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　このプランは，私たちのまち上矢部地区をより暮らしやすいまちにしていくため，
私たち自身が取り組むべきこれからのまちづくりの方策を取りまとめたものです。�
　プランを見た皆さんが，地区を知り，まちづくりを考え，まちづくり活動に参加し
ていくことにより，プランは実現に結びつきます。�
　今後も，地区の皆さんと区役所の協働により上矢部地区のまちづくりを推進してい
きましょう。�
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１　まちづくりプランについて

上矢部地区は，戸塚駅と東戸塚駅の中間に位置し，阿久和川，県道瀬谷柏尾線を中心に
住宅，工場が立地する地区です。上矢部地区まちづくりプランは，ここに住む人々や，働
く人々が，将来にわたって，安全で快適に過ごすことができるようなまちづくりを進める
ための指針となるものです。

（１）プランの性格
このプランは，次のような性格を持っています。
・地区の課題を明らかにし，解決の方針を取りまとめています。
・実現に向けて，地区と区役所の役割分担を示しています。確定したこのプランによ
り，まちづくりの実現が約束されているものではなく，これからの努力が必要です。
そのため，地区は区役所と協働でまちづくりを主体的に推進し，区役所はプランを
行政施策に反映させるよう努めます。

（２）プランの位置づけ
このプランは，横浜市の総合計画である「ゆめはま２０１０プラン」に即し，横浜

市都市計画マスタープラン全市プランと戸塚区プラン「戸塚のまちづくり」との整合
を図りながら，上矢部地区の特性に対応した，よりきめ細かなまちづくりを示してい
ます。

※都市計画マスタープランは，将来都市像を展望し，地域の課題に対応したまちづく
りの方針を，住民参加のもとで取りまとめるものです。

（３）策定の経緯
平成１１年７月に開催された上矢部地区懇談会において地区の将来構想をまとめた

いという提案がありました。それをきっかけに，同年１１月，地区の方々４５名から
なる「上矢部まちづくり委員会」を発足し，プラン策定の活動を開始しました。
委員会では定例会を全１５回開催するとともに，地区の現状確認，まちづくり活動

事例の視察，交通量等の現地調査などを行いました。また，策定の過程では，まちづ
くりニュースや，戸塚区ホームページにより，委員会活動を紹介し，広く意見を募り
ました。
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上矢部地区まちづくりプラン

２　地区の特性と課題

（１）地区のあゆみ
上矢部地区では，今から２千年位前の弥生時代に，水田づくりを始めるとともに，

人々が定着した生活を送るようになりました。今でも，このころの遺跡として東野台
古墳が残されています。
また，現在の県道瀬谷柏尾線は，かつて大山道と呼ばれ，東海道から大山までを結

ぶ道として，江戸時代後期には数多くの大山参詣者が往来し，たいへんな賑わいを見
せていました。
近年では，昭和３５年から４０年にかけて，開発とともに人口が急激に増加し，市

街化が進みました。

上矢部地区の近年の歩み
１９５５年（昭和３０年） ワンマン道路開通
１９５９年（昭和３４年） 横浜新道開通
１９６４年（昭和３９年） 第１次戸塚工業団地造成
１９６６年（昭和４１年） 第２次戸塚工業団地造成
１９７１年（昭和４６年）～　　阿久和川改修工事
１９８２年（昭和５７年） 上矢部小学校開校
１９８３年（昭和５８年） 上矢部高校開校
１９８５年（昭和６０年）
～１９９２年（平成４年） 阿久和川川辺の道整備
１９９３年（平成５年） 地区センター，地域ケアプラザ開館
１９９５年（平成７年） 戸塚資源選別センター開設

上矢部地区の移りかわり（国土地理院地形図より）

「この地図は，国土地理院長の承認を得て，同院発行の 2万 5千分 1地形図，2万 5千分 1旧版地図を複
製したものです。（承認番号　平 13 関複　第 49 号）」

（平成１０年） （昭和３４，３５年）
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上矢部地区まちづくりプラン

２　地区の特性と課題

地区センター前バス停の道路際に１１体の石仏が集められています。
かつては，この辺一帯は，緑豊かな山林と実りの多い田畑，及び約２,０００ m2 の広さ

の用水池（現在の地区センター）でした。この１１体の石仏は，それぞれの役割を持って
別々の場所に安置されていたのですが，地域開発にともない，現在の地に集積され安住の
地となりました。

①上人塚
しょうにんつか

（篠塚上人塚
しのづかしょうにんつか

）の石仏

篠塚から踊場へ抜ける道を南に向かった丘の上に上人塚という武土の墓がありまし
た。墓は，宝治元年（１２４ 7 年）６月９日北条軍との戦い（宝治合戦）に敗れた三
浦一族方である庄司一族の墓で，ここには，大きな松が植えられていたといいます。
なお，この６月９日にちなんで，このあたりを九日谷（くんちやと）と呼んでいまし
た。

②庚申塚
こうしんづか

の石仏

干支の庚申の日は６０年に１回巡ってきますが，この日は村人が寄り集まって一晩
中起きていたそうです。その集まり（講という）を記念してつくられた石仏です。刻
まれた文字から「元禄９霜月吉祥日　上矢部村」が読みとれます。

③道祖神
どうそじん

辻・村境などの道端にあって悪霊や疾病などを防ぐ神です。一番古いものでは，「天
保庚寅（かのえとら）正月吉日」（１８３０年）の文字が読みとれます。

④馬頭観音
ばとうかんのん

悪魔を馬のような勢いで打ち伏せる，慈悲のもっとも強いことを表すといわれてい
ます。江戸時代には馬の供養と結びついて広く信仰されました。「元禄１６年癸未（み
ずのとひつじ）１２月」（１ 7０３年）の文字が読みとれます。

⑤地蔵様
おじぞうさま

残念ですが，年代不明です。
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上矢部地区まちづくりプラン

２　地区の特性と課題

（２）地区の概況
①位置
上矢部地区は，戸塚駅から北へ約

１.５～３.０ km の圏域に，また，
東戸塚駅から南西へ約１.５～３.３
kmの圏域に位置しています。

②地区の範囲
上矢部連合町内会の範囲で，上矢

部町の南側の一部を除きます。

③上矢部町の面積・人口

上矢部町の人口は，昭和３０年代後期及び昭和６０年代初期に急激に増加していま
す。また，年齢別には，戸塚区や横浜市に比べて高齢者の比率が低く，年少人口の割
合が高くなっています。
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上矢部地区の位置図
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上矢部地区まちづくりプラン

２　地区の特性と課題

（３）地区の現況
①土地利用
地区の大部分は市街化区域ですが，北部丘陵地一帯は市街化調整区域となっています。
市街化区域内の土地利用は，工業団地とその周辺及び阿久和川沿いを中心に工場が

立地し，その周辺に住宅が比較的まとまって存在します。商業系の土地利用は，県道
瀬谷柏尾線の沿道にわずかにあります。

②交通
地区周辺は，東西側を国道１号と横浜新道，中田さちが丘線（一部事業中）によっ

て，また，南北側を横浜伊勢原線（長後街道），名瀬道路によって格子状に囲まれてお
り，地区中央部を県道瀬谷柏尾線が東西に横断しています。
地区からの最寄りの駅は，戸塚駅，東戸塚駅ですが，いずれも徒歩圏ではなくバス

交通に依存しています。バスルートは県道瀬谷柏尾線に集中しており，一部，地区の
西南部でミニバスが運行されています。

③公園・緑地等
地区には，１４の街区公園があります。
また，地区北部及び中心部には，クヌギ・コナラ群集等の雑木で構成されるまとま

った樹林地があります。また，阿久和川，名瀬川沿いの河川管理用通路は一部が遊歩
道として整備されています。

④公共施設
教育施設は，上矢部小学校，上矢部高校があり，市民利用施設は，上矢部地区セン

ター，地域ケアプラザ，通所更生施設「であい」があります。

⑤防災
地区内では，阿久和川沿いがＢ級浸水警戒区域＊１に指定されています。また，３か

所が  がけ崩れ警戒区域＊２，上矢部小学校が地域防災拠点＊３となっています。
なお，阿久和川，名瀬川については，時間降雨量５０mm対応の整備が完了してい

ます。

＊１ Ｂ級浸水警戒区域・・・概ね１時間に６０mm程度を超える降雨があると，川から水があふれ

るおそれのある区域
＊ 2 がけ崩れ警戒区域・・・土質，形状，排水状況（地下水）等から降雨により崩壊し，人命，家屋

に危険を及ぼすおそれのあるがけを，本市のがけ崩れ警戒区域に想定しています。
＊ 3 地域防災拠点・・・震災時の避難場所であり，また，被災者への食料，水，救援物質の配布，生

活情報の提供等を行う拠点
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２　地区の特性と課題

○都市計画図
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○土地利用現況図

第一種低層住居専用地域
第一種住居地域
準工業地域
工業地域
市街化調整区域
準防火地域

住居系
業務系
商業系
エ業系
官公庁
公共公益系
暫定利用
用途不明
都市運営施設
未利用地
屋外利用地
工事改変中
農業・漁業
樹林地
河川・水路・水面
荒地等
商業系複合施設
工業系複合施設
公共系複合施設
公共住居系複合施設

資料：横浜市都市計画局都市計画基本
データより作成（平成９年度）

凡例

凡例
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２　地区の特性と課題

○公園・樹林地現況図
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公園
樹林地

○防災マップ

地域防災拠点小中学校（震災時避難場所）
地域防災拠点小中学校（震災時避難場所）該当地域
地域医療救護拠点
警察署・交番
医療機関等
災害応急用井戸
公園・緑地等
街区公園
がけ崩れ警戒区域
急傾斜地崩壊警戒危険区域
B級浸水警戒区域

資料：戸塚区防災マップ

資料：横浜市緑政局

凡例



上矢部地区まちづくりプラン

２　地区の特性と課題

【上矢部地区の現在のすがた】

①県道瀬谷柏尾線 ②かもめ道路 ③ミニバス

④工業団地 ⑤沿道商業施設 ⑥上矢部地区センター

⑦松尾神社・上矢部会館 ⑧第六天社 ⑨篠塚八幡神社

⑩阿久和川のカルガモ ⑪阿久和川プロムナード ⑫階段護岸
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２　地区の特性と課題

9

⑬ 上矢部第一公園での雅楽 ⑭名瀬川の清掃活動 ⑮ドント焼き

市街化調整区域
工業団地
道路
バスルート・バス停
公園
教育施設
医療福祉施設
地区センター
寺社・史跡等

凡例



上矢部地区まちづくりプラン

２　地区の特性と課題

（４）地区の課題
①まちづくり委員会で出された主な意見

②まちづくりの課題
委員会で出された意見をまとめ，地区のまちづくりの課題を次の５つとします。

交通環境の整備�

安全な歩行者空間の確保�

緑の保全と公園広場の活用�

親しみやすい川辺づくり�

暮らしやすいコミュニティづくり�
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道路・交通

・県道瀬谷柏尾線を安全に歩けるようにしたい
・県道瀬谷柏尾線は交通量が多く，渋滞がひどい
・渋滞対策として，バス停にバスベイを設置して
ほしい

・かもめ道路や，工業団地から地区センターまで
の道路は，大型車の通行が多く，歩行者が危険

・不動坂交差点の立体化を推進してほしい
・かもめ道路にバス路線を新設してほしい
・戸塚駅からのミニバス路線を，姥子方面，工業
団地内へ延伸してほしい

など

河　川

・阿久和川のプロムナードの未舗装部分は
舗装してほしい

・名瀬～上矢部～戸塚の川沿いの遊歩道を
連続させてほしい

・プロムナードには防犯灯が必要
・プロムナードに屋根付きの休憩所やギャ
ラリー等のある憩いの広場がほしい

・水に触れることができる親水拠点をつく
りたい

・川の中の堆積物を除去してほしい
・住民主体による花の植裁や清掃活動等を
進めたい

など

緑とひろば

・地区の緑地等を回遊する歴史と緑の散歩道をつくりたい
・上矢部と名瀬町境の尾根道を「こもれびの散歩道」とし
たらどうか

・利用されていない公園の活性化をはかるとともに，公園
をコミュニティの中核にしたい

・地区の豊かな樹林地を残したい
・まち全体に花を増やそう
・スポーツができる広場を確保したい

など

暮らし

・地区の歴史や伝統を掘り起こし，まちづくりにいかしたい
・世代間の交流を進めたい
・子育てのしやすいまちにしたい
・バリアフリーを進め，安全・安心の確保が必要
・地区が取り組む災害対策を見直したい

など



上矢部地区まちづくりプラン

３　まちづくりの目標

（１）まちづくりの視点
上矢部地区は，これまでに，工業団地の造成や，工場，宅地，共同住宅等の開発と

ともに，阿久和川の改修や地区センター等市民利用施設の開設など，都市基盤施設の
整備が進められてきました。しかし，暮らしやすさという点から今のまちを考えると，
いくつかの課題を抱えています。
このことを受けて，地区のまちづくりの目標を考えるにあたっては，まちを新たに

造るというのではなく，今あるまちをいかに使い勝手のよいまちへと進歩させていく
か，そのためにはどこをどのように改善すればよいかといった視点が大切になります。
また，暮らしやすさを高めるためには，大気や水環境の保全などに配慮した取り組

みが必要であり，そのために地域で何ができるのかといった視点も大切です。

（２）まちづくりの目標
地区のまちづくりの目標を次の４つとします。

残されている樹林地が保全され，広場のある公園が整備されているなど，
緑の空間が確保されているまちをめざします。

阿久和川や名瀬川沿いの親水拠点やプロムナードがコミュニティ醸成の場
となり，川辺が暮らしに潤いと憩いをもたらしているまちをめざします。

道路交通が円滑で，安全な歩行者空間も確保され，バスも利用しやすいま
ちをめざします。

身近なまちづくりは地区の一人ひとりが主役であり，人と人とが支えあい
協力し合って，誰もが活き活きと暮らしていけるようなまちをめざします。

一人ひとりがつくるまち�

交通体系の整ったまち�

川に親しめるまち�

緑のオープンスペースのあるまち�

５つの課題を踏まえながら，まちづくりの視点を整理し，上矢部地区がめざすべき

まちづくりの目標を掲げます。
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上矢部地区まちづくりプラン

４　まちづくり方針

目標の達成に向け，具体的な取り組みを４つのまちづくり方針として掲げます。

（１）緑のオープンスペースのあるまちづくり

【公園の整備】

地区の人々が利用できる広場や運動場を地区内に確保し，また，既存の公園をより
使いやすくするよう再整備の検討を行い，活力あるコミュニティの場である公園をよ
り充実します。

★　公園の新設
緑に囲まれた広場のある公園の新設を検討します。

★　水辺と公園の一体化
阿久和川プロムナード沿いにある上矢部北公園，

上矢部北第二公園が，プロムナードと一体利用で
きるような改善を検討し，公園利用の活性化を図
ります。

【まとまった緑地の保全】

地区の北部の樹林地は，名瀬地区の樹林地と一体となった大規模なものであり，「戸
塚の５つの森」の１つである名瀬の森を形成しています。
また，県道瀬谷柏尾線南側に社寺林や斜面緑地が点在しています。
これらのまとまった緑地をできる限り残していくために，都市計画制度に基づく土

地利用の状況や土地所有者の意向等をふまえながら，既存の緑地保全等の制度の活用
を検討します。

まとまった樹林地は，地域の暮らしにやすらぎやゆとりをもたらす自然的環境で
あり，貴重な緑のオープンスペースとなっています。一方で，スポーツができるよ
うな広場が少ないことや，既存の公園が狭いことなどから，新たなオープンスペー
スづくりが求められています。
そこで，これらの緑の空間をより多く残し，オープンスペースの多いまちをめざ

します。

※横浜市の主な市民参加型の緑地保全制度
□市民の森

おおむね５ ha 以上のまとまりのある山林が対象。所有者と原則１０年間以上の使用契
約を結び，広場等簡易な施設整備を行い，市民の憩いの場として公開。管理は，地域の
「市民の森愛護会」に委託し，所有者には奨励金を交付。

□ふれあいの樹林
市街化区域内の小規模樹林（１～２ ha 程度）が対象。所有者と１０年間以上の賃貸借

制約を結び，散策道等の施設整備を行い，地域のふれあいの場として活用。管理は，周辺
の住民を中心とした愛護会に委託し，所有者には賃貸料を支払う。

※花と緑のまちづくりのための横浜市の主な地域活動支援制度
□よこはま緑の推進団体

身近な緑をつくり育てる活動を自主的に行って，緑の人づくり，まちづくりをすすめて
いく団体。緑化用の樹木や園芸用資材の補助を受けることができる。

□地域緑化事業への助成
町内会や商店会，団地管理組合等で，少し大規模に緑化をする場合，事業費の７０％

（上限５０万円）までを助成。事業費の３０％は，緑化を行う団体が負担。
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上矢部地区まちづくりプラン

４　まちづくり方針

（２）川に親しめるまちづくり

【川の安全性の維持】

地区内の阿久和川，名瀬川沿川では，過去には大雨による浸水を幾たびか経験して
きました。横浜市では，こうした浸水等の河川災害を防ぐため，阿久和川をはじめと
した２７の都市小河川を指定し改修事業を進めています。地区内の阿久和川と名瀬川
については，既に時間降雨量５０mmに対応した整備が完了しており，現在，阿久和
川は泉区の新橋町で，名瀬川は名瀬町でそれぞれ河川改修を進めています。
今後も，治水面の安全性を保持するための維持管理に努め，地域の暮らしに密着し

た安全な川づくりをめざします。

★　流下阻害物の撤去
河川内の流下を阻害する大きなごみ

やコンクリート塊等の撤去を行い，適
正な河川維持に努めます。

★　堆積物対策
川の断面積を確保するため，過剰な

堆積物は除去するよう努めます。また，
平常時の水路の整備も検討します。

【親水拠点づくり】

阿久和川には，現在，かもめ橋上流右岸側に階段護岸がありますが，水際への接し
やすさ，緑化地の景観，人を引き付ける魅力は不足しています。
そこで，この階段護岸周辺が，誰もが川に親しむことができ，景観も美しく，地区

の人々がイベント等で活用しやすい親水拠点となるよう魅力アップを図ります。

★　親水性の向上
水際に接しやすく人も集まりやすい，親

水性の高い場所づくりを検討します。

★　階段護岸の美化
護岸階段部の花壇化を進めるとともに，

継続的に除草や花の植替え，清掃等を行い，
美しい景観の維持を図ります。

★　周辺護岸の緑化
階段部周辺のコンクリート護岸は，平面

的で美観も良いものではありません。そこ
で壁面を覆うツタ類による緑化を進め，景
観の向上を図ります。

阿久和川，名瀬川沿いを，安全で親しみやすい，地域の憩いの場，集いの場，活
動の場となるよう，魅力アップを図ります。
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上矢部地区まちづくりプラン

４　まちづくり方針

【魅力あるプロムナードづくり】

阿久和川プロムナードは，旧河川敷を利用した植裁等の環境整備が施されていると
ころもあり，名瀬川沿いの河川管理用通路とともに，地区の人たちの散歩路として親
しまれています。今後は，よりいっそう親しまれる路として，また，憩いと潤いをも
たらす空間として，さらには，活力を育む場としての魅力づくりをめざします。

★　憩いの広場づくり
現在，ベンチ等が設置されている場所を，
散策者のための憩いの広場とするため，住
民参加による整備を検討します。

★　美化，緑化の推進
放置自動車やゴミの不法投棄のないさわ

やかな路を維持します。また，緑化された
部分の維持管理に努めるとともに，花壇づ
くりなどにより，新たな美化・緑化を推進
します。

★　親水ポイントづくり
親水拠点である階段護岸のほかにも，現在，消火用水を利用するため護岸が階

段状になっている場所があります。これらの場所が，水際で川に親しむことがで
きるような魅力ある親水ポイントとなるよう整備を検討します。
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上矢部地区まちづくりプラン

４　まちづくり方針

（３）交通体系の整ったまちづくり

【県道瀬谷柏尾線の交通円滑化】

地区の人々が車またはバスを利用しスムーズに移動できるようにするためには，地
区の道路網の背骨にあたる県道瀬谷柏尾線の車の流れが円滑でなければなりません。
また，円滑化が進むことで，自動車の排気ガスの排出量も減り，大気汚染等環境への
負荷も軽減され，暮らしやすさの向上にもつながります。
そこで，県道瀬谷柏尾線が，広域的な幹線道路ネットワークを補完する地区幹線道

路として，また，地区内の主要な道路として，その機能が十分に果たされるよう必要
となる改善を推進します。

★　周辺部の幹線道路整備の促進
県道瀬谷柏尾線の交通量を軽減さ

せるため，周辺部の幹線道路整備が
重要です。現在，名瀬町の権太坂和
泉線，桜木東戸塚線，泉区の中田さ
ちが丘線，戸塚町以西の横浜伊勢原
線，さらに不動坂交差点立体化が事
業中であり，これらの整備を今後も
進めます。

★　バスベイ設置の検討
県道瀬谷柏尾線の特に渋滞の著し

い区間については，バス停留所での
乗降によって渋滞が生じないよう
に，バスベイの設置を検討します。

★　交差点改良の検討
右折レーンがないため渋滞を引き

起こしている交差点や，右左折がし
にくい交差点の改良を検討します。

上矢部地区に暮らす人々が，安全にまちを歩くことができ，早くかつ安全快適に
目的地へ到達できるような利便性の高いまちにするため，道路整備や公共交通の充
実などを図っていきます。
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上矢部地区まちづくりプラン

４　まちづくり方針

【バス利便性の高い交通体系づくり】

戸塚駅や東戸塚駅，泉区方面などへ移動しやすい上矢部地区の交通利便性を高める
ためには，バス路線のいっそうの充実が必要です。
そこで，次の路線の新設等を検討します。

★　東戸塚駅方面（かもめ道路）
上矢部地区から東戸塚駅方面への

連絡性を高めるため，かもめ道路を
運行するバス路線の新設を検討しま
す。また，このバス路線導入に必要
となる交差点等の改良も併せて検討
します。

★　戸塚駅方面（富士橋～戸塚駅）
上矢部地区から戸塚駅方面への連

絡性を高めるため，不動坂交差点の
立体化を推進するとともに，富士橋
から戸塚駅西口への市道の整備を進
めます。

★　地区内バス路線の拡充
姥子地区や第二工業団地の交通利

便性を向上させるため，既存のバス
路線の延伸等を検討します。

【安全な歩行者空間の確保】

通過交通が絶えないこの地区では，誰もが安全に歩行できる空間の確保が求められま
す。特に，県道瀬谷柏尾線において歩行者対策が必要であり，重点的に取り組みます。

★　県道瀬谷柏尾線の歩道整備検討
県道瀬谷柏尾線を利用する歩行者の安

全を確保するために，狭い歩道の幅員確
保，歩道未設置箇所への歩道の新設，支
障となる電柱の移設等を検討します。

★　代替歩道の充実化促進
阿久和川プロムナードは，県道瀬谷柏

尾線の歩道を補完する機能を有している
ため，特に右岸側についてはより安全・
快適に通行できるように，一部路面の舗
装や防犯灯の設置等を進めます。

★　かもめ道路の歩行者安全対策
かもめ道路は，通行量が多く，見通し

の悪いクランク状のカーブもあるため，
歩行者の安全対策を検討します。
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上矢部地区まちづくりプラン

４　まちづくり方針

（４）一人ひとりがつくるまちづくり

緑を活かして

★　緑と水と歴史の散歩道

点在する緑地や史跡，それに阿久和川プロムナードを結ぶ道を，誰もが日常的
に利用できる「散歩道」として捉え，沿道での花植えや草刈り，清掃等に地域で
組織的に取り組み，案内表示やマップづくりを行うなどにより，散歩道としての
魅力づくりに努めます。

★　公園の活用

上矢部南公園等の公園が，高齢者や子どもたちを中心とした，地区の健全なコ
ミュニティ活動の場となるよう，その活用等を検討します。

川辺で

★　川を知る

川を自分たちの地区の大きな庭として捉え，
その自然的環境を守り育てていくことが大切
です。そこで，まずは，その川を知ることか
ら始めます。イベントや学習会等の機会をつ
くり，水質や生態など川の現状を把握します。

★　川に親しむ

次に，その川辺が親しみや愛着の持てるよ
うな場となるよう取り組んでいくことが大切
です。そこで，水際及びプロムナードの美
化・緑化につながる様々な活動により，親し
みやすい川づくりを進めます。

★　川を守る

美観や親しみやすさが増した川辺は，新た
な人の関わりに結びつきます。こうした人の
輪の拡大が川辺の活動の継続や広がりとなり，
結果的に，河川周辺の良好な環境の維持・向
上につながっていきます。

★　活動の組織化

水辺愛護会及び緑の推進団体等の結成により活動を組織的なものとし，継続
化・定着化させることで，コミュニティの充実を図ります。

今あるまちを，より安全・安心で，より暮らしやすいまちにするためには，道路
や川，公園等の都市基盤施設の整備を推進するとともに，地区が主体となったまち
づくり活動を広めていくことが大切です。
上矢部地区には，川辺の空間や緑地など住民参加の舞台となるような場所が多くあ

ります。様々な場面でいろいろな取り組み方がありますが，まずは，誰もが関心を抱
き自主的に活動や参加ができるようなプログラムづくり，組織づくりが必要です。
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４　まちづくり方針
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道で

★　違法駐車対策

地区には，工業団地内や上矢部小学校周辺等，違法駐車が多く歩行者が危険な
道路があります。違法駐車対策は，取り締まりを強化するだけではなく，地区で
呼び掛け合ったり，自らが不要不急のマイカー利用を自粛するといった取り組み
が有効です。

★　プロムナードの通行安全確保

阿久和川プロムナードは，歩行者のほか，原動機付二輪車の通行もあり，現状
では，十分に安全性が確保されているとはいえません。
そこで，車止めで進入を防ぐ，看板を設置し通行の自粛を促す等の方策が考え

られますが，違法駐車対策同様，まずは地区全体で，一人ひとりが，このプロム
ナードを誰もが安心して歩くことのできる道とすることを理解し，自らが原動機
付二輪車での通行を控える，または呼びかけるなどを実践していくことが重要で
す。

災害に備えて

★　４ｍ未満の狭い道路の拡幅

避難行動，救急活動，消防活動等
を円滑に行う上で道路や公園が果た
す役割は重要です。
特に，木造住宅が密集し，道路が

狭い地域では，道路拡幅整備が必要
です。そのためには，沿道の方々が
理解し協力しあい，路線全体で拡幅
に取り組むことが大切となります。
整備にあたっては，横浜市の助成制
度（「狭あい道路拡幅整備事業」）を
活用します。

★　地域防災活動の推進

２つの河川が流れるこの地区は，
震災時には橋の落下による避難路の分断も想定されます。地区での防災対応力を
高めていくためには，防災組織の育成とともに，日頃から震災時の避難経路を把
握しておくなど住民一人ひとりの防災意識の高揚も不可欠です。そこで，地区独
自の防災計画づくりや町内会・自治会単位の防災マップづくりを進め普及します。

連携と交流

福祉や防災，防犯などの面で人にやさしいまちにするためには，地区内の様々
な人たちの支え合い，協力が必要です。高齢者から子どもたちまで誰もが交流で
きる機会や誰もが連携し活動できる場をつくり，互いに理解し支え合えるまちを
めざします。
また，地区内の地区センター，地域ケアプラザの利用により地域活動の充実を

図ります。

狭い道路の拡幅を



上矢部地区まちづくりプラン

５　まちづくりの実現に向けて

（１）プラン策定がスタートです。
プラン策定がまちづくりのゴールではありません。
このプランは，スタートライン（地区の現状）を確認し，めざすべきゴール（まち

づくりの目標），そしてゴールをめざし進んでいくコース（まちづくりの方針）を明ら
かにするものです。
プラン策定をまちづくり参加への契機と捉え，実現に結びつく地区主体の取り組み

へと発展させていくことが重要です。

（２）プランをみんなで共有します。
プランの実現に向けまちづくりを推進させていくには，地区と行政が取り組みを継

続的に行っていく必要があります。そのためには，お互いにこのプランを共有化して
いくことが重要です。住民，企業，学校，ボランティアなど地区の様々な主体の中で，
また，区役所や事業主体である局など行政組織の中でプランの内容を共有します。

（３）まちづくりは一人ひとりが役割を担います。
上矢部地区のまちづくりは，このプランをふまえ，地区と行政がそれぞれに役割を

分担し協働で進めます。
行政の役割は，道路整備等の各種事業の実施や建築基準法等の法制度の運用などです。
その中で，区役所は，地区の意向を事業に反映させるために意見交換・意見収集・

情報提供を行い，事業の促進や事業化をはかるため，事業主体との調整・協議に努め
ます。
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上矢部地区まちづくりプラン

５　まちづくりの実現に向けて

地区の役割は，水辺愛護会の結成等によるまちづくり活動の組織化や建築協定等の
まちづくりのルールづくり，行政施策・事業への提案などです。
そして，この地区に暮らし，働く一人ひとりがまちづくりの担い手となり，暮らし

やすいまちをつくるために話し合い，参画し，行動することが重要です。

（４）新たな視点を持ちながらプランを育てていきます。
地区のまちづくりで最も重要なことは，安全かつ安心して暮らし続けていける社会
をつくることです。特に，これからの少子高齢化社会では，医療，介護，子育てなど
のサービスの充実が必要となり，人と人とが結びつき，支え合えるコミュニティづく
りなど地区に対しても多様な役割が求められていきます。また，身近な自然や住環境
を保全していくためには，地区の一人ひとりが日常的に取り組んでいくことが重要で
あり，こういった取り組みは，地球環境問題やエネルギー問題などを身近な問題とし
て捉え考えることにもつながっていきます。さらには，ＩＴ（情報通信技術）を活用
した情報化の進展は，個人のライフスタイルに様々な影響を与えつつあり，これから
のまちづくりを進めていくには，このような新たなまちづくりの視点をもつことも大
切です。
まちは時間とともに変化していきます。まちづくりプランも固定したものではなく，
常に新しい状況に対応していくことが必要になってきます。このため，まちづくりの
進行状況と新たな課題に対応するために，プランを固定したものと捉えず，必要に応
じてこのまちづくりプランを見直し育てていきます。
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