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皆さんのご意見，ご提案をいただきながら名瀬の将来の姿を描きましたはじめに

１　まちづくりプラン策定の経緯

平成８年度の地区懇談会（地域の課題について住民と区役所が意見交換を行う場）を
契機に，名瀬川を中心とした地域活動を推進するため，平成９年 10 月に「名瀬川に親
しむ会」が発足しました。この会は，名瀬連合町内会及び地域の諸団体の代表により構
成されており，連合町内会活動の一環として運営されています。この活動を進めるなか
で，名瀬の将来像やまちづくりを具体的に検討することを目的として，平成 10 年 10
月に「まちづくりプラン策定委員会」を設立しました。以後，１年６か月にわたり，委
員会と区役所が地域の声を反映させながら協働作業によりこのプランを取りまとめまし
た。

このプランをつくるにあたっての特色としては次があります。

○連合町内会を４ブロックに分け，
ブロックごとに意見収集や地域活動等の情報交換を行いました。

○地元の小中学校が参加し，名瀬の将来について
子どもたちに積極的に意見を言ってもらいました。

○作業は，区役所が主体となり，また，河川，道路などの
整備計画にいかすため，関連部署と連携してすすめました。

２　プランの位置づけ

このプランは，「ゆめはま 2010 プラン」等に則し，名瀬地区のまちづくりの目標と
なるべき将来像（基本方針）を描いたものです。地域と行政が連携し，今後の名瀬地区
のまちづくりをおこなっていくための指針として策定しました。この「まちづくりプラ
ン」は地域の状況の変化などにより，地域からの要望があれば，必要に応じ見直し・充
実を図っていきます。
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名瀬って，どんな所？1 地区の特性

■地形の移り変わり （昭和 39年頃） （平成８年頃）

出典：横浜市歴史博物館「谷戸と暮らし２」

１　名瀬地区の概況

名瀬地区の範囲としては，名瀬町全域及び川上町の一部を対象としています。名瀬地
区は，戸塚区の北東部に位置し，名瀬川の流域とほぼ同じ区域です。地区の北側は泉区，
東側は川上町，南側は秋葉町，西側は上矢部町に接しており，地区の南部は，平戸永谷
川・阿久和川・名瀬川の３河川に囲まれています。名瀬川を中心に南北に長い地区であ
るため，地区の中で，地形，土地利用，生活圏等，地域特性が異なります。
また，名瀬は，古くは農業を中心に生計を営んでいた農村でした。昭和 40 年代に東

戸塚名瀬下土地区画整理や大規模な開発などで急速に宅地化がすすみ，人口も急増しま
した。しかしながら，現在もまだ名瀬川や周辺の雑木林等の自然的環境が多く残されて
います。

（１）人口・面積
面積は約 295ha であり，平成 11年９月末現在の人口は約 13,700 人，世帯数は

約 5,300 戸です。ここ数年，人口はやや増加，世帯数は増加傾向にあります。

（２）人口密度
人口密度は，約 46.5 人／ ha であり，市街化調整区域が多いこともあり，戸塚区

平均（70.3 人／ ha）横浜市平均（78.1 人／ ha）と比べて低くなっています。

（３）年齢別人口
65 歳以上の人口割合は 12.5 ％であり，戸塚区平均（11.8 ％），横浜市平均

（13.2 ％）とほぼ同じ数値となっています。また，15 歳未満の人口割合は 13.8 ％
であり，これも戸塚区平均（14.4 ％），横浜市平均（14.0 ％）と比べ，ほぼ同じ割
合となっています。

目次



― ３ ―

■位　置　図
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■名瀬地区の概況 （平成１１年９月末現在）

人口，世帯数は名瀬町のデータを計上しました

■人口，世帯数推移および年齢別人口構成比

面積，人口，世帯数 面積　約 295ha 人口　13,718 人 世帯数　5,288 戸

人口・世帯
数の推移

年 昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年
人口（人） 9,049 10,916 13,301 13,412
世帯数（戸） 2,514 3,259 4,085 4,954

人口密度（人／ ha） 46.5 （戸塚区： 70.3） （横浜市： 78.1）

年齢別人口
構成（％）

15歳未満 13.8 （戸塚区： 14.4） （横浜市： 14.0）
15～ 64歳 73.6 （戸塚区： 73.8） （横浜市： 72.8）
65歳以上 12.5 （戸塚区： 11.8） （横浜市： 13.2）
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２　現況と特性

（１）都市計画
名瀬地区の北側は主に市街化

調整区域となっています。用途
地域は，都市計画道路の沿道が
準住居地域，昭和橋から下流の
河川沿いが準工業地域，それ以
外は第一種低層住居専用地域及
び，第一種住居地域となってい
ます。都市計画道路としては，
桜木東戸塚線，権太坂和泉線
（幅員 18m）の２路線があります。

（２）土地利用現況
土地利用は約 30 ％が住居系で

あり，鷹の台団地，東戸塚ネオ
ポリス等まとまった低層住宅地
があります。また，地区の北側
は雑木林，果樹林等，緑地・農
地が広く分布しています。名瀬
川の南部，阿久和川，平戸永谷
川沿いは，工業系の利用となっ
ています。

（３）交通現況
名瀬の最寄り駅は，東戸塚駅，緑園都市駅，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。名瀬地区を通るバス路線としては，最寄りの３
駅に向かうほか，弥生台・三ツ境駅方面の路線があります。

（４）自然的環境の現況
名瀬川は，周辺の下水道整備がすすんだこともあり，水質はおおむね環境基準を

クリアするまでに改善されています。また，山林は主に，クヌギ・コナラ群林があ
る雑木林であり，一部にスギ・ヒノキ植林，クロマツ植林があります。ホタルやト
ンボ等の昆虫類，小動物，シラサギ，アオサギ等の鳥類といった多様な動植物が生
息しています。
なお，名瀬地区の北部は「横浜市緑の基本計画」により緑の七大拠点に位置づけ

られています。

（５）公共施設等の現況
地区内の教育施設としては，名瀬中学校（コミュニティハウス併設），名瀬小学

校等があります。その他，名瀬保育園，名瀬ホーム，太陽の國，地域作業所等の福
祉施設や神社・仏閣，古道，道祖神といった歴史資源があります。（21ページ参照）

目次
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■都市計画図

出典：横浜市都市計画局・都市計画図

都市計画線等は参考ですので，詳細は都市計画局備え
付けの縦覧図で確認してください。

■現況植生図

出典：横浜市環境保全局・地域環境特性図
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名瀬の今を考えよう2 現状と課題
１　まちづくりプラン策定委員会で出された主な意見

２　まちづくり８つの課題

目次

・谷戸景観を残していきたい
・豊かな生態系を保全したい
・湧水を大切にしていきたい
・ホタル等の生き物を大切にし
ていきたい

自然的環境について

・川沿いの歩道を連続させたい
・河川の管理用通路の雑草管理が大変なので舗装をする等してほしい
・川沿いに桜を植えたい
・川沿いの遊歩道に所々休憩スペースがほしい
・安全に川に降りられる場所がほしい
・河川改修によって旧河川となる部分の利用方法を検討していきたい
・河川改修にあたってはコンクリートではない自然な川の流れにしたい
・川の水質悪化を防止するため，排水等モラル向上が必要

名瀬川について

・谷戸名を伝承していきたい
・かつてあった水車を復活させたい
・精進場を保存し，由来を後世に伝えていきたい
・平蔵谷戸を中心として活動を広げていきたい
・神社や道祖神を大切にしていきたい

名瀬らしさについて

・都市計画道路で地域が分断されないよう
歩行者がスムーズに行き来できるように
配慮してほしい
・都市計画道路開通後の名瀬道路の利用を
検討したい
・交通安全を推進していきたい
・名瀬道路が安全に歩けるようにすべき
・横浜新道名瀬出入口が危険である

道路・交通について
・空地を利用して，花壇や休憩コー
ナーをつくりたい
・地域活動を活発にしていきたい
・下水道の完備を推進してほしい
・高齢者が住みやすいまちに
・まち全体をしっかり維持管理する
ことが重要

暮らしについて

課題１　名瀬川プロムナードの
連続性と快適性

課題５　親しみやすい河川改修

課題２　谷戸景観や
歴史資源のいかし方

課題６　生活環境の向上

課題３　オープンスペースのいかし方 課題７　名瀬道路の改良の検討

課題４　水環境と水循環 課題８　都市計画道路の整備
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課　題　図
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ちょっとひと休み‥‥

名瀬の歴史知ってる？名瀬の歴史知ってる？

昔から「名瀬はクジュウクヤト（九十九谷戸）」
と呼ばれるほどに谷戸（丘と丘に挟まれた谷筋）
が多い地形でした。大きな谷戸に小さな谷戸が入
り組み，それぞれに名前がつけられていました。

名瀬の九十九
くじゅうく

谷
や

戸
と

名瀬川には谷戸から流れてくる湧水が，現在も水路を通っ
て注いでいます。オッポリと呼ばれていた小川もその一つで，
オッポリと名瀬川の合流地点には，かつて水車がありました。
杉山順三郎氏所蔵の「水車設置願」によると，明治４４年，

鎌倉郡長宛に地域の地主が「米搗用臼四柄」の水車設置を願
い出ています。このことから，米の調製が水車利用の目的で
あったことがわかります。

名瀬の水車

名瀬小学校の校舎内の一角に「昔のくらし
をしのび，学習に役立ててほしい」と名瀬の
地域の方々から小学校に寄贈された農機具や
生活用品等を展示する「名瀬の谷戸資料室」
があります。
子どもたちの学習教材として，また，地域

にも広く開放し，名瀬の歴史や生活を伝える
場として親しまれています。

名瀬の谷戸資料室

精進場は，かつては雨乞いの儀式の場であったと伝えられ
ています。雨を乞う集落の若い衆が妙法寺の半鐘を精進場に
かついで行き，そこで半鐘に水をかけながら，読経と御題目
を唱えて日蓮上人から受け継いだと言われる雨乞いの修法を
行いました。
この名瀬特有の修法はとても効果があり，一週間以内には

必ず雨が降ったそうです。

精
しょう

進
じん

場
ば
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これからの名瀬の姿を考えよう3 まちの将来像と構造
１　将来像

名瀬は，かつては名瀬川を中心に九十九谷戸と呼ばれており，現在も自然的環境に恵
まれた地区です。古くから居住者は名瀬川，農地，雑木林等の自然とともに生活を営ん
できました。近年，開発がすすみましたが，新しく名瀬に住んでいる人達も皆，名瀬の
自然を大切にしています。
一方，周辺地区の開発とともに，名瀬でも河川改修，都市計画道路の整備がすすんで

おり，今後，新たな発展も期待されています。
さらに，高齢社会の到来，安全・安心といった生活のしやすさ等，時代とともに地域

のニーズは多様化しており，また，地域を取り巻く状況も変化しています。
名瀬の将来を考えるにあたって，現在ある自然を大切にしながら，便利で快適な，誰

もが安心して暮らせるまちにしていくことが重要です。
そこで，

“自然と人が共生するまち，誰もが安心して暮らせるまち”
を名瀬のまちの将来像とします。

自然と人が共生するまち，
誰もが安心して暮らせるまち

エコロジカル
ネットワーク

交　通
ネットワーク

土地利用計画

ま
ち
づ
く
り
の
方
針

緑づくり 「名瀬の緑を守り，創り，育てる」

川づくり 「安全で親しまれる名瀬の川づくり」

暮らしづくり 「誰もが安心して暮らせるまち 名瀬」

道づくり 「便利で快適なまち 名瀬」

将
来
像

ま
ち
の
構
造

■名瀬まちづくりプランの基本的考え方
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２　まちの構造

名瀬は現在も豊かな自然的環境が残されています。この中で生態系が育まれ，生き物
と人が共生してきました。自然的環境を構成する水や緑の拠点である谷戸，森，農地，
公園，河川，水辺等をエコロジー拠点※１として位置づけ，これらの保全や生態系の回復
を図るとともに，各拠点をつなぎ，自然と人が共生するエコロジカルネットワーク※２の
形成をめざします。

周辺地区（東戸塚，泉区，環状２号線等）との連絡，地区内の交通，土地利用計画との
整合等をふまえ，幹線道路，地区幹線道路※３で構成される交通ネットワークを充実します。

名瀬地区は現在の土地利用規則を基本としつつ，社会情勢や道路整備による変化等を
とらえ，今後も暮らしやすい環境に資する計画とします。

土地利用計画（土地の使い方）３

交通ネットワーク（交通のつながり）２

エコロジカルネットワーク（自然のつながり）１

目次

地　区 現在の土地利用規制（容積率／建ぺい率） 方向性

低層住宅　　
地区

第１種低層
住居専用地域
（80/50）

低層住宅にかかわる良好
な住居の環境を保全する
地区

良好な居住環境の維持・保全に努めます。例え
ば，敷地面積，用途，緑化等に関する基準を設
け，より質の高い環境をめざすことも有効です。

住居地区
第１種
住居地域

（200/60）
住居の環境を保全する地区

現在の土地利用をいかしながら，住居を中心と
した良好な居住環境づくりをすすめます。

住宅・
工業地区

準工業地域
（200/60）

主として環境の悪化をもた
らすおそれのない工業の利
便を増進するための地区

利便性をいかし，中高層住宅・工場等多様な機
能が調和をはかりながら立地する地区です。

沿道地区　　
（その１）

準住居地域
（200/60）

道路の沿道として業務の
利便増進をはかりつつ，
これらと調和した住居の
環境を保護する地区

道路の利便性をいかし，中高層住宅や業務・商
業を立地します。「名瀬の顔」として，景観に
配慮したまちづくりを検討していきます。

沿道地区
（その２）

市街化調整
区域

市街化を抑制する地区
良好な環境に配慮した土地利用を検討していき
ます。

緑地・
農地地区

市街化調整
区域

市街化を抑制する地区

主に緑地・農地及び住居等があります。現在の緑
地・農地は所有されている方の協力を得ながら，
できるだけ保全します。また，すでに宅地化され
ている所は，拡張せず，適正に更新します。

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
地区

市街化調整
区域

市街化を抑制する地区
現在ゴルフ場や公園として利用されており今後
とも所有されている方の協力を得ながら，緑地
を保全します。
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エコロジカルネットワーク
ー　自然と人が共生するまち　ー
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交通ネットワーク
ー　誰もが安心して暮らせるまち　ー
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土地利用計画
ー　誰もが安心して暮らせるまち　ー
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これからのまちづくり，どうすすめるの？4 まちづくりの方針

名瀬の緑地は，谷戸景観を構成している点が特徴です。そのため，緑
地の中には湧水があり，名瀬川の源流の一部となっています。緑地や名
瀬川には多様な動植物が生息しており，これらが循環（生態系）の中で
人とともに共生しています。今後も土地を所有されている方の協力を得
ながら名瀬の緑を守り，育むことが大切です。そこで，現在のまとまっ
た緑地（山林）は，現状を基本とした維持に努めます。
また，住宅地内の公園，街路樹といった緑も名瀬の生態系を支える自
然的要素の一つであり，今後とも地域活動の中で創り，育んでいきま
しょう。

名瀬の緑を守り，創り，育てる緑づくり

名瀬に緑を創り，育てる

身近な緑のひとつに，公園があります。この公園を
守るために，地域で公園愛護会が活動しています。公
園愛護会は，日常の清掃・除草・樹木への潅水のほか，
公園に花を植えたり，利用者のマナー向上のための啓
発活動を行っています。会を支えているのは，地域に
住む方々で，自分のできる事を，自分のできる時間に
行っています。

また，公共用地を利用して，美化活動を行っている地域
もあります。「きれいなところにはゴミを捨てられない」
を合言葉に，地域でまちの美化とゴミ対策を兼ねた活動を
行っています。ゴミが散乱していた公共用地に花や樹木が
植えられ，現在では，地域の憩いの場となっています。
庭に木や花を植えることも緑を創る活動の一つです。

潤いのある名瀬のまちづくりのために，一人一人ができ
る範囲で，緑を創る活動に携わることが重要です。
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緑づくり構想図
ー　名瀬の緑を守り，創り，育てる ー
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現在，名瀬川の改修は，羽根沢橋から上流側を事業中であり，今後と
も安全な川として改修事業を推進します。
川づくりとして，次のことをめざします。

１． 安全で，周辺環境に配慮した，地域に親しまれる川として改修する
２． 川の管理用通路を活用し，下流から上流まで歩けるようにする
３． 既存の階段や残地を上手に活用し，親水，水辺ポイントをつくる
４．名瀬川の水をきれいにする
５．地域と行政の連携によるきめ細かな維持管理を行う

また，管理用通路は川に親しむことができ，地域の利便性の向上にも
つながることから，周辺道路からのこの通路へのアクセス（行きやすさ）
を高めることも重要です。

安全で親しまれる名瀬の川づくり川づくり

■河川改修計画

ブロック 区　　　間 内　　　容

第
　
１

a

阿久和川
（柏尾川合流部
～名瀬川分岐）

降雨強度 50mm ／ hr 対応と
しての改修は完了しており，
当面改修の予定はない。

名瀬川
（阿久和川合流部　
～羽根沢橋）

第
　
２
・
３

b
名瀬川
（羽根沢橋
～月見橋）

現在，降雨強度 50mm／ hr 対
応として改修事業中。河川用
地が限定されているため，一
定の幅員内で多自然型をめざ
した整備をすすめる。

c
名瀬川
（月見橋～山越橋）

降雨強度 50mm ／ hr 対応と
しての改修は完了しており，
当面改修の予定はない。

d
第一遊水地 整備済みである。

第
　
４

第二遊水地 今後，整備をすすめる。

e 山　越　橋　～
河川法上の河川ではなく，水路
である。特に改修の予定はない。
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川づくり構想図
ー 安全で親しまれる名瀬の川づくり ー
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川づくりブロック別方針

第１ブロック （柏尾川合流部～昭和橋）
生活の中の水辺のプロムナード

目次

方針
すでに，河川改修が完了しています。今後は地域と

ともに現在ある通路・階段・空地等を活用し，連続し
て歩けるような歩行空間づくりをすすめます。

取組み
内容

①柏尾町側へのアクセスのため平戸永谷川を横断する
橋梁を設置（柏尾川合流部）

②地域参加により，既存空地を憩いの空間として整備
活用（阿久和川沿い）

③歩きやすくなるような路面整備
（阿久和川合流部～宮下橋）

④河川用地をいかした歩行空間の確保
（宮下橋～羽沢橋）

⑤水辺につながる階段を利用しやすいものとするため，
低水路部の整地等の整備
（阿久和川合流部～羽沢橋）

第２・３ブロック （昭和橋～栄橋）

方針
現在，河川改修工事中あるいは，今後河川改修が行われる区間であり，改修により両側に通路

が整備されます。地域の意向を取り入れながら，周辺の自然的環境と調和した川づくり，プロム
ナードづくりをすすめます。

取組み
内容

①河川改修により，川の両側に歩きやすい歩行空間を整備

②歴史や自然をいかしたプロムナード拠点づくりの推進
ａ.羽根沢橋付近
旧河川残地の活用についての検討

ｂ.宝来橋付近
水辺に降りられるような空間づくりの検討
※この付近には明治～大正時代に水車があり，地域の生活拠点でもありました。
そこで，水辺に降りられるような空間づくりとあわせて，水車の復活の検討をすすめます。

ｃ.精進場付近
昔の面影の保全検討
※改修により旧河川残地となるこの付近は，かつては雨乞いの儀式を行う神聖な場であったと伝えられて
います。緑が生繁る斜面の地形や斜面からの湧水等の保全を検討します。

③第一遊水地の多目的利用の継続
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第４ブロック （栄橋～源流）
自然豊かな源流の小川

方針

栄橋～山越橋間は遊水地の整備が残っている区間で
す。名瀬川の源流域に近い地区であり，小川アメニテ
ィの保全，水路の活用とあわせて，第二遊水地は自然
的環境に配慮した整備をすすめます。

取組み
内容

①第二遊水地
ビオトープ※４型の遊水地として，地域と協議しな

がら整備

②名瀬町小川アメニティ

現在の地域活動を継続
※現在も地域の積極的な取り組みにより，きめ細
かな維持管理をすすめています。また，ホタル
の生育やお祭り等も行われています。

③竹橋～背戸橋の歩道部
名瀬道路の歩道部の安全性を考慮して，原則とし
て現状を維持

緑豊かな谷戸と道路沿いのプロムナードや親水拠点

プロムナード 拠　点 親水ポイント 水辺ポイント
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■今後のすすめ方

①災害に強いまち
・これまでも消防団活動，地域防災拠点※５を中心とした防災訓練等に熱心に取り組んでいま
す。今後とも「自分達のまちは自分達で守る」意識で地域の防災活動を推進します。
・地区内には危険な崖があるため，これらを調査し，必要な対策を検討します。

②福祉のあるまち
・地区社会福祉協議会をはじめとした地域の様々な社会活動による地域の中の支えあいを
推進します。
・地区には「太陽の國」「名瀬ホーム」等の福祉施設があります。今後地域の福祉活動の
拠点となる地域ケアプラザ※７の整備を検討します。

③文化・歴史の継承
・名瀬には「名瀬囃子（はやし）」（横浜市無形文化財）等の歴史的な文化・伝統芸能が保
存されています。また，神社・仏閣，道祖神，古道等の歴史資源もあります。これらを
地域活動の中で，後世に継承していきます。

④身近な公園の再生
・地域の身近な公園は，やすらぎの場であり，防災のいっとき避難場所にもなります。今
後とも地域の意見を取り入れながら，再整備も含め，地域に利用される公園にしていき
ます。

⑤名瀬の水をきれいに
・名瀬では下水道の整備も進んでいますが，今後，川の水をきれいにしていくためには，
適切な排水処理，水路の清掃などが必要です。そのためには，排水モラルの向上，地域
と行政の連携した川や水路の管理などが重要です。

名瀬は町内会・自治会活動，福祉活動等，地域住民が主体となった活動
が熱心に行われています。名瀬の特色としては，若い世代から高齢者まで
多世代の参加があり，また，町内会・自治会ごとの活動と連合町内会の活
動が連携していることです。今後，高齢社会を迎えるにあたり，これらコ
ミュニティに支えられ，安全で安心して暮らせるまちづくりをめざします。

誰もが安心して暮らせるまち　名瀬暮らし
づくり
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暮らしづくり構想図
ー　誰もが安心して暮らせるまち 名瀬　ー
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■今後のすすめ方

①幹線道路の整備
・地区内を通る都市計画道路桜木東戸塚線，権太坂和泉線は，名瀬と東戸塚，泉区を連絡
する道路であり，名瀬道路のバイパスとしての役割もあります。
・現在，桜木東戸塚線は名瀬下交差点から宝来橋付近までが，また権太坂和泉線は
宝来橋付近から岡津までが事業中であり，今後とも両路線の整備を推進します。

②名瀬道路の改良
・名瀬道路は古くから名瀬の生活の中心となっている街道であり，沿道には道祖神，社寺
が残っています。現在は交通量が多く，交差点を中心に朝夕渋滞しており，歩道も狭い
ため歩行環境も良好とはいえません。現在，名瀬下交差点から平蔵橋交差点付近までの
区間について歩道設置をすすめています。
・今後都市計画道路の整備により，交通量が減り，生活道路の役割を持つようになること
が予想されます。名瀬道路の今後のあり方について考える必要があります。
・名瀬下交差点から秋葉町側は，交通量が多いにも関わらず，一部に歩道がなく，特に横
浜新道下は，狭あいで危険な状態にあります。今後，事業の進捗にあわせ整備を検討し
ます。

③横浜新道名瀬出入口付近の安全対策
・横浜新道名瀬出入口（下り車線）付近は，安全で円滑な交通の流れを確保するため，地
域と協議しながら，交通規制や道路構造の改良を実施します。あわせて並行する市道の
拡幅を検討します。また，横浜新道との境界部付近に遮音壁を設置するなどの環境対策
もあわせて行います。
・横浜新道名瀬出入口（上り車線）付
近は，地域と協議しながら側道の
安全対策を検討します。

④住宅地内の交通安全
・住宅地内には通過交通，違法駐車，
歩行者の交通安全といった課題が
あります。地域の方々とともに交
通規制，安全施設設置，違法駐車
対策等の安全なまちづくりをすす
めます。

名瀬は丘に囲まれた土地であり，古くは他からの往来も困難なほど不
便な所でした。名瀬の交通に関して，快適性・利便性を高めていくこと
が重要であり，地区内の交通渋滞の解消，周辺地区への連絡を便利にす
る，交通安全を向上するといったことが必要です。そのため，道路整備
の促進，バス路線網の拡充等をすすめます。

便利で快適なまち　名瀬道づくり

昭和２～３年，
長年の懸案であっ
た名瀬秋葉間に道
路開墾事業が行わ
れ切り通しが完成
しました。
これにより名瀬

から東海道への往
来が大変便利にな
りました。

名瀬秋葉間の道路開墾記念碑
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道づくり構想図
ー　便利で快適なまち 名瀬　ー
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名瀬の将来の姿5 まちづくり構想図
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名瀬のまちづくり，皆ですすめよう6 実施に向けて
１　プランを共有化しましょう

まちづくりは，地域と行政が協働ですすめます。そのためには，
地域と行政がこのプランを継続的に共有していくことが重要で
す。また，地域の様々な主体（住民，企業，学校，ボランティア
など）内での共有，行政内での共有が一層必要になります。

２　プランを育てましょう　
まちづくりプランは，社会情勢や地域ニーズ等によってそのあり方や
目標も変わります。このプランを固定的なものととらえず，まちづくり
のスタートとしてとらえ，今後育てていく必要があります。

3 事業はプランと整合しすすめます　
このプランは名瀬地区に関わる計画や事業の方向性を取りま
とめました。各事業は各々の予算や全体の進展などをふまえて
対応し，また，実施にあたっては，具体的に地域と協議しなが
らすすめます。

４　地域が主体で維持管理しましょう
名瀬に今ある，あるいは今後つくる道路，公園，河川，水路などが利
用しやすく，親しみやすいものであるためには，きめ細かな維持管理が
必要です。行政の維持管理だけではなく，地域の資源であることを認識
し，地域自らが清掃，除草などの美化活動をすすめていきましょう。

５　新たなまちづくりの視点を持ちましょう
このプランは，名瀬の自然と都市をどう共生させていくか，

がテーマです。 つまり，持続ある発展をしていくために，名
瀬の資源を有限としてとらえ，住民がライフスタイルそのもの
を考えながら取り組んでいくことが大切です。こういった取り
組みは，これからの地球環境問題やエネルギー問題などを考え
ることにもつながり，新たな視点を持ちながらまちづくりをす
すめることが重要です。

目次
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巻末 これまでの経緯

戸塚区役所� 地　　域�まちづくりプラン策定委員会�

まちづくりプラン策定委員会発足�10年�
10月�

11年�
4月�

12年�
5月�

13年�
9月�

第１～４回　地域の課題・資源の把握�

第５～12回　テーマ別方針の検討�

まちづくり通信�

まちづくり通信�

単位町内会での報告・検討�

地区懇談会�

各戸回覧�

各戸回覧�

各戸回覧�

第13～14回　名瀬まちづくりプランの検討�

まちづくりプラン（案）の公表�

まちづくりプラン原案完成�

ホームページに掲載�
広報区版でお知らせ�

名瀬地区まちづくり�
プラン（案）冊子�

電話，手紙，�
FAX，Eメール�意見収集　～7/31

意見の集約・修正�

意見交換会（３ヶ所で実施）・地区懇談会�

第15回  意見の検討�

総合�
学習�

まちづくり通信� 各戸回覧�
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名瀬の様々な活動

■ 小学校総合学習

熱心に意見を交わす委員たち 「住みよい町に！」地区懇談会の様子

■ 名瀬連合町内会■ まちづくりプラン策定委員会

「私たちの名瀬川を知ろう」と川歩き Ｈ 11.3.18 中間報告会 Ｈ11.8.31  名瀬川に親しむ会と市長とのふれあいトーク

■ 名瀬川に親しむ会

みんなで川の石を拾い，立派な防災マップをつくりました。 ホタルのいる川を再生しよう！みんなで調査

ドキドキ…発表です。うまく説明できたかな。 僕たちで川の水を調べたよ 自分たちで作ったマップを市長に説明

■ 名瀬町小川アメニティー■ 防災マップづくり
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※ 1【エコロジー拠点】
河川，樹林地，農地，公園，遊水池，学校，

斜面緑地，道路の緑地帯（街路樹）等まちに点
在する，面・線・点状のビオトープ空間をエコ
ロジー（生態環境）の拠点と位置付けている。

※ 2【エコロジカルネットワーク】
横浜市は多摩三浦丘陵群の中央部に位置し，

その自然の骨格は８水系の源流域となっている。
源流域の緑地，水系，河口部を生態的な一つの
まとまりとしてとらえ，丘―川―海で構成され
る流域を基本単位とし，その中にあるエコロジ
ー拠点を，人の活動を含めて相互にネットワー
ク化を図ることで，生態系の保全と回復を高め
る考え方。

※ 3【地区幹線道路】
幹線道路と生活道路を連絡し，地区の交通を

集散させる機能を持つとともに，地区の幹線道
路である。目標としては，幹線道路が 1km 四方
の地区を形成し，その中に約 500m 間隔で地区
幹線道路が配置することとしている。２車線で
両側に歩道のある構造（幅員 12 ～ 16m）が望ま
しいとされている。

※ 4【ビオトープ（Biotop）】
自然界では，地域ごとにその環境条件に適し

た生物群が生活圏を形成し，一つのまとまった
生態系を形成している。この一つ一つのまとま
った生き物の生息環境の単位をビオトープと位
置付けているが，一般的には，都市の中で生き
物が生息できる自然的環境を整えた場をビオト
ープと呼ぶ。

※ 5【地域防災拠点】
身近な小・中学校を震災時の避難場所に指定

し，情報の受伝達，防災資機材の備蓄などの機
能を備えた地域防災拠点としている。名瀬地区
では，地域防災拠点として，名瀬中学校，名瀬
小学校，秋葉小学校を定めている

※ 6【地域ケアプラザ（ケアセンター）】
市民の方々が住み慣れた地域において健康で

安心した生活を営むことができるように，地域
の福祉活動，保健活動等の振興を図るとともに
福祉サービス，保健サービス等を身近な場所で
総合的に提供する施設である。戸塚区内には，
上矢部，東戸塚，上倉田，汲沢，平戸，原宿の
６地域ケアプラザと舞岡柏尾地域ケアセンター
がある。

※ 7【広域避難場所】
地震に伴う大火災が多発し，炎上拡大した場

合，その輻射熱や煙から生命・身体を守るため
に避難する場所である。広域避難場所での避難
時間は，長くとも数時間程度としている。名瀬
地区では，広域避難場所として，戸塚カントリ
ークラブ一帯を定めている。

横浜市では，宝来橋付近に水車があり水辺に降
りられるような空間づくりの検討をすすめます。

昔，名瀬川には水車がありました。

用語解説
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名瀬町北部から南方をのぞむ。中央部は名瀬川。

名瀬まちづくりプラン

平成 14年 2月

ま ちづくりプラン策定委員会

横浜市戸塚区役所 総務部区政推進課

〒 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 157-3

TEL  045-866-8327 FAX  045-881-0241
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