の配布 

・人生記念樹の配布：1,712本 

[平成26年度] 459本 

[平成27年度] 449本 

[平成28年度] 418本 

[平成29年度] 386本 
 

 

公共施設・公有地での緑の創出・管理 

・緑の創出：3か所 

[平成26年度] 1か所 森の台１号雨水調整池 

[平成29年度] 2か所 緑区庁舎、十日市場駅前広場（南口） 

・創出した緑の維持管理：のべ2か所 

[平成26年度] 1か所 緑区庁舎 

[平成28年度] 1か所 緑区庁舎 
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 いきいきとした街路樹づくり 

・街路樹の計画的なせん定等：のべ35路線 

[平成26年度] 2路線 

[平成27年度] 6路線 

[平成28年度] 8路線 

[平成29年度] 19路線 
 

 
＜緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進＞ 

 地域緑のまちづくり 

・地域緑のまちづくりによる地域緑化の推進：7地区 

[平成26-28年度] 1地区 竹山三丁目地区 

[平成27-39年度] 2地区 東本郷地区、霧の里地区 

[平成28-30年度] 2地区 鴨居・白山一丁目地区、三保町宮根地区 

[平成29-31年度] 2地区 霧が丘六丁目地区、武蔵中山台地区 
 

 保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出 

・緑の創出：7か所 

[平成26年度] 3か所 明日葉保育園長津田園、鴨居保育園、森の台保育園 

[平成27年度] 2か所 鴨居保育園、新治小学校 

[平成28年度] 2か所 おひさますまいる保育園、長津田第二小学校 

・芝生等の維持管理：のべ6か所 

[平成26年度] 1か所 鴨居保育園 

[平成27年度] 1か所 鴨居保育園 

[平成28年度] 2か所 明日葉保育園長津田園、鴨居保育園 

[平成29年度] 2か所 おひさますまいる保育園、鴨居保育園 
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横浜みどりアップ計画 ４か年の成果と実績 

青葉区 
  

緑地保全制度による指定の拡大 

45.3ha 
様々な市民ニーズに合わせた農園の開設 

2.1ha 
地域緑のまちづくり 

2 地区 
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■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■ 市民が実感できる緑をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特別緑地保全地区／鉄町下ノ谷戸地区 

緑地保全制度による新規指定 

 

特別緑地保全地区／恩田東部地区 

 

 

江田駅周辺地区 

地域緑のまちづくり 

 

ビオトープ／黒須田小 

 

 

田奈町 

水田の保全 

 

特区農園／たちばな台一丁目 

市民農園の開設支援 
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■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

＜樹林地の確実な保全の推進＞ 

 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等 

・特別緑地保全地区：30.3ha 

[平成26年度] 11.8ha 恩田町地区、恩田町九郎治谷地区、恩田町番匠谷地区、恩田

東部地区（指定拡大）、鉄町冨士塚台地区 

[平成27年度] 7.7ha 恩田東部地区（指定拡大）、鉄町稲荷谷戸地区、奈良町宮ノ谷地

区、元石川町平崎地区、元石川町平崎北地区 

[平成28年度] 6.7ha 恩田町地区（指定拡大）、恩田東部地区（指定拡大）、奈良町神

戸地区、奈良町西ノ谷地区、奈良町宮ノ谷地区 

[平成29年度] 4.1ha 恩田町日影山地区、恩田東部地区（指定拡大）、鉄町下ノ谷戸地

区、桜台地区 

・市民の森：0.3ha 

[平成28年度] 0.3ha （仮称）恩田市民の森（指定拡大） 

・緑地保存地区：3.5ha 

[平成27年度] 1.4ha 荏田北二丁目、荏田町、奈良四丁目 

[平成28年度] 1.8ha 鴨志田町 

[平成29年度] 0.3ha 荏田町（2件） 

・源流の森保存地区：10.6ha 

[平成26年度] 3.8ha 恩田町（3件）、奈良町 

[平成27年度] 1.7ha 恩田町（3件）、鉄町（2件）、奈良町（2件） 

[平成28年度] 2.8ha 恩田町（2件）、寺家町（2件）、奈良町（2件） 

[平成29年度] 2.3ha 恩田町、寺家町（2件） 

・寄附緑地等：0.6ha 

[平成26年度] 0.06ha 奈良町 

[平成28年度] 0.4ha 恩田町、奈良五丁目、元石川町 

[平成29年度] 0.1ha 奈良五丁目 
 

  

４か年事業・取組実績詳細 
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■土地所有者の不測の事態等による土地の買取り 

・特別緑地保全地区：計7地区 

[平成26年度] 2地区 恩田東部地区、寺家地区 

[平成27年度] 5地区 恩田町番匠谷地区、恩田東部地区、鉄町冨士塚台地区、寺家地

区、元石川町平崎地区 

[平成28年度] 2地区 恩田東部地区、奈良町神戸地区 

[平成29年度] 3地区 恩田東部地区、寺家地区、奈良町宮ノ谷地区 

・市民の森・ふれあいの樹林：計1地区 

[平成29年度] 1地区 恩田市民の森 
 

 
 

＜良好な森を育成する取組の推進＞ 

 森づくりガイドライン等を活用した森の育成 

■森づくりガイドライン等を活用した維持管理 

・樹林地：のべ16か所 

[平成26年度] 4か所 寺家ふるさとの森、もえぎ野ふれあいの樹林、恩田緑地、榎が

丘緑地 

[平成27年度] 4か所 寺家ふるさとの森、もえぎ野ふれあいの樹林、恩田緑地、榎が

丘緑地 

[平成28年度] 4か所 寺家ふるさとの森、もえぎ野ふれあいの樹林、恩田緑地、榎が

丘緑地 

[平成29年度] 4か所 寺家ふるさとの森、もえぎ野ふれあいの樹林、恩田緑地、榎が

丘緑地 
 
■保全管理計画の策定 

・樹林地：１か所 

[平成26年度] 1か所 もえぎ野ふれあいの樹林 
 

 指定された樹林地における維持管理の支援 

・緑地保全制度に指定している民有樹林地の維持管理の助成：25件 

[平成26年度] 8件 荏田町（2件）、恩田町（2件）、大場町、鉄町、寺家町、奈良四丁

目 

[平成27年度] 5件 荏子田二丁目、恩田町、寺家町（2件）、奈良町 

[平成28年度] 7件 恩田町（3件）、奈良町（3件）、もえぎ野 

[平成29年度] 5件 荏田北二丁目、恩田町、鴨志田町、寺家町、奈良四丁目 
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 間伐材の有効利用 

・チッパーの貸し出し：7回 

[平成26年度] 4回 もえぎ野ふれあいの樹林 

[平成27年度] 2回 もえぎ野ふれあいの樹林 

[平成29年度] 1回 もえぎ野ふれあいの樹林 
 

 森に関する情報発信 

・ウェルカムセンターの運営：１館 

[実施箇所] 寺家ふるさと村四季の家 
 

 
 
 

■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

＜農に親しむ取組の推進＞ 

 水田の保全 

・水田保全承認面積：37.8ha  

[実施箇所] 市ケ尾町、荏田町、大場町、恩田町、上谷本町、鉄町、寺家町、下谷本町、

田奈町、奈良町 

・水源確保施設整備：2か所 

[平成27年度] 1か所 田奈地区水利・耕作組合連絡協議会（じじ池水利組合） 

[平成29年度] 1か所 鉄大場市ヶ尾水利組合 
 

 特定農業用施設保全契約の締結 

・農業用施設用地に対する固定資産税等の軽減を図る契約の締結：6件 

[平成27年度] 1件 あざみ野南一丁目 

[平成28年度] 2件 松風台、大場町 

[平成29年度] 3件 恩田町、黒須田、みたけ台 
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 農景観を良好に維持する取組の推進 

・地域の農地管理を行う団体への支援：99.5ha（16団体） 

[実施箇所] 杉山耕作組合、奈良堰下水利組合、白山谷戸水利組合、鴨志田町上耕地水

利組合、じじ池水利組合、宮前水利組合、苗万坂水利組合、仲居水利組

合、鍛治谷戸耕作組合、下市ケ尾水利組合、上谷本地区農用地利用改善

組合、恩田水利組合、上和田堰水利組合、鉄大場市ヶ尾水利組合、保木

農用地利用改善組合、番匠谷かんがい組合 

・田園景観保全水路整備：２地区 

[平成28年度] 2地区 寺家農用地利用組合、田奈地区水利・耕作組合連絡協議会（杉

山耕作組合） 

・共同利用設備の整備：2件 

[平成29年度] 2件 鉄町、田奈町 
 

 多様な主体による農地の利用促進 

・6年以上の長期貸付を開始した農地：5.7ha 

[平成26年度] 0.8ha 市ケ尾町、恩田町、上谷本町、元石川町 

[平成28年度] 2.0ha 市ケ尾町、恩田町、上谷本町、さつきが丘、寺家町 

[平成29年度] 2.9ha 市ケ尾町、恩田町、上谷本町、鴨志田町、鉄町、さつきが丘、

寺家町、下谷本町、田奈町 
 

 様々なニーズに合わせた農園の開設 

・収穫体験農園の開設支援：0.45ha 

[平成28年度] 0.10ha 鴨志田町 

[平成29年度] 0.35ha 寺家町、奈良町、元石川町（2件） 
 
・市民農園の開設支援：1.65ha 

[平成26年度] 0.80ha 荏子田二丁目、荏子田三丁目、荏田北一丁目、鉄町（2件）、

若草台（2件） 

[平成27年度] 0.41ha 鉄町、下谷本町、元石川町（3件） 

[平成28年度] 0.24ha あかね台一丁目、寺家町（2件） 

[平成29年度] 0.20ha 市ケ尾町、たちばな台一丁目 
 

 
  



５ 各区の実績 

(13) 青葉区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 

 
５-100 

 
■ 市民が実感できる緑をつくる 

＜市民が実感できる緑を創出する取組の推進＞ 

 名木古木の保存 

・名木古木指定樹木の維持管理に対する助成：11本 

[平成26年度] 3本 恩田町、しらとり台（2本） 

[平成27年度] 1本 荏田町 

[平成28年度] 7本 鉄町、田奈町、もえぎ野（５本） 
 

 人生記念樹の配布 

・人生記念樹の配布：4,063本 

[平成26年度] 981本 

[平成27年度] 1,107本 

[平成28年度] 998本 

[平成29年度] 977本 
 

 公共施設・公有地での緑の創出・管理 

・緑の創出：4か所 

[平成26年度] 1か所 奈良地区センター 

[平成27年度] 1か所 奈良地区センター 

[平成28年度] 1か所 青葉区庁舎 

[平成29年度] 1か所 たまプラーザ駅周辺 

・創出した緑の維持管理：のべ12か所 

[平成26年度] 1か所 青葉区庁舎（公会堂） 

[平成27年度] 4か所 青葉区庁舎（公会堂）、青葉消防署、大場みすずが丘地区センタ

ー、鴨志田消防出張所 

[平成28年度] 3か所 青葉区庁舎、青葉消防署、鴨志田消防出張所 

[平成29年度] 4か所 青葉区庁舎、青葉消防署、大場みすずが丘地区センター、鴨志

田消防出張所 
 

 いきいきとした街路樹づくり 

・街路樹の計画的なせん定等：のべ156路線 

[平成26年度] 17路線 

[平成27年度] 28路線 

[平成28年度] 77路線 

[平成29年度] 34路線 
 



５ 各区の実績 

(13) 青葉区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 

 
５-101 

＜緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進＞ 

 地域緑のまちづくり 

・地域緑のまちづくりによる地域緑化の推進：2地区 

[平成26-28年度] 1地区 柿の木台地区 

[平成28-30年度] 1地区 江田駅周辺地区 
 

 保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出 

・緑の創出：12か所 

[平成26年度] 4か所 美しが丘保育園、さつきが丘小学校、藤が丘小学校、鴨志田中

学校 

[平成27年度] 2か所 トイボックスたまプラーザ園、美しが丘東小学校 

[平成28年度] 4か所 愛和太陽幼稚園、もみの木台保育園、美しが丘小学校、つつじ

が丘小学校 

[平成29年度] 2か所 黒須田小学校、つつじが丘小学校 

・芝生等の維持管理：のべ11か所 

[平成26年度] 1か所 鴨志田中学校 

[平成27年度] 2か所 美しが丘保育園、鴨志田中学校 

[平成28年度] 4か所 美しが丘保育園、鉄小学校、つつじが丘小学校、鴨志田中学校 

[平成29年度] 4か所 美しが丘保育園、鉄小学校、つつじが丘小学校、鴨志田中学校 
 

 
 



５ 各区の実績 

(14) 都筑区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-102 

横浜みどりアップ計画 ４か年の成果と実績 

都筑区 
  

緑地保全制度による指定の拡大 

10.1ha 
様々な市民ニーズに合わせた農園の開設 

2.1ha 
地域緑のまちづくり 

2 地区 



５ 各区の実績 

(14) 都筑区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-103 

 

■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■ 市民が実感できる緑をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源流の森保存地区／東山田町 

緑地保全制度による新規指定 

 

池辺市民の森 

 

 

東山田四丁目地区 

地域緑のまちづくり 

 

牛久保西地区 

地域緑のまちづくり 

 

折本町（折本農業専用地区協議会） 

地域の農地管理を行う団体への支援 

 

特区農園／池辺町 

市民農園の開設支援 

 



５ 各区の実績 

(14) 都筑区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-104 

 

 

■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

＜樹林地の確実な保全の推進＞ 

 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等 

・特別緑地保全地区：0.8ha 

[平成26年度] 0.5ha 大棚町地区 

[平成28年度] 0.3ha 池辺町滝ケ谷戸地区（指定拡大） 

・市民の森：0.9ha 

[平成26年度] 0.5ha 池辺市民の森（指定拡大） 

[平成27年度] 0.4ha 池辺市民の森（指定拡大） 

・緑地保存地区：4.6ha 

[平成26年度] 0.3ha 荏田東四丁目、北山田七丁目 

[平成27年度] 4.1ha 北山田三丁目、茅ケ崎東三丁目、中川二丁目、仲町台五丁目、

東山田三丁目、東山田四丁目、南山田一丁目 

[平成28年度] 0.2ha 茅ケ崎南二丁目 

・源流の森保存地区：3.5ha 

[平成26年度] 1.0ha 池辺町、勝田町 

[平成27年度] 0.6ha 池辺町、勝田町、東方町 

[平成28年度] 1.3ha 荏田南町、折本町 

[平成29年度] 0.6ha 東方町（２件）、東山田町 

・寄附緑地等：0.3ha 

[平成26年度] 0.3ha 大棚町 

■土地所有者の不測の事態等による土地の買取り 

・特別緑地保全地区：計2地区 

[平成26年度] 2地区 池辺町滝ケ谷戸地区、池辺町八所谷戸地区 

[平成27年度] 1地区 池辺町滝ケ谷戸地区 

[平成28年度] 1地区 池辺町滝ケ谷戸地区 
 

 
  

４か年事業・取組実績詳細 
 



５ 各区の実績 

(14) 都筑区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-105 

＜良好な森を育成する取組の推進＞ 

 森づくりガイドライン等を活用した森の育成 

■森づくりガイドライン等を活用した維持管理 

・樹林地：のべ16か所 

[平成26年度] 3か所 川和特別緑地保全地区、川和緑地、茅ケ崎緑地 

[平成27年度] 4か所 川和特別緑地保全地区、川和市民の森、川和緑地、茅ケ崎緑地 

[平成28年度] 4か所 池辺町八所谷戸特別緑地保全地区、川和市民の森、川和緑地、

茅ケ崎緑地 

[平成29年度] 5か所 池辺町八所谷戸特別緑地保全地区、池辺市民の森、川和市民の

森、川和緑地、茅ケ崎緑地 

・公園：のべ15か所 

[平成26年度] 3か所 鴨池公園、葛ケ谷公園、鳥山公園 

[平成27年度] 1か所 鴨池公園 

[平成28年度] 2か所 牛久保公園、茅ケ崎公園 

[平成29年度] 9か所 大塚・歳勝土遺跡公園、鴨池公園、葛ケ谷公園、せきれいのみ

ち、茅ケ崎公園、都筑中央公園、東方公園、東山田公園、ゆうばえのみ

ち 
 
■保全管理計画の策定 

・樹林地：1か所 

[平成29年度] 1か所 川和市民の森 

・公園：4か所 

[平成26年度] 1か所 鴨池公園 

[平成27年度] 1か所 茅ケ崎公園 

[平成28年度] 2か所 大塚・歳勝土遺跡公園、都筑中央公園 
 

 指定された樹林地における維持管理の支援 

・緑地保全制度に指定している民有樹林地の維持管理の助成：32件 

[平成26年度] 12件 荏田東二丁目、荏田東三丁目、荏田南一丁目、大棚西、折本町（2

件）、加賀原二丁目、北山田七丁目、佐江戸町、新栄町、茅ケ崎南四丁目、

仲町台三丁目 

[平成27年度] 5件 大熊町、大丸、勝田町、川和町、東方町 

[平成28年度] 4件 大棚町、勝田町、佐江戸町、茅ケ崎南四丁目 

[平成29年度] 11件 池辺町（3件）、荏田南町、荏田東二丁目、荏田南一丁目（2件）、

大丸、北山田七丁目、茅ケ崎南四丁目、仲町台三丁目 
 

  



５ 各区の実績 

(14) 都筑区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-106 

 間伐材の有効利用 

・チッパーの貸し出し：7回 

[平成26年度] 2回 茅ケ崎公園 

[平成27年度] 2回 茅ケ崎公園 

[平成28年度] 2回 茅ケ崎公園 

[平成29年度] 1回 茅ケ崎公園 
 

 
■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

＜農に親しむ取組の推進＞ 

 水田の保全 

・水田保全承認面積：5.9ha  

[実施箇所] 荏田東町、荏田南町、大熊町、川向町、中川四丁目 
 

 特定農業用施設保全契約の締結 

・農業用施設用地に対する固定資産税等の軽減を図る契約の締結：１件 

[平成27年度] 1件 川向町 
 

 農景観を良好に維持する取組の推進 

・地域の農地管理を行う団体への支援：127.5ha（9団体） 

[実施箇所] 新羽大熊農業専用地区協議会（港北区・都筑区）、大熊下水利組合、荏田中

川水利組合、佐江戸宮原農用地利用改善組合、横浜市都筑区東方西部土地

改良区、川向水利組合、折本農業専用地区協議会、横浜市都筑区東方北部

土地改良区、横浜市都筑区都田第一土地改良区 
 

 多様な主体による農地の利用促進 

・6年以上の長期貸付を開始した農地：5.7ha  

[平成26年度] 0.5ha 池辺町、折本町、東方町 

[平成27年度] 0.7ha 池辺町、佐江戸町、東方町 

[平成28年度] 2.5ha 池辺町、大熊町、折本町、東方町 

[平成29年度] 2.0ha 池辺町、荏田南町、大熊町、折本町、川和町、東方町 
 

  



５ 各区の実績 

(14) 都筑区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-107 

 様々なニーズに合わせた農園の開設 

・収穫体験農園の開設支援：0.31ha 

[平成26年度] 0.04ha 折本町 

[平成27年度] 0.06ha 池辺町、東方町 

[平成29年度] 0.21ha 中川三丁目、東方町（2件） 

・市民農園の開設支援：0.74ha 

[平成27年度] 0.07ha 大棚町 

[平成28年度] 0.16ha 池辺町、南山田町（２件） 

[平成29年度] 0.51ha 池辺町（２件）、佐江戸町 

・農園付公園の整備：１か所（1.0ha） 

[平成27年度] 1か所（1.0ha） 大棚杉の森ふれあい公園 
 

 
＜地産地消の推進＞ 

 地産地消にふれる機会の拡大 

・直売所等の支援：１件 

[平成27年度] 1件 仲町台四丁目 
 

 
 

■ 市民が実感できる緑をつくる 

＜市民が実感できる緑を創出する取組の推進＞ 

 民有地における緑化の助成 

・緑化の助成：１件 

[平成27年度] 1件 早渕二丁目 
 

 建築物緑化保全契約の締結（建築物の敷地に対する固定資産税等の軽減） 

・基準以上の緑化に対する固定資産税等の軽減を図る契約の締結：１件 

[平成27年度] 1件 荏田南二丁目 
 

  



５ 各区の実績 

(14) 都筑区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-108 

 名木古木の保存 

・名木古木の新規指定：５本 

[平成26年度] 5本 池辺町（2本）、川和町、佐江戸町（2本） 

・名木古木指定樹木の維持管理に対する助成：10本 

[平成26年度] 3本 佐江戸町（2本）、仲町台 

[平成27年度] 1本 大棚町 

[平成28年度] 3本 池辺町、大棚町、茅ケ崎中央 

[平成29年度] 3本 茅ケ崎三丁目、東方町（2本） 
 

 人生記念樹の配布 

・人生記念樹の配布：1,950本 

[平成26年度] 500本 

[平成27年度] 481本 

[平成28年度] 495本 

[平成29年度] 474本 
 

 公共施設・公有地での緑の創出・管理 

・緑の創出：1か所 

[平成27年度] 1か所 横浜国際プール 

・創出した緑の維持管理：のべ20か所 

[平成26年度] 5か所 都筑区庁舎、中川西地区センター、仲町台地区センター、大熊

スポーツ会館、都筑区芸術活動場（都筑の文化 夢スタジオ） 

[平成27年度] 4か所 都筑区庁舎、中川西地区センター、仲町台地区センター、大熊

スポーツ会館 

[平成28年度] 5か所 都筑区庁舎、中川西地区センター、仲町台地区センター、大熊

スポーツ会館、都筑区芸術活動場（都筑の文化 夢スタジオ） 

[平成29年度] 6か所 大熊スポーツ会館、北山田地区センター、都筑区庁舎、都筑の

文化夢スタジオ、中川西地区センター、仲町台地区センター 
  

 いきいきとした街路樹づくり 

・街路樹の計画的なせん定等：のべ81路線 

[平成26年度] 8路線 

[平成27年度] 14路線 

[平成28年度] 13路線 

[平成29年度] 46路線 
 
 

 



５ 各区の実績 

(14) 都筑区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-109 

＜緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進＞ 

 地域緑のまちづくり 

・地域緑のまちづくりによる地域緑化の推進：2地区 

[平成25-29年度] 1地区 牛久保西地区 

[平成28-30年度] 1地区 東山田四丁目地区 
 

 保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出 

・緑の創出：10か所 

[平成26年度] 5か所 大熊保育園、キッズフォレ東山田、パレット保育園・牛久保西、

ブライト保育園横浜佐江戸、茅ケ崎中学校 

[平成28年度] 3か所 都筑小学校、南山田小学校、川和中学校 

[平成29年度] 2か所 中川西保育園、中川西小学校 

・芝生等の維持管理：のべ12か所 

[平成26年度] 3か所 大熊保育園、茅ケ崎南保育園、みどり保育園 

[平成27年度] 3か所 大熊保育園、茅ケ崎南保育園、みどり保育園 

[平成28年度] 3か所 大熊保育園、茅ケ崎南保育園、みどり保育園 

[平成29年度] 3か所 大熊保育園、茅ケ崎南保育園、みどり保育園 
 

 
 



５ 各区の実績 

(15) 戸塚区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-110 

横浜みどりアップ計画 ４か年の成果と実績 

戸塚区 

 

 
  

緑地保全制度による指定の拡大 

18.5ha 
様々な市民ニーズに合わせた農園の開設 

2.8ha 
地域緑のまちづくり 

2 地区 



５ 各区の実績 

(15) 戸塚区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-111 

 

■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■ 市民が実感できる緑をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特別緑地保全地区／東俣野町地区 

緑地保全制度による新規指定 

 

舞岡ふるさとの森 

 

 

宇田川 

公共施設・公有地での緑の創出・管理 

 

小雀小学校 

 

 

舞岡町 

水田の保全 

 

 

地域の農地管理を行う団体への支援 

 



５ 各区の実績 

(15) 戸塚区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-112 

 

 

■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

＜樹林地の確実な保全の推進＞ 

 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等 

・特別緑地保全地区：3.1ha 

[平成26年度] 1.4ha 下倉田町地区 

[平成29年度] 1.7ha 名瀬・上矢部地区、東俣野町地区 

・市民の森：3.9ha 

[平成26年度] 2.8ha （仮称）名瀬・上矢部市民の森（指定拡大）、舞岡ふるさとの森

（指定拡大） 

[平成27年度] 1.1ha （仮称）名瀬・上矢部市民の森（指定拡大） 

・緑地保存地区：2.3ha 

[平成26年度] 0.7ha 上矢部町、名瀬町、前田町 

[平成27年度] 1.2ha 上倉田町（2件）、上矢部町、戸塚町、舞岡町 

[平成28年度] 0.3ha 秋葉町、上柏尾町、戸塚町、原宿三丁目 

[平成29年度] 0.1ha 柏尾町、上矢部町 

・源流の森保存地区：9.2ha 

[平成26年度] 1.5ha 小雀町、舞岡町（6件） 

[平成27年度] 4.8ha 小雀町、戸塚町（3件）、東俣野町、深谷町、舞岡町（2件） 

[平成28年度] 0.8ha 舞岡町 

[平成29年度] 2.1ha 汲沢町（2件）、名瀬町 

■土地所有者の不測の事態等による土地の買取り 

・特別緑地保全地区：計3地区 

[平成27年度] 1地区 下倉田町地区 

[平成28年度] 2地区 下倉田町地区、汲沢四丁目地区 

[平成29年度] 2地区 汲沢四丁目地区、舞岡町地区 

・市民の森、ふれあいの樹林等：計3地区 

[平成26年度] 1地区 深谷市民の森 

[平成27年度] 2地区 深谷市民の森、舞岡ふるさとの森 

[平成28年度] 1地区 舞岡ふるさとの森 

[平成29年度] 1地区 上矢部ふれあいの樹林 
 

 
  

４か年事業・取組実績詳細 
 



５ 各区の実績 

(15) 戸塚区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-113 

＜良好な森を育成する取組の推進＞ 

 森づくりガイドライン等を活用した森の育成 

■森づくりガイドライン等を活用した維持管理 

・樹林地：のべ42か所 

[平成26年度] 10か所 名瀬北特別緑地保全地区、俣野特別緑地保全地区、ウイトリッ

ヒの森、（仮称）名瀬・上矢部市民の森、深谷市民の森、舞岡ふるさとの

森、まさかりが淵市民の森、上矢部ふれあいの樹林、富塚八幡緑地、舞

岡町緑地 

[平成27年度] 10か所 名瀬北特別緑地保全地区、俣野特別緑地保全地区、ウイトリッ

ヒの森、深谷市民の森、（仮称）名瀬・上矢部市民の森、舞岡ふるさとの

森、まさかりが淵市民の森、上矢部ふれあいの樹林、富塚八幡緑地、舞

岡町緑地 

[平成28年度] 11か所 名瀬北特別緑地保全地区、舞岡特別緑地保全地区、俣野特別緑

地保全地区、ウイトリッヒの森、深谷市民の森、（仮称）名瀬・上矢部市

民の森、舞岡ふるさとの森、まさかりが淵市民の森、上矢部ふれあいの

樹林、富塚八幡緑地、舞岡町緑地 

[平成29年度] 11か所 名瀬北特別緑地保全地区、舞岡特別緑地保全地区、俣野特別緑

地保全地区、ウイトリッヒの森、深谷市民の森、（仮称）名瀬・上矢部市

民の森、舞岡ふるさとの森、まさかりが淵市民の森、上矢部ふれあいの

樹林、富塚八幡緑地、舞岡町緑地 

・公園：のべ7か所 

[平成26年度] 3か所 白旗山公園、平戸みはらし公園、宮谷西公園 

[平成27年度] 2か所 小雀公園、舞岡公園 

[平成28年度] 1か所 舞岡公園 

[平成29年度] 1か所 舞岡公園 
 
■保全管理計画の策定 

・樹林地：2か所 

[平成28年度] 1か所 名瀬北特別緑地保全地区 

[平成29年度] 1か所 まさかりが淵市民の森 
 

 
  



５ 各区の実績 

(15) 戸塚区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-114 

 指定された樹林地における維持管理の支援 

・緑地保全制度に指定している民有樹林地の維持管理の助成：52件 

[平成26年度] 18件 影取町、柏尾町（3件）、上矢部町、川上町、汲沢四丁目、小雀

町（2件）、下倉田町、戸塚町（2件）、平戸三丁目、平戸五丁目、平戸町

（2件）、舞岡町（2件） 

[平成27年度] 17件 柏尾町、上柏尾町、上矢部町、川上町、汲沢町（2件）、小雀町

（3件）、戸塚町、平戸三丁目、平戸町、深谷町、舞岡町（2件）、前田町、

南舞岡四丁目 

[平成28年度] 6件 柏尾町、戸塚町、平戸町、舞岡町（2件）、俣野町 

[平成29年度] 11件 秋葉町、柏尾町、上矢部町、小雀町、戸塚町、平戸三丁目、平戸

五丁目、舞岡町（4件） 
 

 生物多様性に配慮した防災性・安全性の向上 

・法面の整備：3か所 

[平成28年度] 2か所 舞岡ふるさとの森、舞岡特別緑地保全地区 

[平成29年度] 1か所 舞岡ふるさとの森 
 

 森に関する情報発信 

・ウェルカムセンターの運営：１館 

[実施箇所] 舞岡ふるさと村虹の家 
 

 
  



５ 各区の実績 

(15) 戸塚区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-115 

 
■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

＜農に親しむ取組の推進＞ 

 水田の保全 

・水田保全承認面積：9.7ha  

[実施箇所] 小雀町、東俣野町、深谷町、舞岡町、吉田町 
 

 特定農業用施設保全契約の締結 

・農業用施設用地に対する固定資産税等の軽減を図る契約の締結：17件 

[平成26年度] 4件 東俣野町（3件）、舞岡町 

[平成27年度] 6件 影取町、汲沢町、東俣野町（2件）、深谷町、舞岡町 

[平成28年度] 5件 汲沢町、小雀町、東俣野町（2件）、俣野町 

[平成29年度] 2件 東俣野町、舞岡町 
 

 農景観を良好に維持する取組の推進 

・地域の農地管理を行う団体への支援：56.4ha（４団体） 

[実施箇所] 横浜市戸塚区平戸農業専用地区協議会、横浜市戸塚区小雀農業専用地区協

議会、横浜市舞岡農業専用地区協議会、東俣野水利組合 

・田園景観保全水路整備：2地区 

[平成26年度] 1地区 東俣野水利組合 

[平成27年度] 1地区 横浜市舞岡農業専用地区協議会 
 

 多様な主体による農地の利用促進 

・6年以上の長期貸付を開始した農地：3.8ha 

[平成26年度] 0.7ha 小雀町、東俣野町、舞岡町、俣野町 

[平成27年度] 0.8ha 汲沢町、小雀町、東俣野町、舞岡町、俣野町 

[平成28年度] 0.8ha 小雀町、名瀬町、舞岡町、俣野町 

[平成29年度] 1.5ha 汲沢町、小雀町、東俣野町、舞岡町 
 

  



５ 各区の実績 

(15) 戸塚区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-116 

 様々なニーズに合わせた農園の開設 

・収穫体験農園の開設支援：0.65ha 

[平成26年度] 0.28ha 汲沢六丁目、東俣野町 

[平成27年度] 0.23ha 平戸町 

[平成28年度] 0.06ha 東俣野町、平戸町 

[平成29年度] 0.08ha 影取町 

・市民農園の開設支援：1.63ha 

[平成26年度] 0.41ha 鳥が丘、深谷町（2件） 

[平成27年度] 0.54ha 名瀬町、深谷町（2件）、俣野町 

[平成28年度] 0.68ha 汲沢町、深谷町、舞岡町 

・農園付公園の整備：1か所（0.4ha） 

[平成27年度] 1か所（0.4ha） ハマヤク農園 
 

 
＜地産地消の推進＞ 

 地産地消にふれる機会の拡大 

・直売所等の支援：5件 

[平成26年度] 1件 舞岡町 

[平成27年度] 3件 平戸町、川上町、舞岡町 

[平成29年度] 1件 舞岡町 

・青空市運営支援：4件 

[平成26年度] 1件 東戸塚駅西口セントラルフィットネスクラブ東戸塚第１駐車場 

[平成27年度] 1件 東戸塚駅西口セントラルフィットネスクラブ東戸塚第１駐車場 

[平成28年度] 1件 東戸塚駅西口セントラルフィットネスクラブ東戸塚第１駐車場 

[平成29年度] 1件 東戸塚駅西口セントラルフィットネスクラブ東戸塚第１駐車場 
 

 
  



５ 各区の実績 

(15) 戸塚区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-117 

 
■ 市民が実感できる緑をつくる 

＜市民が実感できる緑を創出する取組の推進＞ 

 建築物緑化保全契約の締結（建築物の敷地に対する固定資産税等の軽減） 

・基準以上の緑化に対する固定資産税等の軽減を図る契約の締結：５件 

[平成27年度] 3件 上倉田町、品濃町（2件） 

[平成28年度] 2件 品濃町、前田町 
 

 名木古木の保存 

・名木古木の新規指定：１本 

[平成27年度] 1本 舞岡町 

・名木古木指定樹木の維持管理に対する助成：8本 

[平成26年度] 2本 品濃町、原宿二丁目 

[平成27年度] 1本 影取町 

[平成28年度] 3本 汲沢町、原宿二丁目（2件） 

[平成29年度] 2本 名瀬町、舞岡町 
 

 人生記念樹の配布 

・人生記念樹の配布：2,936本 

[平成26年度] 676本 

[平成27年度] 731本 

[平成28年度] 707本 

[平成29年度] 822本 
 

 公共施設・公有地での緑の創出・管理 

・緑の創出：1か所 

[平成29年度] 1か所 宇田川 

・創出した緑の維持管理：のべ5か所 

[平成26年度] 2か所 戸塚区庁舎（屋上）、舞岡ふるさと村虹の家 

[平成27年度] 2か所 戸塚区庁舎（屋上）、舞岡ふるさと村虹の家 

[平成28年度] 1か所 舞岡ふるさと村虹の家 
 

  



５ 各区の実績 

(15) 戸塚区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-118 

 いきいきとした街路樹づくり 

・街路樹の計画的なせん定等：のべ20路線 

[平成26年度] 2路線 

[平成27年度] 2路線 

[平成28年度] 2路線 

[平成29年度] 14路線 
 

 
＜緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進＞ 

 地域緑のまちづくり 

・地域緑のまちづくりによる地域緑化の推進：2地区 

[平成23-27年度] 1地区 名瀬たかの台地区 

[平成29-31年度] 1地区 前田町桜の丘地区 
 

 保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出 

・緑の創出：9か所 

[平成26年度] 3か所 倉田小学校、俣野小学校、平戸中学校 

[平成28年度] 2か所 東台幼稚園、大正小学校 

[平成29年度] 4か所 東台幼稚園、ハートの森保育園、小雀小学校、平戸中学校 

・芝生等の維持管理：のべ18か所 

[平成26年度] 4か所 柏尾スマイル保育園、倉田小学校、東戸塚小学校、俣野小学校 

[平成27年度] 5か所 柏尾スマイル保育園、銀杏保育園、倉田小学校、東戸塚小学校、

俣野小学校 

[平成28年度] 5か所 柏尾スマイル保育園、倉田小学校、東戸塚小学校、俣野小学校、

汲沢中学校 

[平成29年度] 4か所 柏尾スマイル保育園、倉田小学校、東戸塚小学校、汲沢中学校 
 

 



５ 各区の実績 

(15) 戸塚区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-119 

 



５ 各区の実績 

(16) 栄区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-120 

横浜みどりアップ計画 ４か年の成果と実績 

栄区 

 
  

緑地保全制度による指定の拡大 

40.7ha 
様々な市民ニーズに合わせた農園の開設 

0.1ha 
地域緑のまちづくり 

1 地区 



５ 各区の実績 

(16) 栄区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-121 

 

■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■ 市民が実感できる緑をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源流の森保存地区／長尾台町 

緑地保全制度による新規指定 

 

上郷九号緑地 

 

 

湘南桂台地区 

地域緑のまちづくり 

 

ビオトープ／飯島小学校 

 

 

上郷町 

水田の保全 

 

田谷町 

多様な主体による農地の利用促進 

 



５ 各区の実績 

(16) 栄区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-122 

 

 

■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

＜樹林地の確実な保全の推進＞ 

 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等 

・特別緑地保全地区：15.1ha 

[平成26年度] 2.4ha 上郷・中野地区（指定拡大） 

[平成27年度] 1.5ha 上郷町瀬上地区 

[平成29年度] 11.2ha 上郷町石原地区、上郷町深田地区 

・市民の森：0.3ha 

[平成26年度] 0.02ha 上郷市民の森（指定拡大） 

[平成27年度] 0.3ha 上郷市民の森（指定拡大）、瀬上市民の森（指定拡大） 

・緑地保存地区：2.5ha 

[平成26年度] 0.2ha 亀井町 

[平成27年度] 0.1ha 小菅ケ谷二丁目 

[平成28年度] 0.1ha 小菅ケ谷三丁目、小菅ケ谷四丁目 

[平成29年度] 2.1ha 飯島町、鍛冶ケ谷町、亀井町、小菅ケ谷二丁目 

・源流の森保存地区：22.8ha 

[平成26年度] 0.5ha 田谷町（2件） 

[平成27年度] 10.4ha 上郷町、田谷町、東上郷町 

[平成28年度] 10.8ha 上郷町、公田町 

[平成29年度] 1.1ha 上郷町（2件）、田谷町、長尾台町（4件） 

・寄附緑地等：0.01ha 

[平成27年度] 0.01ha 小菅ケ谷二丁目 

■土地所有者の不測の事態等による土地の買取り 

・特別緑地保全地区・近郊緑地特別保全地区：計6地区 

[平成26年度] 4地区 飯島町地区、大丸山地区、鍛冶ケ谷地区、公田・荒井沢地区 

[平成27年度] 3地区 円海山地区、上郷・中野地区、公田・荒井沢地区 

[平成28年度] 1地区 上郷・中野地区 

・市民の森、ふれあいの樹林等：１地区 

[平成26年度] 1地区 瀬上市民の森 
 

 
  

４か年事業・取組実績詳細 
 



５ 各区の実績 

(16) 栄区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-123 

＜良好な森を育成する取組の推進＞ 

 森づくりガイドライン等を活用した森の育成 

■森づくりガイドライン等を活用した維持管理 

・樹林地：のべ50か所 

[平成26年度] 12か所 公田近郊緑地特別保全地区、飯島町特別緑地保全地区、上郷・

中野特別緑地保全地区、公田・荒井沢特別緑地保全地区、荒井沢市民の

森、飯島市民の森、鍛冶ケ谷市民の森、上郷市民の森、瀬上市民の森、

小菅ケ谷四丁目緑地、庄戸二丁目緑地、横浜自然観察の森 

[平成27年度] 11か所 公田近郊緑地特別保全地区、上郷・中野特別緑地保全地区、公

田・荒井沢特別緑地保全地区、荒井沢市民の森、飯島市民の森、鍛冶ケ

谷市民の森、上郷市民の森、瀬上市民の森、小菅ケ谷四丁目緑地、庄戸

二丁目緑地、横浜自然観察の森 

[平成28年度] 13か所 公田近郊緑地特別保全地区、上郷・中野特別緑地保全地区、公

田・荒井沢特別緑地保全地区、野七里特別緑地保全地区、荒井沢市民の

森、飯島市民の森、鍛冶ケ谷市民の森、上郷市民の森、瀬上市民の森、

小菅ケ谷緑地、小菅ケ谷四丁目緑地、庄戸二丁目緑地、横浜自然観察の

森 

[平成29年度] 14か所 公田近郊緑地特別保全地区、金井特別緑地保全地区、上郷・中

野特別緑地保全地区、公田・荒井沢特別緑地保全地区、野七里特別緑地

保全地区、荒井沢市民の森、飯島市民の森、鍛冶ケ谷市民の森、上郷市

民の森、瀬上市民の森、小菅ケ谷緑地、小菅ケ谷四丁目緑地、庄戸二丁

目緑地、横浜自然観察の森 

・公園：のべ7か所 

[平成26年度] 1か所 上郷七号緑地 

[平成27年度] 2か所 小菅ケ谷北公園、上郷九号緑地 

[平成28年度] 2か所 小菅ケ谷北公園、上郷九号緑地 

[平成29年度] 2か所 小菅ケ谷北公園、本郷ふじやま公園 
 
■保全管理計画の策定 

・樹林地：2か所 

[平成26年度] 1か所 上郷市民の森 

[平成27年度] 1か所 飯島市民の森 

・公園：２か所 

[平成28年度] 2か所 小菅ケ谷北公園、本郷ふじやま公園 
 

  



５ 各区の実績 

(16) 栄区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-124 

 指定された樹林地における維持管理の支援 

・緑地保全制度に指定している民有樹林地の維持管理の助成：27件 

[平成26年度] 10件 鍛冶ケ谷二丁目、金井町、上郷町、公田町、小菅ケ谷二丁目、   

田谷町（5件） 

[平成27年度] 6件 飯島町、鍛冶ケ谷一丁目、上郷町、田谷町（3件） 

[平成28年度] 4件 飯島町、鍛冶ケ谷一丁目、小菅ケ谷二丁目、小菅ケ谷四丁目 

[平成29年度] 7件 鍛冶ケ谷一丁目、金井町、上郷町、小菅ケ谷二丁目、田谷町（3件） 
 

 生物多様性に配慮した防災性・安全性の向上 

・法面の整備：2か所 

[平成28年度] 1か所 荒井沢市民の森 

[平成29年度] 1か所 上郷市民の森 
 

 森に関する情報発信 

・ウェルカムセンターの運営：１館 

[実施箇所] 横浜自然観察の森自然観察センター 
 

 
  



５ 各区の実績 

(16) 栄区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-125 

 
■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

＜農に親しむ取組の推進＞ 

 水田の保全 

・水田保全承認面積：2.4ha 

[実施箇所] 上郷町、田谷町 
 

 特定農業用施設保全契約の締結 

・農業用施設用地に対する固定資産税等の軽減を図る契約の締結：3件 

[平成27年度] 1件 長尾台町 

[平成28年度] 1件 田谷町 

[平成29年度] 1件 上郷町 
 

 農景観を良好に維持する取組の推進 

・地域の農地管理を行う団体への支援：4.8ha（１団体） 

[実施箇所] 横浜市栄区長尾台土地改良区 

・共同利用設備の整備：１件 

[平成26年度] 1件 田谷町 
 

 多様な主体による農地の利用促進 

・6年以上の長期貸付を開始した農地：0.2ha 

[平成26年度] 0.1ha 田谷町、長倉町 

[平成29年度] 0.1ha 田谷町 
 

 様々なニーズに合わせた農園の開設 

・市民農園の開設支援：0.07ha 

[平成26年度] 0.07ha 長倉町 
 

 
＜地産地消の推進＞ 

 地産地消にふれる機会の拡大 

・直売所等の支援：１件 

[平成29年度] １件 長沼町 
   

  



５ 各区の実績 

(16) 栄区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-126 

 
■ 市民が実感できる緑をつくる 

＜市民が実感できる緑を創出する取組の推進＞ 

 名木古木の保存 

・名木古木の新規指定：2本 

[平成26年度] 1本 中野町 

[平成28年度] 1本 上郷町 

・名木古木指定樹木の維持管理に対する助成：2本 

[平成27年度] 1本 金井町 

[平成28年度] 1本 小菅ケ谷四丁目 
 

 人生記念樹の配布 

・人生記念樹の配布：1,113本 

[平成26年度] 256本 

[平成27年度] 289本 

[平成28年度] 271本 

[平成29年度] 297本 
 

 公共施設・公有地での緑の創出・管理 

・緑の創出：１か所 

[平成28年度] 1か所 栄区庁舎 

・創出した緑の維持管理：10か所 

[平成26年度] 9か所 栄区庁舎、栄図書館、さかえ次世代交流ステーション、翠風荘、

豊田地域ケアプラザ、笠間地域ケアプラザ、小菅ケ谷地域ケアプラザ、

中野地域ケアプラザ、栄土木事務所 

[平成29年度] 1か所 栄区庁舎 
 

 いきいきとした街路樹づくり 

・街路樹の計画的なせん定等：のべ44路線 

[平成26年度] 9路線 

[平成27年度] 6路線 

[平成28年度] 18路線 

[平成29年度] 11路線 
 

  



５ 各区の実績 

(16) 栄区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-127 

 
＜緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進＞ 

 地域緑のまちづくり 

・地域緑のまちづくりによる地域緑化の推進：１地区 

[平成26-30年度] 1地区 湘南桂台地区 
 

 保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出 

・緑の創出：11か所 

[平成26年度] 3か所 桂台保育園、やまゆり幼稚園、桂台小学校 

[平成27年度] 4か所 飯島保育園、飯島小学校、桂台小学校、公田小学校 

[平成28年度] 1か所 公田保育園 

[平成29年度] 3か所 飯島小学校、桂台小学校、本郷小学校 

・芝生等の維持管理：のべ29か所 

[平成26年度] 5か所 桂台保育園、上郷保育園、小山台小学校、千秀小学校、本郷小

学校 

[平成27年度] 6か所 桂台保育園、飯島小学校、小山台小学校、公田小学校、千秀小

学校、本郷小学校 

[平成28年度] 9か所 飯島保育園、桂台保育園、上郷保育園、公田保育園、飯島小学

校、小山台小学校、公田小学校、千秀小学校、本郷小学校 

[平成29年度] 9か所 飯島保育園、桂台保育園、上郷保育園、公田保育園、飯島小学

校、小山台小学校、公田小学校、千秀小学校、本郷小学校 
 
 



５ 各区の実績 

(17) 泉区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-128 

横浜みどりアップ計画 ４か年の成果と実績 

泉区 

 
  

緑地保全制度による指定の拡大 

12.0ha 
様々な市民ニーズに合わせた農園の開設 

2.8ha 
地域緑のまちづくり 

1 地区 



５ 各区の実績 

(17) 泉区 

横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-129 

 

■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■ 市民が実感できる緑をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（仮称）古橋市民の森 

緑地保全制度による新規指定 

 

特別緑地保全地区／和泉町早稲田地区 

緑地保全制度による新規指定 

 

上飯田団地入口付近 

公共施設・公有地での緑の創出・管理 

 

ビオトープ／和泉小学校 

 

 

下飯田町 

水田の保全 

 

岡津町ふれあい公園 

農園付公園の整備 

 



５ 各区の実績 

(17) 泉区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-130 

 

 

■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

＜樹林地の確実な保全の推進＞ 

 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等 

・特別緑地保全地区：6.8ha 

[平成26年度] 1.8ha 和泉町早稲田地区 

[平成27年度] 2.7ha 岡津町金掘谷地区、新橋町地区 

[平成28年度] 2.1ha 和泉町関島地区、和泉町天王森地区 

[平成29年度] 0.2ha 和泉町早稲田地区（指定拡大） 

・市民の森：3.0ha 

[平成28年度] 0.03ha 新橋市民の森（指定拡大） 

[平成29年度] 3.0ha （仮称）古橋市民の森、新橋市民の森（指定拡大） 

・緑地保存地区：0.6ha 

[平成27年度] 0.6ha 岡津町、新橋町 

・源流の森保存地区：1.6ha 

[平成26年度] 0.4ha 和泉町 

[平成28年度] 0.9ha 新橋町 

[平成29年度] 0.3ha 和泉町 

■土地所有者の不測の事態等による土地の買取り 

・特別緑地保全地区：計5地区 

[平成26年度] 1地区 古橋地区 

[平成27年度] 2地区 和泉町早稲田地区、鍋屋地区 

[平成28年度] 2地区 岡津町金堀谷地区、鍋屋地区 

[平成29年度] 1地区 新橋町地区 

・市民の森、ふれあいの樹林等：2地区 

[平成26年度] 1地区 新橋市民の森 

[平成28年度] 1地区 中田ふれあいの樹林 
 

 
  

４か年事業・取組実績詳細 
 



５ 各区の実績 

(17) 泉区 

横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-131 

＜良好な森を育成する取組の推進＞ 

 森づくりガイドライン等を活用した森の育成 

■森づくりガイドライン等を活用した維持管理 

・樹林地：のべ23か所 

[平成26年度] 5か所 新橋市民の森、中田宮の台市民の森、泉の森ふれあい樹林、鯉

ケ久保ふれあいの樹林、中田ふれあいの樹林 

[平成27年度] 5か所 鯉ケ久保特別緑地保全地区、新橋市民の森、中田宮の台市民の

森、泉の森ふれあい樹林、鯉ケ久保ふれあいの樹林 

[平成28年度] 6か所 鯉ケ久保特別緑地保全地区、新橋市民の森、中田宮の台市民の

森、中田ふれあいの樹林、泉の森ふれあい樹林、鯉ケ久保ふれあいの樹

林 

[平成29年度] 7か所 鯉ケ久保特別緑地保全地区、（仮称）古橋市民の森、新橋市民の

森、中田宮の台市民の森、中田ふれあいの樹林、泉の森ふれあい樹林、

鯉ケ久保ふれあいの樹林 

・公園：のべ1か所 

[平成29年度] 1か所 天王森泉公園 
 

 指定された樹林地における維持管理の支援 

・緑地保全制度に指定している民有樹林地の維持管理の助成：23件 

[平成26年度] 4件 和泉町（2件）、岡津町、新橋町 

[平成27年度] 5件 和泉町（4件）、中田西四丁目 

[平成28年度] 7件 和泉町（4件）、和泉中央南五丁目、岡津町、上飯田町 

[平成29年度] 7件 和泉町、岡津町（3件）、上飯田町（2件）、中田西二丁目 
 

 間伐材の有効利用 

・チッパーの貸し出し：8回 

[平成26年度] 6回 （仮称）古橋市民の森、源流の森保存地区（和泉町） 

[平成28年度] 1回 鯉ケ久保ふれあいの樹林 

[平成29年度] 1回 （仮称）古橋市民の森 
 

  



５ 各区の実績 

(17) 泉区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-132 

 
■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

＜農に親しむ取組の推進＞ 

 水田の保全 

・水田保全承認面積：20.9ha 

[実施箇所] 和泉町、上飯田町、下飯田町、新橋町 
 

 特定農業用施設保全契約の締結 

・農業用施設用地に対する固定資産税等の軽減を図る契約の締結：3件 

[平成26年度] 2件 和泉が丘二丁目、和泉町 

[平成28年度] 1件 和泉が丘一丁目 
 

 農景観を良好に維持する取組の推進 

・地域の農地管理を行う団体への支援：95.7ha（6団体） 

[実施箇所] 柳明水利組合、下和泉農地利用組合、中下水利組合、泉区下飯田町水利組

合、横浜市泉区中田土地改良区、横浜市並木谷農業専用地区協議会 

・田園景観保全水路整備：1地区 

[平成27年度] 1地区 泉区下飯田町水利組合 

・共同利用設備の整備：2件 

[平成29年度] 2件 下飯田町（2件） 
 

 多様な主体による農地の利用促進 
 

・6年以上の長期貸付を開始した農地：9.8ha 

[平成26年度] 0.8ha 和泉町、上飯田町、中田町 

[平成27年度] 2.5ha 和泉町、上飯田町、下飯田町、中田町 

[平成28年度] 2.7ha 和泉町、上飯田町、下飯田町、中田町 

[平成29年度] 3.8ha 和泉町、岡津町、上飯田町、下飯田町、中田町 
 

  



５ 各区の実績 

(17) 泉区 

横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-133 

 様々なニーズに合わせた農園の開設 

・収穫体験農園の開設支援：1.02ha 

[平成27年度] 0.29ha 上飯田町、新橋町、中田町 

[平成28年度] 0.45ha 下飯田町（3件） 

[平成29年度] 0.28ha 和泉町、上飯田町、中田南三丁目 

・市民農園の開設支援：1.39ha 

[平成26年度] 0.28ha 和泉町、新橋町 

[平成27年度] 0.46ha 和泉が丘三丁目、上飯田町、中田北三丁目 

[平成28年度] 0.10ha 和泉町 

[平成29年度] 0.55ha 和泉町（3件） 

・農園付公園の整備：2か所（0.4ha） 

[平成26年度] 1か所（0.1ha） 泉が丘公園（拡張） 

[平成29年度] 1か所（0.3ha） 岡津町ふれあい公園 
   

＜地産地消の推進＞ 

 地産地消にふれる機会の拡大 

・直売所等の支援：10件 

[平成27年度] 1件 中田西二丁目 

[平成28年度] 4件 和泉町（3件）、上飯田町 

[平成29年度] 5件 和泉町、和泉中央南一丁目、上飯田町（2件）、中田町 
 

 
  



５ 各区の実績 

(17) 泉区 

 
横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-134 

 
■ 市民が実感できる緑をつくる 

＜市民が実感できる緑を創出する取組の推進＞ 

 名木古木の保存 

・名木古木指定樹木の維持管理に対する助成：12本 

[平成26年度] 2本 中田西二丁目（2本） 

[平成27年度] 1本 和泉町 

[平成28年度] 4本 和泉町（2本）、中田東三丁目（2本） 

[平成29年度] 5本 和泉町（2本）、中田南一丁目（3本） 
 

 人生記念樹の配布 

・人生記念樹の配布：1,262本 

[平成26年度] 307本 

[平成27年度] 358本 

[平成28年度] 289本 

[平成29年度] 308本 
 

 公共施設・公有地での緑の創出・管理 

・緑の創出：１か所 

[平成28年度] 1か所 泉土木事務所 

・創出した緑の維持管理：のべ17か所 

[平成26年度] 2か所 泉区庁舎、上飯田地区センター 

[平成27年度] 3か所 泉区庁舎、上飯田地区センター、旧いちょう小学校 

[平成28年度] 5か所 泉区庁舎、上飯田団地入口付近、上飯田地区センター、旧いち

ょう小学校、日向山公園、 

[平成29年度] 7か所 泉区庁舎、泉土木事務所、上飯田団地入口付近、上飯田地区セ

ンター、旧いちょう小学校、日向山公園、向ケ丘自治会館横市有地 
 

 いきいきとした街路樹づくり 

・街路樹の計画的なせん定等：のべ47路線 

[平成26年度] 5路線 

[平成27年度] 8路線 

[平成28年度] 20路線 

[平成29年度] 14路線 
 

 
  



５ 各区の実績 

(17) 泉区 

横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 ５-135 

＜緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進＞ 

 地域緑のまちづくり 

・地域緑のまちづくりによる地域緑化の推進：１地区 

[平成23-27年度] 1地区 上飯田地区 
 

 保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出 

・緑の創出：5か所 

[平成26年度] 1か所 和泉保育園 

[平成27年度] 1か所 中田小学校 

[平成28年度] 1か所 中田小学校 

[平成29年度] 2か所 和泉小学校、中田小学校 

・芝生等の維持管理：のべ89か所 

[平成26年度] 31か所 和泉保育園、飯田北いちょう小学校、いずみ野小学校、伊勢山

小学校、泉が丘中学校、いずみ野中学校ほか 

[平成27年度] 14か所 北上飯田保育園、上飯田小学校、下飯田小学校、下和泉小学校、

中田小学校、岡津中学校、上飯田中学校ほか 

[平成28年度] 23か所 葛野小学校、中和田小学校、西が岡小学校、緑園東小学校、中

田中学校、中和田中学校 ほか 

[平成29年度] 21か所 和泉小学校、中和田南小学校、岡津小学校ほか 
 

 



５ 各区の実績 

(18) 瀬谷区 

 

横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 

 
５-136 

横浜みどりアップ計画 ４か年の成果と実績 

瀬谷区 

 
  

緑地保全制度による指定の拡大 

4.2ha 
様々な市民ニーズに合わせた農園の開設 

0.9ha 
保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出 

4 か所 



５ 各区の実績 

(18) 瀬谷区 

 

横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 

 
５-137 

 

■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■ 市民が実感できる緑をつくる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源流の森保存地区／阿久和南一丁目 

緑地保全制度による新規指定 

 

瀬谷貉窪公園 

 

 

二ツ橋公園 

公共施設・公有地での緑の創出・管理 

 

芝生管理／原小学校 

 

 

瀬谷町 

水田の保全 

 

目黒町 

水田の保全 

 



５ 各区の実績 

(18) 瀬谷区 

 

横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 

 
５-138 

 

 

■ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

＜樹林地の確実な保全の推進＞ 

 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等 

・特別緑地保全地区：1.9ha 

[平成26年度] 1.3ha 阿久和南一丁目地区 

[平成27年度] 0.3ha 本郷三丁目地区 

[平成28年度] 0.3ha 宮沢三丁目地区 

・市民の森：0.1ha 

[平成26年度] 0.05ha 瀬谷市民の森（指定拡大） 

・緑地保存地区：0.1ha 

[平成28年度] 0.1ha 下瀬谷二丁目、宮沢二丁目 

・源流の森保存地区：2.1ha 

[平成26年度] 0.9ha 阿久和南一丁目 

[平成27年度] 0.03ha 宮沢四丁目 

[平成28年度] 0.2ha 阿久和南三丁目 

[平成29年度] 1.0ha 阿久和南一丁目、阿久和南三丁目 

■土地所有者の不測の事態等による土地の買取り 

・特別緑地保全地区：計2地区 

[平成27年度] 1地区 本郷三丁目地区 

[平成29年度] 1地区 宮沢三丁目地区 

・市民の森、ふれあいの樹林等：計2地区 

[平成26年度] 1地区 瀬谷市民の森 

[平成27年度] 2地区 瀬谷市民の森、東山ふれあい樹林 

[平成28年度] 1地区 瀬谷市民の森 
 

 

  

４か年事業・取組実績詳細 
 



５ 各区の実績 

(18) 瀬谷区 

 

横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 

 
５-139 

 

＜良好な森を育成する取組の推進＞ 

 森づくりガイドライン等を活用した森の育成 

■森づくりガイドライン等を活用した維持管理 

・樹林地：のべ18か所 

[平成26年度] 4か所 宮沢・蟹沢特別緑地保全地区、瀬谷市民の森、東山ふれあい樹

林、宮沢ふれあい樹林 

[平成27年度] 5か所 宮沢特別緑地保全地区、宮沢・蟹沢特別緑地保全地区、瀬谷市

民の森、東山ふれあい樹林、宮沢ふれあい樹林 

[平成28年度] 5か所 宮沢特別緑地保全地区、宮沢・蟹沢特別緑地保全地区、瀬谷市

民の森、東山ふれあい樹林、宮沢ふれあい樹林 

[平成29年度] 4か所 宮沢・蟹沢特別緑地保全地区、瀬谷市民の森、東山ふれあい樹

林、宮沢ふれあい樹林 

・公園：のべ5か所 

[平成27年度] 2か所 瀬谷貉窪公園、長屋門公園 

[平成28年度] 2か所 瀬谷貉窪公園、長屋門公園 

[平成29年度] 1か所 瀬谷貉窪公園 

■保全管理計画の策定 

・公園：2か所 

[平成26年度] 1か所 瀬谷貉窪公園 

[平成29年度] 1か所 長屋門公園 
 

 指定された樹林地における維持管理の支援 

・緑地保全制度に指定している民有樹林地の維持管理の助成：17件 

[平成26年度] 7件 阿久和南一丁目（3件）二ツ橋町、本郷三丁目、南台二丁目、宮沢

三丁目 

[平成27年度] 2件 阿久和南一丁目、宮沢四丁目 

[平成28年度] 4件 相沢五丁目、阿久和南一丁目（2件）、阿久和南四丁目 

[平成29年度] 4件 阿久和南一丁目、北新（2件）、下瀬谷二丁目 
 

 
  



５ 各区の実績 

(18) 瀬谷区 

 

横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 

 
５-140 

 
■ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

＜農に親しむ取組の推進＞ 

 水田の保全 

・水田保全承認面積：3.9ha  

[実施箇所] 瀬谷町、目黒町 
 

 特定農業用施設保全契約の締結 

・農業用施設用地に対する固定資産税等の軽減を図る契約の締結：3件 

[平成26年度] 1件 下瀬谷三丁目 

[平成27年度] 1件 中屋敷一丁目 

[平成28年度] 1件 阿久和東一丁目 
 

 農景観を良好に維持する取組の推進 

・地域の農地管理を行う団体への支援：81.9ha（２団体） 

[実施箇所] 八幡耕地整理組合、上瀬谷農業専用地区協議会 

・共同利用設備の整備：１か所 

[平成26年度] 1か所 橋戸三丁目 
 

 多様な主体による農地の利用促進 

・6年以上の長期貸付を開始した農地：1.0ha 

[平成26年度] 0.3ha 瀬谷町 

[平成27年度] 0.3ha 瀬谷町 

[平成29年度] 0.4ha 瀬谷町 
 

 様々なニーズに合わせた農園の開設 

・収穫体験農園の開設支援：0.90ha 

[平成26年度] 0.90ha 阿久和西四丁目、下瀬谷一丁目、瀬谷町、本郷一丁目 
 

 

＜地産地消の推進＞ 

 地産地消にふれる機会の拡大 

・直売所等の支援：1件 

 [平成29年度] 1件 阿久和南三丁目 
 

 
  



５ 各区の実績 

(18) 瀬谷区 

 

横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 

 
５-141 

 
■ 市民が実感できる緑をつくる 

＜市民が実感できる緑を創出する取組の推進＞ 
 

民有地における緑化の助成 

・緑化の助成：１件 

[平成28年度] 1件 三ツ境 
 

 建築物緑化保全契約の締結（建築物の敷地に対する固定資産税等の軽減） 

・基準以上の緑化に対する固定資産税等の軽減を図る契約の締結：１件 

[平成27年度] 1件 相沢一丁目 
 

 名木古木の保存 

・名木古木の新規指定：１本 

[平成27年度] 1本 竹村町 

・名木古木指定樹木の維持管理に対する助成：10本 

[平成26年度] 2本 相沢三丁目（2本） 

[平成27年度] 4本 相沢三丁目（2本）、阿久和東四丁目、中屋敷一丁目 

[平成28年度] 2本 上瀬谷町、竹村町 

[平成29年度] 2本 上瀬谷町、竹村町 
 

 人生記念樹の配布 

・人生記念樹の配布：1,152本 

[平成26年度] 354本 

[平成27年度] 284本 

[平成28年度] 272本 

[平成29年度] 242本 
 

  



５ 各区の実績 

(18) 瀬谷区 

 

横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 

 
５-142 

 公共施設・公有地での緑の創出・管理 

・緑の創出：2か所 

[平成27年度] 1か所 相沢川水辺広場 

[平成29年度] 1か所 二ツ橋公園 

・創出した緑の維持管理：のべ15か所 

[平成26年度] 3か所 瀬谷土木事務所、二ツ橋公園、宮沢ふれあいの水辺 

[平成27年度] 4か所 阿久和消防出張所、瀬谷土木事務所、二ツ橋公園、宮沢ふれあ

い広場 

[平成28年度] 4か所 阿久和消防出張所、瀬谷土木事務所、二ツ橋公園、宮沢ふれあ

い広場 

[平成29年度] 4か所 阿久和消防出張所、瀬谷土木事務所、二ツ橋公園、宮沢ふれあ

い広場 
 

 いきいきとした街路樹づくり 

・街路樹の計画的なせん定等：のべ30路線 

[平成26年度] 6路線 

[平成27年度] 6路線 

[平成28年度] 9路線 

[平成29年度] 9路線 
 

 

＜緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進＞ 

 保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出 

・緑の創出：4か所 

[平成27年度] 2か所 下瀬谷保育園、中屋敷保育園 

[平成28年度] 2か所 瀬谷第二保育園、下瀬谷中学校 

・芝生等の維持管理：のべ13か所 

[平成26年度] 3か所 中屋敷保育園、原小学校、南瀬谷小学校 

[平成27年度] 3か所 中屋敷保育園、原小学校、南瀬谷小学校 

[平成28年度] 3か所 中屋敷保育園、原小学校、南瀬谷小学校 

[平成29年度] 4か所 中屋敷保育園、原小学校、南瀬谷小学校、二ツ橋高等特別支援

学校 
 
 

  



５ 各区の実績 

(18) 瀬谷区 

 

横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度） ４か年の事業・取組の評価・検証 

 
５-143 
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