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横浜みどりアップ計画の推進について 

 
「横浜みどりアップ計画」（新規・拡充施策）については、21 年度から「横浜みどり税」を主な
財源として活用し、施策・事業を進めております。これまでの事業・取組の進捗状況と広報の取組、
市民推進会議、横浜市環境創造審議会答申を受けた取組について報告します。 
 
１ 主な事業の進捗状況等について（8月末時点） 
 
(1) 樹林地を守る 
 
ア 特別緑地保全地区指定等拡充事業〔平成23年度事業目標及び進捗状況(別紙1)–12関連〕 
(ｱ) 指定推進状況 

制度名 指定済の 
面積 

地区数 備考 

【合計】 32.2 ha   

特別緑地保全地区 10.5 ha 4 地区 ・23年8月指定告示 
【下永谷地区（港南区）】 
【今宿町地区（旭区）】 
【古橋地区（泉区）】 
【岡津町地区（泉区）】 

市民の森 0.2 ha 2 地区 ・追加指定 
【追分市民の森（旭区）】 
【新治市民の森（緑区）】 

緑地保存地区 4.1 ha 契約件数 24 件 ・23年8月契約 

内
訳 
源流の森 17.4 ha 契約件数 79 件 ・23年8月契約 

＜参考＞指定目標と実績の推移 
年度 指定目標 新規指定実績 

21年度（A） 51.6 ha 87.8 ha 
22年度（B） 138.1 ha 117.5 ha 

2か年累計 (A)＋(B) 189.7 ha 205.3 ha 
23年度 309.9 ha 32.2 ha （※8月末時点） 

5か年（21～25年度）累計 1,119  ha    - 

(ｲ) 買取り状況（契約済みの集計） 
特別緑地保全地区の指定地等において、不測の事態による買取りの希望などに対応し、
緑地として保全を継続していきます。 

 
 
 
 
 
 
 

制度名 地区名 区名 
朝比奈地区 金沢区 
名瀬北地区 戸塚区 

特別緑地保全地区 
・近郊緑地特別保全地区 

円海山地区 栄 区 
寺家地区 青葉区 市民の森等 
瀬谷地区 瀬谷区 

【合計】 5 地区 約 3.3 ha 
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(ｳ) 緑地保全制度のＰＲ等 
緑地保全制度の指定をしていない樹林地（山林）を市内にお持ちの方、約2,500件に、
緑地保全制度や指定などについて、ダイレクトメールによりＰＲしました。 

 
イ 樹林地維持管理助成制度（緑地再生等管理事業）〔（別紙1）– 3関連〕 
前期の助成について、対象者全員にダイレクトメールを送付し、申請を受け付け、助成対
象59件を決定しました。また、後期の申請の受付を8月22日から開始しています。 
 
ウ 森の楽しみづくり事業〔（別紙1）– 7関連〕 
市民と森とのつながりを再生するため、より多くの市民が楽しみながら横浜の森の現状を
知ることで森の大切さを考えるきっかけとなるような、さまざまな体験型事業を実施してい
ます。  
＜8月末時点の主な実績＞ 
 
 
 

 
 
(2) 農地を守る 
 
ア 水田保全契約奨励事業〔（別紙1）–24関連〕 
4 月に新規申出の案内書類を農協の全支店に配布し、5 月まで水田所有者からの申出を受け
付けました。 
・新規申出：10.4ha（21年度からの継続分との合計 約110.6ha見込み） 
 

イ 農園付公園整備事業〔（別紙1）– 16関連〕 
市民の農体験の機会を増やすとともに、農地、里山の景観を保全するため、分区園など農
的な施設を主とした公園を整備します。 
3箇所の農園付公園について、基本設計を進めています。  

計画地 計画面積（㎡） 
神奈川区菅田町 3,500 
旭 区 南 本 宿 4,200 
港北区新吉田東 8,000 

 
ウ 食と農との連携事業〔（別紙1）– 20関連〕 

よこはま食と農の祭典2011 の開催（11 月 5日）や地産地消ガイドブックの発行を中心
に、企業や市民団体、市役所内の関係部局と連携し、食と農との連携事業を進めています。 

 
＜関連事業＞地産地消新ビジネスモデル支援事業（新規事業） 

横浜市で、民間事業者等が行う地産地消ビジネスに対して経費を助成することにより、
地域の地産地消活動を一層活性化させることを目的としたもので、3 件の事業に助成金を
交付することを決定しました。 
 

事業名 実施回数 内容 
森の恵み塾 市内各所で 

31回実施（1,950人） 
樹林地の素材や特性を活かした、クラフト教室
や生き物調査などの多様なメニューを、区役所
や関係団体などと連携して実施。 
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(3) 緑をつくる 
 
ア 地域緑化計画策定事業（地域緑のまちづくり事業）〔（別紙1）– 35関連〕 
21年度から検討している8地区については、緑化計画のとりまとめを行い、緑化等の実施
に向けた協定を締結する予定です。22年度に事業を開始した2地区では、引き続き緑化計画
の策定に取り組みます。これらに加えて、23年度から、新たに2地区で取組を始めています。  

 地区名 区名 
生麦新子安地区 鶴見区・神奈川区 
山手地区 中区 
馬車道地区 中区 
白根台第九地区 旭区 
上白根国際地区 旭区 
東急白根地区 旭区 
名瀬たかの台地区 戸塚区 

21年度から継続 
[8地区] 

上飯田地区 泉区 
みなとみらい21地区 西区・中区 

継
続 

22年度から継続 
[2地区] 錦が丘地区 港北区 

末広地区 鶴見区 23 年度から取組をはじめ
た地区   [2地区] 平楽地区 南区 

【合計】 12地区  
 
イ 園庭・校庭芝生化関連（保育園・幼稚園芝生化助成事業、公共施設緑化事業） 

〔（別紙1）– 36、37関連〕 
(ｱ) 園庭・校庭の芝生化 

民間保育園及び幼稚園の園庭芝生化について、対象となる施設にダイレクトメールを
送付し、4月から申請の受付を開始し、8月末時点で2件の申請を受け付けています。 
また、公立保育園や公立小中学校の園庭・校庭の芝生化も推進しており、23 年度は、
公立保育園9園、公立小中学校14校で芝生化を進めています。   

 
■公立小中学校（14校） 
新鶴見小学校 鶴見区 和泉小学校 泉区 
白幡小学校 神奈川区 下和泉小学校 泉区 
元街小学校 中区 中和田小学校 泉区 
間門小学校 中区 緑園東小学校 泉区 
太田小学校 南区 中田中学校 泉区 
桜岡小学校 港南区 汲沢中学校 泉区 
上菅田小学校 保土ケ谷区 南瀬谷小学校 瀬谷区 

■公立保育園（9園） 
神大寺保育園 神奈川区 保土ケ谷保育園 保土ケ谷区 
松見保育園 神奈川区 岩井保育園 保土ケ谷区 
井土ケ谷保育園 南区 左近山保育園 旭区 
清水ケ丘保育園 南区 和泉保育園 泉区 
しろばら保育園 南区   
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(ｲ) 芝生維持管理研修 
保育園や幼稚園の園庭や公立小中学校の校庭の芝生の管理を行う方を対象に、研修会
を実施します。 
 
 

２ 周知・ＰＲ（広報）の取組について 
 
(1) みどりアップ月間2011について[10月1日～11月30日] 

「知って、楽しんで、遊ぶみどりアップ」をテーマに、農と緑のふれあい祭り（11月3日）
や各区の区民まつりなどのイベントを通じた、横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）、横
浜みどり税の広報活動を実施します。 

 
 
３ 横浜みどりアップ計画市民推進会議について 
 
(1) 会議の開催（第9回 7月6日開催） 

横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）の23年度事業目標の説明と、市民推進会議の23
年度の進め方について意見交換を行いました。 
23年度は、現地調査やみどりのオープンフォーラム（10月1日）を引き続き実施するとと
もに、より一層市民の皆様から理解が得られる報告書や広報誌の作成について検討します。 
 
(2) 広報誌の発行（「濱RYOKU」第8号／ 7月） 

下記の内容をまとめた広報誌「濱RYOKU」の第8号を発行し、ＰＲボックス約500箇所など
で、計17,000部を配布しました。 
 
＜主な内容＞ 
・22年度報告書の概要 
・みどりアップ計画の取組紹介（水田保全契約奨励事業） 

 
 

４ 横浜市環境創造審議会答申に関する、横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）の取組について 
 
7 月 28 日に環境創造審議会から、「市街地における『みどりの創造』のあり方について」答申
をいただきました。現計画で対応できるものについては、速やかに取組を進めるとともに、今後、
早期に対応すべき新たな取組については、24年度予算編成に向けて検討を進めてまいります。 
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横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策） 

平成 23 年度事業目標及び進捗状況〔8 月末時点〕 
 
 
■樹林地を守る 

 

 

施策/事業名 平成 23 年度事業費

[百万円] 

事業目標 

（平成 23 年度） 

進捗状況 

（平成 23 年 8 月末時点） 

 
総額 みどり税

充当額

  

継続保有の促進     

1 ・緑地保全制度等の拡充 - (-) 制度案策定 ・市民緑地、管理協定の具体策につ

いて検討・調整中 

・緑地管理機構の指定基準検討中 

2 ・篤志の奨励制度 - (-) 制度策定 ・制度の詳細について検討・調整中

維持管理推進    

202ha ・市民の森・ふれあいの樹林等 

：管理作業実施 

危険斜面整備 ・整備箇所検討中 

3 ◎緑地再生等管理事業 603 (458)

 ・樹林地維持管理助成制度 

：前期 助成対象者 59 件 

後期 申請受付中 

４ ◎市民協働による緑地維持

管理事業 

12 (11) 推進 ・保全管理計画策定中 

（瀬上市民の森、南本宿市民の森、

中田ふれあいの樹林） 

①森づくりボランティア育成：50 人 ①9 月から実施予定 

②森づくりリーダー育成：5 人 ②3 回実施（6 人） 

５ ●森づくりリーダー等育成

事業 

3 (3)

③はまレンジャー育成：5 人 ③９月実施予定 

愛護団体：25 団体 ・助成金交付：1 団体 

・道具の貸出：12 団体 

６ ●樹林地管理団体活動助成

事業 

9 (9)

森づくりボランティア：19 団体 ・助成金交付：1 団体 

・道具の貸出：1 団体 

利活用促進    

景観の森・生き物の森事業：5ha ・実施に向け調整中 

森の中のプレイパーク事業：1 箇所 ・5 回実施（92 人） 

森の収穫物体験事業：4 回 ・3 回実施（39 人） 

里山ライフ体験事業：4 回 ・1 回実施（43 人） 
健康の森事業：18 回 ・２回実施（104 人） 

横浜の森の自然・生き物情報発信事

業：推進 

・ガイドマップ作成中 

（獅子ケ谷市民の森等 3 地域） 

間伐材活用クラフト作成事業：推進 ・2 回実施（76 人） 

７ ●森の楽しみづくり事業 39 (39)

森の恵み塾事業：３拠点で実施 ・市内各所で 31 回実施（1,950 人）

８ ●みどりの夢かなえます事業 9 (9) ３件 ・助成交付決定：3 件 

９ ◎間伐材資源循環事業 10 (9) 推進 ・間伐材チップ化支援：８回 

・間伐材マネジメント研修 

：1 回（29 人）

設計：1 箇所 ・調整中（新治市民の森） 10 ◇愛護会、森づくりボラン 

ティア活動拠点整備事業 

27 (-)

整備：２箇所 ・整備中（横浜自然観察の森） 

11 ◇ウェルカムセンター整備

事業 

39 (-) １箇所 ・整備中（横浜自然観察の森） 

 

【凡例】 ●：新規事業（横浜みどり税充当）   ◎：拡充事業（横浜みどり税一部充当）

◇：新規事業等（横浜みどり税非充当） ・：事業費のないもの 

別紙 1
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施策/事業名 平成 23 年度事業費

[百万円] 

事業目標 

（平成 23 年度） 

進捗状況 

（平成 23 年 8 月末時点） 

 
総額 みどり税

充当額

  

確実な担保     

①指定面積：309.9ha ①新規指定面積：32.2ha 

（契約済み、都市計画決定済み）

12 ◎特別緑地保全地区指定等

拡充事業 

7,050 (709)

②買取り対応予定積：約 30ha ②買取り対応：5 地区、約 3.3ha 

（契約済み） 

13 ・よこはま協働の森基金制

度の見直し 

- (-) 制度運用（平成 22 年度制度改正） ・運用中 

14 ・国への制度要望 - (-) 推進 ・6 月、8 月に実施 

 
 
■農地を守る 

 
 

施策/事業名 平成 23 年度事業費

[百万円] 

事業目標 

（平成 23 年度） 

進捗状況 

（平成 23 年 8 月末時点） 

 
総額 みどり税

充当額
  

継続保有の促進     

15 ・生産緑地制度の活用 - (-) 制度運用 ・都市計画変更手続き中 

：9 件、7,360 ㎡ 

（うち指定基準の緩和による指定 

：1 件、1,636 ㎡） 

16 ●農園付公園整備事業 180 (30) 用地測量、基本・実施設計、 

一部施設整備 

・基本設計実施中（3 箇所） 

・3 箇所の候補地のほか、複数の地

区で土地所有者と調整中 

17 ◇特定農業用施設保全事業 

（農業用施設用地に対する固

定資産税等の軽減） 

2 (-) 制度運用 ・事前受付：15 件 

・8 月に予備審査会開催 

農業振興    

18 ◇共同直売所の設置支援事業 40 (-) 備品等購入助成 ・相談：3 件 

19 ●収穫体験農園の開設支援

事業 

65 (65) 収穫体験農園整備：４.5ha ・事業決定：5.5ha（28 件） 

20 ●食と農との連携事業 6 (6) 地産地消の連携の取組：5 件 ・よこはま食と農の祭典 2011、 

地産地消ガイドブック等の作成等、

推進中 

21 ◇施設の省エネルギー化推

進事業 

54 (-) 温室内多層カーテン等設置助成 

：3.0ha

・事業決定：2.9ha（47 件） 

22 ◇生産用機械のリース方式

による導入事業 

37 (-) 生産用機械の導入補助：20 件 ・事業決定：20 件 

農地保全    

23 ◇集団的農地の維持管理奨

励事業 

26 (-) 支援予定面積：631ha ①集団的農地保全団体支援事業 

：実施承認 622.6ha（48 団体）

②公益施設維持管理奨励事業 

：実施承認 42 団体 

③農の散歩道育成事業 

：実施承認 4 団体 

④集団的農地維持管理補助事業 

：補助交付決定 2 団体 

【凡例】 ●：新規事業（横浜みどり税充当）   ◎：拡充事業（横浜みどり税一部充当）

◇：新規事業等（横浜みどり税非充当） ・：事業費のないもの 
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施策/事業名 平成 23 年度事業費

[百万円] 

事業目標 

（平成 23 年度） 

進捗状況 

（平成 23 年 8 月末時点） 

 
総額 みどり税

充当額
  

24 ●水田保全契約奨励事業 36 (36) 水田保全契約面積：120ha ・水田保全奨励面積 

：約 110.6ha 見込み 

（うち新規申出：10.4ha） 

①かんがい施設整備：２地区 ①補助申請受理・交付決定済み 

：2 地区 

25 ◇かんがい施設整備事業 33 (-)

②簡易かんがい施設整備：1 地区 ②候補地選定中 

①監視警報装置設置：２地区 ①監視警報装置の設置地区につい

て調整中 

②夜間警備委託：39 地区 ②夜間警備：39 地区で実施中 

26 ●不法投棄対策事業 19 (19)

③住民パトロール・清掃支援 

：２0 地区 

③支援用品配付中 

（10 地区配付済み） 

①農薬飛散防止ネット：7.5ha ①事業決定：4.5ha（36 件） 

②牧草による環境対策等：2５地区 ②事業決定：11 地区 

27 ●環境配慮型施設整備事業 63 (63)

③その他施設整備：４件 ③実施に向け調整中 

担い手育成    

①農業機械導入支援：1 地区 ①事業決定：1 地区 28 ◇機械作業受託組織育成事

業 

19 (-)

②組織設立検討：1 地区 ②検討中：1 地区 

①育成研修実施回数：１回 ①育成研修：1 回（9 月実施予定）29 ◇担い手コーディネーター育

成・派遣事業 

5 (-)

②援農コーディネーター：2 組織 ②1 組織について実施に向けて調

整中 

①経営改善支援：28 件 ①事業決定：48 件 30 ◇農業後継者・横浜型担い

手育成事業 

27 (-)

②農業後継者育成：13 人 ②事業決定：1 人 

31 ●農地貸付促進事業 10 (10) 長期貸付開始農地：16.1ha ・申請書受付中（15.8ha） 

確実な担保     

32 ●市民農園用地取得事業 302 (22) 用地測量、用地取得：1.0ha ・複数の候補地について、農園付公

園整備事業と合わせて土地所有

者と調整中 

33 ●農地流動化促進事業 11 (11) 対象農地面積：5ha ・新規の貸借：15.3ha 

（転貸借・中間保有 0.5ha 手続中）

34 ・国への制度要望 - (-) 推進 ・8 月に実施 

 
 
■緑をつくる 

 
 

施策/事業名 平成 23 年度事業費

[百万円] 

事業目標 

（平成 23 年度） 

進捗状況 

（平成 23 年 8 月末時点） 

 
総額 みどり税

充当額
  

緑化推進    

・地域緑化計画策定事業 

①継続：10 地区 

①継続： 

・8 地区について、緑化等の実施に

向けた協定締結をするために調

整中 

・2 地区で、緑化計画策定に向けた

調整中 

②新規：6 地区 ②新規：2 地区で緑化計画策定中 

35 ◎地域緑のまちづくり事業 281 (281)

・地域緑化推進事業：8 地区 ・10 月以降事業実施  

【凡例】 ●：新規事業（横浜みどり税充当）   ◎：拡充事業（横浜みどり税一部充当）

◇：新規事業等（横浜みどり税非充当） ・：事業費のないもの 
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施策/事業名 平成 23 年度事業費

[百万円] 

事業目標 

（平成 23 年度） 

進捗状況 

（平成 23 年 8 月末時点） 

 
総額 みどり税

充当額
  

・保育園・幼稚園芝生化助成事業 

：20 園

・申請：２件 

・区民花壇事業：７箇所 ・申請受付中 

・生垣設置事業：100ｍ ・申請受付中 

・屋上緑化助成事業：20 件 ・助成交付決定：5 件 

・名木古木保存事業 

：新規指定 20 本

・新規指定：10 本 

・維持管理に対する助成：7 本 

36 ◎民有地緑化助成事業 43 (27)

・記念樹等生産配布事業 

：19,000 本

・配布：5,447 本 

37 ◎公共施設緑化事業 269 (-) ・2.0ha ・実施中 

（公立保育園 9 園、 

公立小中学校 14 校の芝生化含む）

38 ◇公共施設緑化管理事業 142 (-) ・191 施設、25.0ha ・実施中 

39 ◎いきいき街路樹事業 180 (180) ・せん定本数：10,000 本 ・実施中 

40 ・民有地緑化の誘導等 - (-) ・推進 ・緑化地域制度等運用中 

41 ・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） 

- (-) ・制度運用 ・契約締結：１件（410 ㎡） 

42 ◇みどりアップ広報事業 3 (-) ・推進 ・推進中 

（平成 22 年度事業成果リーフレ

ット作成・配布、よこはま花と緑

のスプリングフェア等のイベン

ト出展等） 

事業費計 

※四捨五入の関係により、合計が一致

しないことがあります。 

9,655 (1,999) 執行率（事業費総計 32.3％／みどり税充当額総計 19.8％） 

 


