
平成 29 年 10 月 12 日現在 

    ■地域まちづくりグループ登録数の現状について      

１ グループ登録数（現在登録数） 75 グループ 

登録年度 登録数（現在登録数） 

平成 17 年度 27 グループ（６） 

平成 18 年度 55 グループ（20） 

平成 19 年度 34 グループ（４） 

平成 20 年度 32 グループ（４） 

平成 21 年度 16 グループ（３） 

平成 22 年度 15 グループ（５） 

平成 23 年度 13 グループ（２） 

平成 24 年度 12 グループ（３） 

平成 25 年度 16 グループ（８） 

平成 26 年度 ７グループ（５） 

平成 27 年度 ２グループ（２） 

平成 28 年度 ９グループ（９） 

平成 29 年度 ４グループ（４） 

計 242 グループ（75） 

  ※平成 29 年６月 16 日からの増減 ２ （増２ 減０） 

２ 区別登録状況（カッコ内は、平成 29 年６月 16 日からの追加・減少分） 

 鶴見区 ０（ ０） 金沢区 ８（ ０） 

神奈川区 ２（ ０） 港北区 ６（ ０） 

西区 ３（ ０） 緑区 ４（ ０） 

中区 10（ ０） 青葉区 ９（ ０） 

南区 4（ ０） 都筑区 ６（ ０） 

港南区 ２（ ０） 戸塚区 １（ ０） 

保土ケ谷区 3（ ０） 栄区 ３（ ０） 

旭区 ４（ ０） 泉区 ４（＋１） 

磯子区 ４（＋１） 瀬谷区 ２（ ０） 

報 告 ３ 

     

   



平成 29年 10月 12日現在 

   ■地域まちづくり組織・プラン・ルールの認定状況について   

１ 地域まちづくり推進条例に基づく組織・プラン・ルール認定の数 

地域まちづくり組織 35 

地域まちづくりプラン 18 

地域まちづくりルール 19 

 

２ 地域まちづくり推進条例に基づく組織・プラン・ルール認定の状況 

 地 区 名 種 類 対 象 認定日 

組
織 

根岸住宅地区 組 織 米軍根岸住宅地区返還・まちづくり協議会 H24. 7.25 

 

 地 区 名 種 類 対 象 認定日 

プ
ラ
ン 

①鶴見区市場西中町地区 

組 織 鶴見区市場西中町まちづくり協議会 H18. 1.13 

プラン 鶴見区市場西中町防災まちづくり計画 
H20. 1.15 

(H28.7.29変更) 

②磯子区滝頭・磯子地区 ※ 

組 織 滝頭・磯子まちづくり協議会 H18. 5.25 

プラン 滝頭・磯子地区防災まちづくり計画 
H19.10.25 

（H26.4.4変更） 

③西区東久保地区 
組 織 東久保町夢まちづくり協議会 H18.10.25 

プラン 東久保町防災まちづくり計画 H20. 4. 4 

④西区西戸部町地区 
組 織 一本松まちづくり協議会 H20. 8 .5 

プラン 一本松まちづくり協議会防災まちづくり計画 同上 

⑤中区本郷町３丁目地区 

組 織 住みよいまち・本郷町３丁目地区協議会 H20.12.15 

プラン 
住みよいまち・本郷町３丁目地区協議会 

防災まちづくり計画 

同上 

(H29.4.28変更) 

⑥神奈川区浦島町地区 
組 織 浦島町まちづくり協議会 H21.11.25 

プラン 浦島町まちづくり協議会防災まちづくり計画 同上 

⑦南区三春台地区 
組 織 三春の丘まちづくり協議会 H21. 3.25 

プラン 三春の丘まちづくり協議会防災まちづくり計画 H22. 3.25 

⑧南区お三の宮通り地区 
組 織 お三の宮通りまちづくり委員会 H22.11.25 

プラン お三の宮通りまちづくりプラン 同上 

⑨金沢区寺前東町･寺前西

町・金沢町地区 

組 織 寺前東町･寺前西町・金沢町まちづくり協議会 H22.11.25 

プラン 
寺前東町･寺前西町・金沢町まちづくり協議会 

防災まちづくり計画 
同上 

⑩神奈川区新子安地区 

組 織 新子安まちづくり推進委員会 H23.11.25 

プラン 
地域力・魅力あっぷ 新子安地域まちづくりプラ

ン 
同上 

⑪保土ケ谷区新桜ケ丘 

二丁目地区 

組織 新桜ケ丘二丁目地区まちづくり協議会 H25.4.5 

プラン 
新桜ケ丘二丁目地区 安全、安心なみちづくりプ

ラン 
H25.5.2 

⑫緑区北八朔地区 
組織 山下地区安全・安心まちづくり協議会 H26.4.4 

プラン 山下地区安全・安心まちづくりプラン 同上 

＜次ページあり＞ 



⑬金沢区洲崎町地区 
組織 金沢地区防災まちづくり協議会 H27.4.3 

プラン 金沢地区防災まちづくり計画 同上 

⑭鶴見区下野谷地区 

組 織 下野谷１・２丁目防災まちづくり協議会 H26.11.25 

プラン 
～ 地域まちづくりプラン～ 

下野谷１・２丁目防災まちづくりプロジェクト 
H27.5.15 

⑮神奈川区六角橋地区 ※ 

組織 六角橋商店街連合会 
H25.4.5 

（H26.4.4変更） 

プラン 
六角橋商店街地区  

   安心・安全なまちの環境整備計画 
H27.5.15 

⑯神奈川区松ケ丘地区 
組織 松ケ丘防災に強い町をつくる会 H27.11.13 

プラン 松ヶ丘まちづくりプラン 同上 

⑰都筑区葛が谷地区 
組織 都筑ふれあいの丘まちづくり協議会 H28.3.25 

プラン 都筑ふれあいの丘まちづくりプラン 同上 

⑱緑区霧が丘六丁目地区 

組織 霧が丘六丁目まちづくり推進会 H28.11.15 

プラン 
霧が丘六丁目地区 多世代が快適に暮らせる 

魅力をつくるまちづくりプラン 
同上 

 

 地 区 名 種 類 対 象 認定日 

ル
ー
ル 

 

①青葉区荏田北二丁目地区 

組 織 荏田北二丁目自治会住環境委員会 H18. 1.13 

ルール 荏田北二丁目まちづくり協定 
同上 

(H19.4.13変更) 

②神奈川区大口通地区 

組 織 大口通商店街協同組合 H20. 1.15 

ルール 大口通地区まちづくり協定 
同上 

(H24.3.23変更) 

③馬車道商店街 
組 織 馬車道商店街協同組合 H20. 9 .25 

ルール 馬車道まちづくり協定 同上 

④～⑥ 

中区元町地区 

組 織 元町自治運営会 H21. 9. 4 

ルール 元町町づくり協定 
同上 

(H27.5.15変更) 

組 織 協同組合 元町エスエス会 H21. 9. 4 

ルール 元町通り街づくり協定 
同上 

(H27.5.15変更) 

組 織 
商店街振興組合 

元町クラフトマンシップ・ストリート 
H21. 9. 4 

ルール 元町仲通り地区街づくり協定 
同上 

(H27.5.15変更) 

⑦磯子区滝頭・磯子地区 ※ 
組 織 滝頭・磯子まちづくり協議会 H18. 5.25 

ルール 浜マーケット地区地域まちづくりルール H21. 9. 4 

⑧栄区湘南桂台地区 

組 織 湘南桂台自治会 H21.11.25 

ルール 湘南桂台まちづくり指針 
同上 

(H24.7.25変更) 

⑨、⑩ 

金沢区幸浦・福浦地区 

組 織 一般社団法人横浜金沢産業連絡協議会 H22. 3.25 

ルール 金沢産業団地土地使用協定 同上 

組 織 協同組合横浜マーチャンダイジングセンター H22. 3.25 

ルール 幸浦ＭＤＣ地区まちづくり協定 
同上 

（H25.4.5変更） 
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⑪港南区丸山台地区 
組 織 丸山台自治会 H22. 8.25        

ルール 丸山台まちづくりガイドライン 同上 

⑫磯子区滝頭・磯子地区 ※ 
組 織 滝頭・磯子まちづくり協議会 H18.5.25 

ルール 滝頭・磯子地区地域まちづくりルール H24.3.23 

⑬港北区エルム通り地区 
組 織 大倉山エルム通り街づくり委員会 H24. 3. 23 

ルール 大倉山エルム通り街づくり協定 同上 

⑭磯子区メール・ド磯子地

区 

組織 メール・ド磯子まちづくりルール運営委員会 H25.4.5 

ルール メール・ド磯子まちづくりルール 同上 

⑮神奈川区六角橋地区 ※ 
組織 六角橋商店街連合会 

H25.4.5 

（H26.4.4変更） 

ルール 六角橋商店街地区まちづくりルール（全体区域） 同上 

⑯磯子区洋光台六丁目地区 
組織 

洋光台六丁目南地区地域まちづくりルール運営

委員会 
H26.11.25       

ルール 洋光台六丁目南地区地域まちづくりルール 同上 

⑰都筑区東山田地区 
組織 東山田準工地域をまもる会 H26.11.25       

ルール 東山田準工地域まちづくり協定 同上 

⑱、⑲ 

戸塚区戸塚町地区 

組織 東海道戸塚宿まちづくり倶楽部 H27.5.15 

ルール 東海道戸塚宿まちづくりルール 同上 

組織 明るい街コミュニティ戸塚 H27.5.15 

ルール 明るい街コミュニティ戸塚ルール 同上 

※ プランとルールを認定している地区 


