「自分たちのまちは 自分たちがつくる」

すべての世代が住み続けたいまち 青葉

横浜市都市計画マスタープラン・青葉区プラン改定に先駆けて
青葉区民会議 まちの未来プロジェクトによる提案

平成 23 年 12 月
第 9 期青葉区民会議
まちの未来プロジェクト
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序章
１．はじめに

青葉区民とまちづくり

青葉区のまちづくり基本計画として、平成 14 年(2002 年)に策定された「横浜市都市計画マスタープラン・青
葉区プラン」
（青葉区まちづくり指針）があります。 これは 20 年後(2020 年頃)の青葉区を想定して作られたも
のです。 これを策定するにあたり、青葉区は平成 12 年に策定委員会を設置、さらに区民の意見を聴取する場と
して「青葉区民まちづくり会議」を組織しました。このまちづくり会議メンバーは広く区民に公募され、区民会
議からも 16 名が参加しました。そして区民による『次世代への贈り物』が提案されました。 これは行政案に対
して区民作成の対案として出されたものです。
「青葉区まちづくり指針」では、次世代に引き継ぐまちづくりの視点として、３つが挙げられています。
①まちの活力を維持するために多様な世代が集うまちづくり
②水と緑の環境を維持・発展させるまちづくり
③魅力的な街並みを維持・発展させるまちづくり
また将来都市構造の目標を、個性豊かに成熟した都市「丘の横浜・青葉区」としています。

しかし、平成 23 年の今、策定当時とではすでに社会状況も経済状況も変わり、区民のライフスタイルや住民構
成も変化を起こしています。 平成 22 年度から「青葉区まちづくり指針」の上位計画である横浜市都市計画マス
タープラン（H12 策定）の見直し改定作業が始まっています。
第 8 期青葉区民会議では、
「青葉区まちづくり指針」の改定に先駆け、
「まちの未来プロジェクト」をたちあげ、
青葉区民 1000 人アンケートを実施しました。それを基に、みなさんの意見や要望を『すべての世代が住み続けた
いまち 青葉』としてまとめ提案する作業をおこなってきました。提案の策定手順として区民意見を集め、課題
抽出、検討、提案への検討、区民へ公開／意見収集（広聴）
、見直し最終案作成としていました。しかし、3 月 11
日におきた東北関東大震災により最後の広聴の場＝「青葉区民のつどい」が中止となり、提案は提案（素案）と
することとし、第 9 期への申し送り事項として引き継ぎました。
第 9 期青葉区民会議では、子育て関連について乳幼児健診に来られた親を対象にアンケートを行うなど、さら
に検証を進めました。また平成 23 年 7 月開催の「青葉区民のつどい」で、素案提案をテーマとし、会場よりさら
に 400 近い区民の意見をいただくことができました。 これらのアンケート結果や、区民意見を参考に、本提案
をまとめることができました。 (つどいでの意見は最後に添付しました)
この提案は「青葉区まちづくり指針」への提案ではありますが、その範囲は都市計画マスタープランの範囲を
超え、区民生活のあらゆる分野にまたがった提案となっています。しかし、区民会議はよりよいまちづくりを目
指し、この提案をそのまま出すこととします。
新しく策定される「新・青葉区まちづくり指針」に反映されることを強く希望するとともに、都市計画マスタ
ープランそのものが総合的なものを目指すことも提案します。
２．めざすところ
青葉区民意識調査から見えてきた青葉区民がのぞむ未来を次のように４項目に集約し、青葉区民へアンケート
調査を実施しました。 （青葉区民 1000 人アンケート H22 実施）
①安心して子育てできるまち
②生活に便利なまち
③今の緑を維持するまち
④地球環境を意識したまち
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そしてこの 4 項目の調査結果を受け、私たちがめざす青葉区として、次のように考えました。
青葉区民は「自分たちのまちは自分たちでつくる」を基本に、実現に向けてやるべきことは自ら進んで行う。
青葉区が他都市に誇れる豊かな自然や文化度の高い環境を活かし、また子どもから高齢者まで元気に活躍す
る人たちが生き生きとその能力や活力を活かし行動に参加する仕組みを作りあげます。
また通勤・通学層といった現役世代の人たちが将来にわたって地域の推進力になる仕組みを作りあげます。
それは例えば次のようなまちです
安心して生活できる地域を多世代が協力して作りあうまち
元気で健康な高齢者が活躍し多世代交流を地域で展開できるまち
まちの活力を生み出す世代循環が良好に行われるまち
青葉区の魅力である自然環境・住環境を住民みずからが参加して守るまち

３．検討の範囲
青葉区民会議が取り上げてきたまちづくりの分野は多岐にわたります。例えば交通・道路、まちづくり、自然・
環境、防災・防犯、医療・福祉、子育て・教育などがそれに当たります。
その中で今回は次のような 4 つの分野を取り上げました。
①子育て

安心して子育てできるまちづくり

②まちづくり

少子高齢社会での住みやすいまちづくり
公園を軸とした多世代が集えるまちづくり
健康な人と健全な医療体制で安心なまちづくり

③防災(減災)

災害に強いまちづくり・ 社会（地域/人）づくり

④自然・環境

まちの発展と自然の維持を調和させたまちづくり
限られた資源（ひと・かね・時間）を有効につかう水と緑の環境維持
多世代参加の自然環境づくり

1000 人アンケートからはさまざまな分野にわたり課題が多く山積されていることが分かりました。 第 8 期で
は上記についての検討しまとめ提言（素案）としました。 第 9 期では、この素案に対して追加アンケートや「区
民のつどい」での意見を入れ、最終提言としてまとめました。 今回、検討が出来なかった分野については今後
も区民会議活動の中で継続して行うこととします。
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４． 提案の概要
第１章 子育て

-安心して子育てできるまちづくり-

１－１ 待機児童ゼロへの道
待機児童問題は保育所の不足問題としてクローズアップされておりますが、三世代同居が少なく、育児のスタイ
ルが多様化した現在、
一時保育・一時預かりにも待機児童問題があると考えます。 そのため以下を提案します。
(１）保育所関連
①短期的対策として、家庭的保育事業への NPO の参入を促すため、場所は市が確保し NPO に貸与する体制と
場所提供者への誘引策として提供者には税の優遇措置を付与すること
②中期的には、入所待ち児童数が多い地域で保育所を新設すること
(２）一時保育と一時預かり
①毎年実施している区民意識調査の優れたノウハウを活用して、
対象児童を持つ保護者のニーズを丁寧に調
査・分析すること
②そのデータをベースに、一時保育・一時預かりだけではなく、別項の「親子で学び・遊べる公共施設」も
検討対象に入れた総合的な量と質の充実策を、行政だけでなく事業者・区民も参加して立案すること
なお、一時「預かり」は供給サイド（行政）の発想であり、需要サイド（親）に発想の軸足を移すため、名
称は一時「預け」に修正することも提案します。
１－２ 親子で学び・遊べる公共施設
横浜市内でもっとも子供人口の多い青葉区。 さまざまな子育てに関する悩みを抱えている子育て世代の実情を
知るため、福祉保健センターに乳幼児健診で訪れた子育て中の母親 363名にアンケートを実施しました。
その結果から子育て世代の現状と行政に希望する「子育て支援」を知りました。これを踏まえ、青葉区が若い子
育て世代や子供たちにもやさしい、更に住みやすいまちになることを願い、以下を提案します。
①いつでも、誰でも、毎日利用できる親子で遊び・学べる交流の場を公共施設内に複数、創出整備すること
②就学児童が放課後や休日に利用しやすい「児童館」的な居場所を更に創出整備すること
③一時預かり等も含めて、家庭で保育している親への支援を更に充実させること
第２章 まちづくり

-住み続けるための 空間づくり 人づくり-

２－１ 少子高齢社会での便利な生活空間（高齢社会での便利な生活空間 ～交通課題と買い物行動から～）
横浜市で２番目に平均年齢が低い青葉区ですが、少子高齢化は必ず起こります。 人口減少を想定した未来の青
葉区で高齢者と共に住み続けられるまちとするためには、便利な生活空間を保持、継続する施策が必要だと考え
ます。青葉区のまちは、駅周辺と郊外（都市と田園）という特徴があります。この特徴を生かし、住み続けたい
まちを実現するために次を提案します。
-駅周辺に生活を移し住み続けるためには
①公共共通網の充実と利用しやすい工夫
（バス路線の利用者視点での見直し バスをもっと利用しやすく ）
②駅そばで生活できる仕組み作り(郊外住宅と駅傍マンションなどの入れ替え、気軽に移動(住居世代循環）
-郊外住宅地で住み続けるためには
③地域コミュニティでの多世代助け合いを 生み出す場づくり
・公園の多目的利用を進める（公園を考える会の創設提案 第2章２の提案
・生活を支え合う仕組みを地域に構築すること
④子育て層が住みやすい環境づくり

（第1章の提案）

・住居世代循環を進める仕組みづくり
・子育てにいつでも使える施設の整備
２－２ 公園を軸とした多世代が集えるまちづくり（公園は青葉区の財産）
多世代が集えるまちづくりの実現のために、
多機能に公園を地域で活用できるよう
「公園を考える会」
の創設と、
3
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まちづくりの中で、公園の果たす役割、特に都市公園の役割と位置づけを区プランの中で明確にすることを提案
します。
①公園（まちづくりの拠点）の役割をまちづくり指針の中ではっきり位置付けるために
－「公園について考える会」の創設
２－３ 望まれる医療体制 医療・行政・区民の連携（健康な人と健全な医療体制で安心なまちづくり）
区民・医療機関・行政が各々の役割を理解し、区民の健康と生命が守られるまちづくりを実現します。一人ひと
りが健康な区民になることを自覚し、健全な医療体制を支えることを自ら支援する。その結果として保健・医療・
福祉が連携し充実した保健医療体制が整うことを目指します。
医療に対する価値観を変え健全な医療体制を支える健康な青葉区民になるために、以下の３つを提案します。
①区民のニーズに合った医療情報の提供
②情報の発信だけでなく、流通する仕組みづくり
③区民が医療について学べる場の整備
第３章 防災（減災） -災害に強いまちづくり・ 社会（地域/人）づくり３－１ 災害に強いまち１ 無電柱化でできること
青葉区のまちの魅力の上位に美しい街並みがあげられますが、美しいだけでなく無電柱化により、災害時対策や
歩道のバリアフリー化で安心空間を作るなどさまざまな効果が得られます。
実現に向けて以下の３つを提案します。
①まちづくりの整備に必要な取り組みと分かる方針を策定すること
②無電柱化推進路線マップ（目標見える化）作成
③無電柱化(電線類地中化）を駅前再開発やバリアフリー基本構想を整備する際に盛り込むこと
３－２ 災害に強いまち２ 被害が広がりにくいまちづくり
行政で把握できるあらゆる分野の情報をデータとして集積し、これら情報を一元化して、このデータを有効に活
用して、市全域や各区同一という整備計画ではなく地域特性に応じた対策を講じて、被害がひろがりにくい街づ
くりを目指すために以下の４つを提案します。
①市民への的確な情報開示・広報、
－ウェブを利用した速報性の高い情報提供の更なる整備
エリアメールでの緊急情報の提供整備（市域と区域の情報提供の仕組み作り）
②災害に強い人材の育成と確保そしてその有効活用
－さまざまな災害対応組織（市民、企業、大学など）と自治会の連携
③建築物や構造物の耐震化・不燃化の推進
－安否確認の基盤となる人的被害を減らすためにも耐震化の推進は必要であることを強調し、
区内の構造物の耐震化状況を把握する。
④水道や電気ガス道路等のライフラインの耐震化の推進
第４章 自然環境 -まちの発展と自然の維持を調和させたまちづくり、限られた資源（ひと・かね・時間）
を有効につかう水と緑の環境維持、多世代参加の自然環境づくり４－１ 緑視率指標の導入
緑被率で測られる横浜市の緑は、その多くが市街化調整区域にありますが、土地私有制と都市の発展圧力を考え
ると、その緑は今後も減少していくことは避けられません。そうした中、私たちとして守りたいもう一つの緑は
市街地の緑です。市街地の緑を測る指標として適しているのが緑視率です。
私たちに身近な市街地の緑を守るために、緑視率を指標として採用することを提案します。使用方法としては以
4
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下の２つの手法を提案します。
①一定の市街化区域に緑被率とあわせて緑視率を地域目標として採用し管理する。
②地域緑のまちづくり事業などの成果を計測する指標として緑視率を採用する。
４－２ 街路樹保全事業の拡大
みなとみらい２１地区が横浜の南のシンボルなら、
街路樹を中心としたまちなみ景観は横浜の北のシンボルです。
この街路樹を守り育てるため以下の２つを提案します。
①平成 6 年「丘のよこはま」として青葉区が誕生としてから既に 17 年がたちました。新たな青葉区特徴
化戦略の対象として「街路樹」を取り上げ、青葉区の中心自主施策として推進することで、再度「丘の
よこはま」の地域力を高めることを提案します。
②またあわせて、道路と街路樹への関心を高めるため、道路に街路樹の種類名称を冠した名称を付けるこ
とを提案します。さらに同様の趣旨で、街路百選（十選）の選定についても提案します。
４－３ 横浜みどりアップ計画の進め方
横浜みどりアップ計画は横浜市のリーディングプロジェクトとして位置付けられ、
横浜Ｇ３０プランと同様横浜
市の総合力があってこそできる施策です。同計画の一層の広報拡大と、市民の参加増進のため、以下２つを提案
します。
①平成 22 年度は区単位の地図に表示した実績紹介がありましたが、これを連合自治会区域まで落とし込
んだ紹介を提案します。 より身近に感じ、みどりアップに対する関心も深まります。
②現状の広報ルート以外に、自治会組織に流れる情報伝達ルートをつくることを提案します。行政委嘱員
制度を新たに作るのは困難なため、現行の委嘱員の役割に付加できないでしょうか。
４－４ 市街化調整区域の開発と自然環境保護
自然環境の保全と人の利便性追求による都市開発は本質的に相反するものですが、
これからはまちの発展と自然
環境を調和させた「景観を考慮した」開発が求められます。横浜市の市街化調整区域の開発に関して、以下の３
つを提案します。
①市街化調整区域の開発・建築により失われる緑の確保に関して、量と質の両面から開発者への義務を課
すこと。すなわち現在の一定面積の緑地保存義務とあわせて、開発で失われた樹木の容量と見合う量の他
地域での植樹義務を課すこと。
（グリーンバンク制度の１種）
②市街化調整区域に用途地域をもうけ、地域特性に合せて開発・建築物を制限・誘導すること。これによ
り、地域景観を考慮した整然とした開発が進みます。
③市街化調整区域の開発に対し、景観面の指針を見直し、単に緑化のみに留まることのない開発の誘導を
おこなうこと。これにより、地域景観を考慮した整然とした開発が進みます。
４－５ 川の自然に親しむ施策の推進
「川の自然に親しむ」ために、報告書に書かれた構想をベースに、以下の２つを提案します。
①鶴見川のサイクリングコースの対岸（右岸）に残る田園景観は、
”川の自然保全・回復ゾーン”です。そ
して寺家ふるさと村は、たくさんの緑が残る憩いの場の一つです。そのため、市が尾駅から寺家

ふ

るさと村までの右岸にある既存の道路を、サイクリングコースとは違い安心して歩ける散策路に整備す
ることを提案します。
②提案されているリバースポットの中で、既に川辺までの階段があるあるいは川辺にコンクリート床があ
るなど、既存設備を活用することでコストが抑えられる２ヶ所（①谷本公園と鶴見川の親水護岸などの
一体整備、②恩田川と奈良川の合流部）の構想に基づいた整備推進を提案します。
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第 1 章 子育て
-安心して子育てできるまち１－１ 待機児童ゼロへの道
１．現状

― 保育所のみならず、一時保育・一時預かりも施設が不足 ―

言わずもがなですが、子供は親の宝であると共に社会全体の宝です。特に、高齢化と少子化が進む中で“すべ
ての世代が住み続けたいまち”を目指す時、青葉区にたくさんの育児世代が生活して、多世代間の交流が活発化
する事が大切です。そして、現在は育児の仕方も多様化し、核家族化も進んでおりますので、
“社会全体で育児を”
も大切と考えます。これらの観点から待機児童問題に取り組んでおります。
なお、
「保育所」だけでなく「一時保育」
「一時預かり」でも“待機児童がいる”＝“施設が不足”
、と考えま
す。また、
“ゼロ”はシンボルとしてのゼロで、限りなくゼロにしたいという願望の表れです。
(１）保育所
保育所の待機児童数を減らすべく、
「市長宣言（Ｈ25 年 4 月までに待機児童をゼロに）
」や「保育所待機児童
解消プロジェクト」の実施、保育所・横浜保育室の定員増、及び家庭的保育事業の開始等、昨今の市の取組み
は大いに評価します。

待機児童・認可保育所定員：Ｈ23、4 月、0-５歳児：Ｈ22、4 月

しかし、Ｈ23 年 4 月の青葉区の待機児童数

区

は前年比 64 人減少し 66 人、と公表されて

待機児

認可保育

０－５歳児 A/B

童数

所定員Ａ

数

Ｂ

％

おりますが、潜在的待機児童数は、後述のアンケ

鶴見

132

3,210

14,940

21.5

ート調査から推測すると、
こんな少数では無いと

港北

101

3,774

17,304

21.8

神奈川

82

2,448

11,502

21.3

南
戸塚

82
72

1,825
3,139

8,444
16,004

21.6
19.6

青葉

66

2,944

16,955

17.4

考えられます。
その上で、
市内で待機児童数が多い上位 6 区の認
可保育所の定員数と在住する 0～5 歳児の数を
比較してみると（左表、A/B）
、 青葉区の認可
保育所の定員数は相対的に少ない事が分ります。
認可保育所の定員増を図る事は妥当と考えます。

また、市の HP によると、青葉区内で認可保育所への 0～2 歳児の入所待ちが多い地区は、田園都市線のたまプ
ラーザ駅、青葉台駅、そして藤が丘駅の周辺に集中しています。このエリアで 0～2 歳児の保育施設の充実は
喫緊の課題、といえます。
(２）一時保育と一時預かり
青葉区の認可保育所での一時保育（16 ケ所で実施）の年間延べ利用者数は 10,188 人（Ｈ22 年度）と聞いてお
ります。横浜市全体では 10 万 7 千人弱なので、0～5 歳児の人数比でみると青葉区の利用者数（受入体制）は
市全体と略同じ割合といえます。
但し、訪問した区内のある保育所では「年間、約 3 千名受入れている」との事なので、ここ以外の 15 ケ所の
保育所では年間約 7 千人の受入となり、週 5 日とすると、1 ケ所平均毎日 1～2 名しか受入れていない計算で
す。
「ある保育所」以外では受入枠そのものが非常に少ない、と考えます。
また、一時預かりの区内の施設は 1 ケ所で一日の受入可能数は約 20 人です。市全体でも 7 施設だけですの
で、ある意味、青葉区は恵まれているといえるかもしれません。
しかし、育児スタイルが多様化している現在、さらには、0～3 歳児の家族で、祖父母にも面倒をみてもらう
チャンスがある「祖父母と親と子の三世代」が 11％しかいない青葉区（脚注１）で、一時保育、一時預かり
の受入体制はいかにも少ない、と考えます。
また、断片的情報ですが、一時保育については「利用しづらい」
、一時預かりについては「せめて自転車で行
ける範囲なら」という声があります。同時に、保育所の待機児童問題については様々な調査データが公表され
ておりますが、一時保育については、利用者の年齢別内訳や利用希望者数などの基礎的データも市が把握して
いないようで、データ不足は問題であると考えます。
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脚注 1：区民会議が 2011 年夏に実施した 0～3 歳児の母親へのアンケート（N＝362 人）による。
２．区民の意識 ― 育児世代は、保育所の定員増と一時保育への期待が非常に高い ―
（１）区民会議の 1000 人アンケートでは、30 代以下の区民（N＝247 人）の 55％が「保育園の新設及び定員
枠の拡大」を「保育関連で今すぐ実行」して欲しい項目に挙げました。育児世代にとり、保育所の待機児
童問題の改善は待った無しの課題、と意識されております。

（1000 人アンケート p33 資料より）
また、一時保育・一時預かりに関しては、Ｈ23 年度青葉区区民意識調査を見ると、乳幼児・未就学児を持
つ親（N＝170 人）の 47％が「子供を気軽に預けられる所が少ない事」を「不安・不満」に挙げております。
多くの親が「気軽に預けられる」施設の充実も期待しております。
（２）上記のニーズをより細かく見るために、0 歳児と 1 歳児の母親にアンケートを実施しました（脚注 2）
。
設問「お子さんが 3 歳くらいになるまで、あなたがイメージ（希望する）育児方法は？」の回答が下の棒グ
ラフです。上が 専業主婦、下がフルタイム・パートで仕事の母親です。
多様化する育児の現場、が読み取れます。

主として家庭で育てる
同上＋親子で参加する集いを活用
同上＋時々は育児から解放されたい
ある時から保育所に
ある時から一時保育に
早くから保育所に
早くから一時保育に

フルタイムとパートで仕事されている母親（31％）の 65％が、保育所に「早くから」
「ある時から」預けた
い、と期待しております。パートの母親（N＝30）だけをみると、
「保育所」期待が 5 割強で「一時保育」へ
の期待は１割程でした（脚注 3）
。
なお別の設問ですが、専業主婦（69％）の 17％が「2 歳までに保育所に」と回答しております。
専業主婦の母親は「主として家庭で育てるが、親子で参加する集いを活用したい」が 38％、
「主として家庭
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で育てるが、時々は育児から開放されたい」が 18％でした。但し、同じ時期に行った前述の 0～3 歳児の母
親へのアンケートでは、
「希望する子育て支援は？」の設問に対し、57％もの母親が「乳幼児の一時預かり
施設の充実」を挙げております。
脚注 2：2011 年夏に区民会議が実施。回答数 375 人で、0 歳児・1 歳児はおおよそ半々。
脚注 3：市内の某大手スーパーの非正規雇用の勤務実績を見る機会があった。全員が週 4 日以上勤務で、パート
で働いていても保育所希望が多い理由が良く判った。
３．目指す姿
（１）保育所関連
短期的には、田園都市線の一部地域での保育施設の受入枠拡大は喫緊の課題です。この地域での家庭的保育
事業の拡充が即効的、と考えます。その為には、NPO 等の事業者募集での物件情報の提供は評価しますが、
NPO 等がより参入し易い体制にする事が望まれます。中・長期的には、保育所の定員増が必要と考えます。
前述のアンケートでは、0 歳児と１歳児の母親の 30％強が保育所に期待しています。2 歳児の母親も同様と
仮定すると、青葉区に住む 0～2 歳児（約 8400 人）の 30％強、約 2500 人が潜在的に保育所への入所を希望
している計算です。しかるに、認可保育所、横浜保育室の 0～2 歳児の合計定員は約 1700 人と推計されます。
このギャップを小さくする果敢な対策が必要、と考えます。
（２）一時保育と一時預かり
働いている母親が主として関係する保育所の待機児童はクローズアップされておりますが、7 割近くを占め
る専業主婦が期待する一時保育・一時預かりにも、もっと注目すべきと考えます。因みに、前述の青葉区の
一時保育の利用者数の内、リフレッシュ保育は一日平均 7～8 人と計算されますが、この数値は、アンケー
トから判断すると、母親の希望を満たしているとは思えません。一時保育・一時預かりに対する母親の真の
ニーズを丁寧に調査する必要がある、と考えます。
４．提案
待機児童問題は保育所の不足問題としてクローズアップされておりますが、三世代同居が少なく、育児のスタイ
ルが多様化した現在、
一時保育・一時預かりにも待機児童問題があると考えます。 そのため以下を提案します。
(１）保育所関連
①短期的対策として、家庭的保育事業への NPO の参入を促すため、場所は市が確保し NPO に貸与する体制と
場所提供者への誘引策として提供者には税の優遇措置を付与すること
②中期的には、入所待ち児童数が多い地域で保育所を新設すること
(２）一時保育と一時預かり
①毎年実施している区民意識調査の優れたノウハウを活用して、
対象児童を持つ保護者のニーズを丁寧に調
査・分析すること
②そのデータをベースに、一時保育・一時預かりだけではなく、別項の「親子で学び・遊べる公共施設」も
検討対象に入れた総合的な量と質の充実策を、行政だけでなく事業者・区民も参加して立案すること
なお、一時「預かり」は供給サイド（行政）の発想であり、需要サイド（親）に発想の軸足を移すため、名
称は一時「預け」に修正することも提案します。
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１－２ 親子で学び・遊べる公共施設
１．現状
青葉区は 15 歳以下の子供人口が横浜市内で一番多く、4 歳未満の人口でも１、２位を争う、小さな子供と
育児世代が多い区です。そのような世代に、青葉区がもっと住みやすい街になるようにしたい。
公共施設の中で、小さな子供を抱えた親子が、遊び、学び、子育てに関する情報を得られて、交流できる、そ
のような安らぎの場所（親子の居場所）がもっと必要であり、創っていこうという提案です。
今回 1000 人アンケートについで、
特に対象を絞り乳幼児健診のため福祉保健センターを訪れた子育て中の母親、
363 名にアンケートを実施しました。
このアンケートの結果では、青葉区の子育て世代は核家族が多く、祖父母と同居している母親は少ない。(下図参
照)家族形態については親子だけの２世代が圧倒的に多く
91％、祖父母と同居の 3 世代は 8％しかいませんでした。

平成 23 年 青葉区子育て世代アンケートから
家族形態

核家族化が進み、地域の力も低下しているため、報道など
では、育児の悩みがあっても身近に相談する人もなく、近
所に同世代の「ママ友達」をみつけることも難しい、とい
う子育て世代の悩みを見聞きします。
社会から隔離されたような孤立感を抱く母親も少なくなく、
幼稚園、
保育園に入園前の 0～2 歳児の母親の孤立感はさら
に強く、
母親を心理的に支えるしくみが必要と思われます。
青葉区では現在、地区センター、ケアプラザ、コミュニティハウスの中で定期的に子育て支援のプログラムが実
施されていますが、まだまだ十分とはいえないのが現状です。
（下の表参照）
親のリフレッシュのためのサポートをするしくみ等が不十分であり、若い母親の悩みや相談を聞いたり、親子が
いつでも集える居場所づくりが必要に思います。 日常的に子育てを楽しく安心して行うために必要なサービス
は十分とはいえません。
横浜市では地区センターが児童館の役割りも兼ねていると聞きました。親子だけではなく多世代が交流出来る場
を創ることを地区センターの機能としている考え方はすばらしいですが、スペースが限られており、現実には難
しいと考えます。

青葉区の公共施設の子育て支援事業の現状
地区センター

地域ケアプラザ

コミュニティハウス

・地域育児教室（１／月）

・地域育児教室（１／月）

・地域育児教室（１／月）

・子育て相談

・みんなの広場 （隔月）

・子育て相談（１／月）

（１／週）

・ てとてと 青葉 （３／月）

また、上記の福祉保健センターで実施した子育て世代（ベビーカーママ）へのアンケートで、この子育て支援
事業への参加状況や認知度を聞きましたところ、どちらも必ずしも高くない実態が分かりました。
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問： 青葉区が公共施設で行っている様々な子育て支援事業について
１． 地域育児教室 （地区センター、ケアプラザ、コミュニティハウス等で月１回開催）
a) 参加したことがある

35％ （128 名）

b) 知っているが不参加

34％ （124 名）

c) 知らない

29％ （105 名）

２． 子育て相談 （地区センター、ケアプラザ、コミュニティハウス等で月１回開催）
a) 参加したことがある

19％ （ 67 名）

b) 知っているが不参加

43％ （156 名）

c) 知らない

37％ （133 名）

３． 子育て広場 （ケアプラザ、コミュニティハウス等で月１回開催）
a) 参加したことがある

25％ （ 92 名）

b) 知っているが不参加

37％ （134 名）

c) 知らない

36％ （130 名）

４． みんなの広場 （大場・もえぎ野ケアプラザで週１回開催）
a) 参加したことがある

7％ （ 26 名）

b) 知っているが不参加

28％ （100 名）

c) 知らない

63％ （230 名）

青葉区の公共施設の子育て支援事業の現状は、
「子育てわくわくマップ」によると以下の通りです。
親子で使える公共施設は次の施設です。
地域ケアプラザ

8

荏田、もえぎの、奈良、さつき、美しが丘、大場、鴨志田、
ビオラ市ケ尾

地区センター

6

山内、藤が丘、若草台、美しが丘西、奈良、大場みすずが丘

コミュニティハウス

7

青葉台、山内、すすき野、鴨志田、桂台、さつきが丘、みたけ台

その他

6

区民活動支援センター（国際交流ラウンジ）
、美しが丘ログハウス、
ふれあい青葉、公会堂、スポーツセンター、山内図書館

地区センターの幼児の利用状況は 4％～8％くらいで、決して多くはない

遊ぶ・仲間つくりの場は次の表のとおりです。
（子育てわくわく MAP より）
どこで
地域育児教室

対象 回数

内容

担当など

地区センター

4

8 ヶ月までのお子 子育てについての情報交

子ども家庭支援課

ケアプラザ

2

さんをはじめて

換、友達づくり、保健師等

保健士

コミュニティ

2

子育てする方

による育児のアドバイスが

その他

9

毎月１回

うけられます。

地区センター

6

毎週１回

子どもを遊ばせたり、子育

ケアプラザ

2

0 歳児から未就学 て支援者に育児相談もでき

コミュニティ

2

児

17 会場
子育て相談

ます。

その他徳恩寺など
13 会場

10

子ども家庭支援課子
育て支援者
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子育て広場

ケアプラザ

3

毎月１回

子どもは自由に遊び、お母

地元の民生委員

コミュニティ

4

0 歳児から未就学 さんは自由にお話をしま

児童委員、主任児童

その他

6

児

す。会場にいろいろ

委員、保健士

もえぎ野ケアプラ

毎月に 4 回

親子の居場所

青葉区委託事業

大場ケアプラ

０歳児から未就

子ども遊ばせながら相談や

青葉区地域展開型子

2 会場

学児

情報交換ができる

育て支援拠点

親と子の

ぴよぴよ（市ケ尾）

10 時～15 時

何時でも好きな時に遊びに

社協委託

つどいの広場

はっぴい（新石川）

月～金

こられる場所

NPO パレット運営

13 会場
みんなの広場

0 歳児から未就学

会員登録

児とその家族

利用料あり

「みんなの広場」は青葉区委託事業で NPO 法人 W.Co パレットが運営している、子どもを遊ばせながら相談や情報
交換ができる親子の居場所ですが、2010 年 4 月からは大場、もえぎ野に以外のケアプラザでも、
「みんなのひろ
ば」を年に 3～4 回開催されました。
（2011 年、3 月のニュースより）

また、広場での相談の様子は以下の表です。
（2011 年、3 月のニュースより）0～1 歳児の相談が 80％以上で圧倒
的に多い。

11

１－２ 親子で学び・遊べる公共施設

このように公共施設以外を会場に委託を受けた NPO 団体が子育て支援活動の大きな役割を担っていることがわ
かります。

更に、子育て支援拠点「ラフール」が開所しました！ （H23年 8/25）
2011 年 8 月、青葉区のママたち待望の地域子育て支援拠点がオープンしました！
【役割】 0 歳から未就学児の子育て家族が遊び交流、安らげる場所。
交流と遊びの広場、子育て相談、子育て情報、ネットワークづくり

２．区民の意識
乳幼児健診に来られた 0 歳～3 歳児の子育て世代の母親（青葉区民） 363 人に実施したアンケートによる
と、子育て世代の母親や子供達が集い、 学んだり、遊んだりできる場所が 身近にある地区センター、地域ケア
プラザ、コミュニティハウスなどの公共施設の中に有るとうれしいし、回答者の 82％ が探していた という結果
でした。
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１－２ 親子で学び・遊べる公共施設
問： 子供達と子育て世代が、
「いつでも、誰でも、毎日利用できる、健全な遊びと交流の場」を
公共施設内などに作ることを青葉区に提案したい。 これについての意見。
1) そのような場をさがしていた

82％ (298 名）

2) 今のままでも利用できる施設はあるので不要

9％ （ 32 名）

3) 預け合いなど、友だちどうしなどで工夫できるので不要

2％ ( 9 名）

問：
「あなたが希望する子育て支援は何？」の問いに対し、
1 番が、
「親子で、いつでも、誰でも、毎日利用できる、遊びと交流の場」で 65％
2 番が「乳幼児の一時預かり施設の充実」で 57％
3 番が「保育所待機児童問題の解消」で 40％という順になりました。
問５ あなたが希望する「子育て支援」は？（○はいくつでも）
1) 子育て相談ができる場所を増やす

24％ （ 88 名）

2) 乳幼児の一時預かり施設の充実

57％ （206 名）

3) 子供や子育て世代がいつでも、誰でも利用できる居場所作り

65％ （237 名）

4) 保育所待機児童問題の解消

45％ （164 名）

5) 保育所の園庭解放を増やす

22％ （ 82 名）

6) 近くの公園を利用した子育て支援事業

31％ （113 名）

7) 電話での育児相談できるところを紹介

10％ （ 36 名）

8) その他 （自由記入）

3％ （ 12 名）
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１－２ 親子で学び・遊べる公共施設
３．目指す姿
（１）地域における子育て支援の場として、親子が利用できる居場所や交流できる場所を在宅で子育てしている
すべての子育て家庭が歩いていける場所に多数設置することをめざしたい。
区内に拠点１カ所ではなく、できるだけ多くの公共施設の中に常設されることがのぞましいと考えます。
（２）小学生（中高生）が放課後や週末に安心して過ごすことができる健全な居場所を公共施設の中に整備する
ことを目指したい。児童館の役割を兼ねている地区センターやケアプラザ、コミュニティーハウスを子供が
過ごしやすい、利用しやすい場所になるような配慮や工夫がほしいと考えます。
４．提案
横浜市内でもっとも子供人口の多い青葉区。さまざまな子育てに関する悩みを抱えている子育て世代の実情を
知るため、福祉保健センターに乳幼児健診で訪れた子育て中の母親 363名にアンケートを実施しました。
その結果から子育て世代の現状と行政に希望する「子育て支援」を知りました。これを踏まえ、青葉区が若い
子育て世代や子供たちにもやさしい、更に住みやすいまちになることを願い、以下を提案します。
①いつでも、誰でも、毎日利用できる親子で遊び・学べる交流の場を公共施設内に複数、創出整備すること
②就学児童が放課後や休日に利用しやすい「児童館」的な居場所を更に創出整備すること
③一時預かり等も含めて、家庭で保育している親への支援を更に充実させること

小学生も
居場所が
欲しい！
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２－１ 少子高齢社会での便利な生活空間

第2章
まちづくり
住み続けるための 空間づくり 人づくり
２－１ 少子高齢社会での便利な生活空間
交通課題と買い物行動から
１．現状
（１）青葉区の商店街や店舗の状況
青葉区商店街連合会所属の商店街は現在 17、田奈エリアにあった田奈商栄会は解散。 奈良北エリアからは
スーパーが撤退し始め、それに伴い個人商店などが衰退する危機感がある。 スーパー 約 39 店舗、コン
ビニは 78 店舗 マイバスケット 6 店舗、共同購入店 4 店舗
スーパーのほとんどは駅周辺や幹線道路に集中している。地域にコンビニ店が展開しているが、ほとんどが
上記の商店街と地域的に重複している。周辺住宅地や高齢化が進んでいる地域ではコンビニはバス亭付近に
開店、住宅地とは距離がある。
区内で高齢化が進んでいる地域として奈良地区、奈良北地区があるが、奈良地区には スーパー1 店舗、コ
ンビニ 3 店舗、 奈良北地区にはスーパー１店舗、コンビニ１店舗という状況にある。 この地域からの交
通不便地としてのコミュニティバスへの要望は従来から高い地域でもある。この地域の交通利用駅は青葉台
利用 27.4％より、こどもの国駅(32.9％)や玉川学園前（19.9％）と近隣駅利用をしている。東急バスの路線
減便なども利用客数がへることで起き始めている。
（２）地域ごとの利用駅の状況

平成 21 年度青葉区民意識調査から 日常生活で最も利用する駅
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２－１ 少子高齢社会での便利な生活空間
（３）バス廃止路線について

東急バス 柿 05 系統の廃止に対する考え方

http://www.city.kawasaki.jp/50/50kousei/home/bus/siryou3yokohama.pdf
現在の利用者数や運行本数では、横浜市生活交通バス路線維持支援制度の対象外となることや代替バスなど
があることで、廃止が2010年4月廃止。

東急バス路線図（平成 23 年 3 月現在）
（４）田園都市線駅周辺のまちづくりプランＨ22 では
区内 4 駅周辺における取り組み方向は：
たまプラーザ駅、あざみ野駅、江田駅、田奈駅を今回取り上げてプランが作成されている。
駅周辺に子育て層の転入、郊外部から駅周辺へ利便性を求めて高齢者の住み替え移動などを見込んでおり、
駅周辺の商業地には多様化する居住者へ対応をできる商業機能を課題としている。

たまプラテラスなど

の再開発が行われた直後でもあり、商業施設や商店街を背景にもつ駅としては藤が丘、青葉台、あざみ野の
展開が期待されるものの、その他 市が尾、江田、田奈は対策が取られているとは言い難い。
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２－１ 少子高齢社会での便利な生活空間

（５）横浜市商店街経営実態調査（H21)の報告によると商店街に不足している業種は生鮮３品（鮮魚、精肉、
青果）となっている。 これに対して最近展開しているコンビニは多様化が進み生鮮３品を取り扱うところ
が出てきている。
また、商店街に来る手段としては徒歩が一番多く 70.9％、利用者年齢は、60 代以上が 50.7％（「60 代」
（25.4％）、「70 代以上」（25.3％）。次いで「50 代」（14.3％）となっており、半数以上の高齢者が徒
歩で買い物に来ていることが分かる。
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２－１ 少子高齢社会での便利な生活空間

● 商店街を利用する理由
商店街を利用する理由は、「自宅の近くにあり便利」（71.7%）が最も多く、続く「価格が安い」（34.8%）、
「品質・鮮度がよい」（19.7%）を大きく上回っている。
商店街を利用する理由については、平成19 年度調査と比較して大きな変化はみられない。
●商店街をほとんど利用しない理由は、「一ケ所で用事が済まない」（60.3%）が最も多く、「品揃えが悪い」
（30.6%）、「価格が高い（安くない）」（23.7%）を大きく上回っている。
「その他」としては、「近くにスーパーがある」、「駅と自宅のルート上にない」などがあげられている。
●市民が期待する商店街のサービス
「身近な買い物の場であってほしい」（67.9%）「暮らしやすい街づくりの先導役となってほしい」（39.2%）、
「子育てや高齢者の生活をサポートする場になって欲しい」（34.8％）
●商店街が｢商店街に不足していると感じている業種｣は、「鮮魚」（42.6％）、「精肉」
（38.2％）、「青果」（29.8％）の生鮮３品をはじめとする食料品販売が他と比べ高い割
合を占めている。
一方、利用者が｢商店街に欲しい業種｣は、「鮮魚」（14.1％）、「書籍・文具」（14.1％）、
「パン」（12.0％）が上位 3 項目となっており、特定の業種への集中はみられない。

(参考)人口減少等を踏まえた郊外部のまちづくり検討調査（郊外部全体の概況）H22

横浜市都市整備局

http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/kikaku/kougaibu/pdf/kougai-all.pdf
（６）生活をつなぐ交通網の現状
区内の交通は東急電鉄が東西に走り、
各駅を中心に放射状に延びる東急バスによって区民は区内移動行動を
している。駅を中心に商業地域を集積する方向性が横浜市のコンパクトシティ構想からうかがえる。 60
年代に開発された郊外住宅地での住民平均年齢は高齢化が進んでいる。 青葉区の地勢上の特徴である高低
差の大きい丘陵地帯では、青葉エコムーブが提唱する、徒歩、自転車での移動はたとえ電動自転車導入補助
をしても高齢者や、子育て層への対策とはならないことを過去区民会議では提案している。
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２－１ 少子高齢社会での便利な生活空間
(参考)横浜市の都市再生

http://www.toshisaisei.go.jp/kihonhoushin_kaitei/4/4.pdf

●鉄道駅周辺
・鉄道駅を中心に都市機能の集約化と施設立地の促進
・隣接する地域との相互連携
・生活圏における十分な都市機能の維持・確保

２．区民の意識
（１）区民意識調査ではＨ22年、H23年とも青葉区の魅力の上位に買い物に不自由しないが(45.7％、51.1%)上
がっています。しかし日々の生活での不足、不便項目では、これに反して日用品の店（商店街）やショッピ
ングセンター・スーパーへの割合が高くなっています。魅力としてあげられている「買い物に不自由しない」
の内容は公共交通機関が発達していることと連動して、都心などへの買い物行動についてではないかと思わ
れます。 生活に直結する日々の買い物行動については不便さがあげられていることからうかがえます。生
活に必要なバス路線の継続については1000人アンケートではどの地区でも高齢者層からの要望が60％近い
のは高齢者と買い物行動を考える上で考慮すべきことだと思われます。

H23 青葉区民意識調査
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２－１ 少子高齢社会での便利な生活空間
（２）1000 人アンケートからは交通に関連して
・生活に必要なバス路線の継続

49.8％

・交通不便地におけるコミュニティバスの整備

36.0％

・歩行者、自転車、自動車により安全な道路整備 55.5％
商店街の利便性に関しては
・駅前再開発による商店街の活性化

37.0％

・徒歩・自転車でいける食料品、日用品店の充実 43.3％

があげられている

３．目指す姿
地域に住み続けるためには、地域充足型のライフスタイルと、駅周辺のコンパクトシティ型ライフスタイルが
両立できるまち田園都市へ
４．提案
横浜市で 2 番目に平均年齢が低い青葉区ですが、少子高齢化は必ず起こります。 人口減少を想定した未来の
青葉区で高齢者と共に住み続けられるまちとするためには、便利な生活空間を保持、継続する施策が必要だと考
えます。青葉区のまちは、駅周辺と郊外（都市と田園）という特徴があります。この特徴を生かし、住み続けた
いまちを実現するために下記を提案します。
駅周辺に生活を移し住み続けるためには
（１）公共共通網の充実と利用しやすい工夫(バス路線の利用者視点での見直しバスをもっと利用しやすく)
（２）駅そばで生活できる仕組み作り(郊外住宅と駅そばマンションなどの入れ替え、気軽に移動（住居世
代循環）
郊外住宅地で住み続けるためには
（３）地域コミュニティでの多世代助け合いを 生み出す場づくり
①公園の多目的利用を進める（公園を考える会の創設提案 第２章２の提案）
②生活を支え合う仕組みを地域に構築する
（４）子育て層が住みやすい環境づくり

（第１章の提案）

①住居世代循環を進める仕組みづくり
②子育てにいつでも使える施設の整備
参考：
＊駅周辺のコンパクト化とは：
駅周辺に生活利便性の高い施設を集めること。
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２－１ 少子高齢社会での便利な生活空間
商業系施設としては、飲食料品店、大規模小売店舗、地域商店街、銀行・信金／郵便局
福祉系施設として、学童施設、小中学校、地域ケアプラザ、保育所、病院、診療所など
＊公共交通網と環境にやさしいエネルギー利用
横浜市は環境モデル都市を目指し「横浜グリーンパワーモデル事業」を展開しています。将来的に地域エネル
ギーマネジメントシステム（CEMS）を取り入れた地域づくりへと移行を計画しています。
この観点からみると、公共交通の点で考慮すべきこととして、マイカーから公共交通への転換がありますが、
それ以外にエコカーという選択肢も青葉区では現実的かもしれません。青葉区の地勢や人口構成などからさら
に青葉エコムーブを検討する必要があります。
＊住居世代循環
周辺地の住居と駅周辺のコンパクト化された住居での住み替え、交換など。そのためには買い上げの仕組みや保証、駅周辺住居へ
の住み替え保障などが必要になる。 駅のコンパクトと駅周辺の住居空間の整備が必要になる。

●コンビニに関して
今後増えるであろう、コミュニティの中でのコンビニのあり方について環境や景観など課題整理を進める必要が
今後でてくるのではないか

→問題提起

⇒コンビニのスーパー化がさらに進む（生鮮 3 品の取り扱い）
⇒個人対象

小額・少量販売、ついで買い、近所買いの増加

⇒コンビニの多機能化

買い回り品/レンタル取次/郵便、宅配、ＡＴＭ、チャージ

コンビニの地域での拠点化は可能な選択肢だろうか検討する余地がある。 ―――→コンビニの地域拠点
●駅周辺での商店に対しては
買い物先に付加価値（子育て/介護対策/健康/情報入手/交流/収入/社会的満足感）をつけ、さらに求める市
民ニーズを的確に把握して展開することが望まれる
（商店街を利用しない理由の一位 60％は 一か所で用事が済まない。さらに品ぞろえが悪い。 価格が高
い。駐車場がない。
）
楽しく買い物、楽しい青葉区へ 元気な高齢者に楽しく買い物行動をとってもらえる工夫
子育て支援機能を付加した商業施設の導入 （たまプラテラスで始まっている）

横浜市平成 21 年度商店街経営実態調査報
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２－２ 公園を軸とした多世代が集えるまちづくり

第2章
まちづくり
住み続けるための 空間づくり 人づくり
２－２ 公園を軸とした多世代の集えるまちづくり
１．現状
～公園は青葉区の財産～

横浜市の公園のうち街区公園は、街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離 250m
の範囲内で１箇所当たり面積が 0.25ha を標準として配置するとなっており、
青葉区には 197 か所あり横浜市の区
では一番多く、その面積も 48.9ha、区の面積に占める率も 1.40％と、これも横浜市の区のなかで１番多くなって
います。
（横浜市平均 0.87％） 公園総数は 230 カ所（街区公園 197、近隣公園 26、地区公園 4、広場１、都市緑地 2 ）
横浜市統計 H21 末
資料：環境創造局 施設管理部 公園緑地管理
公園数 公園面積 （ha)
青

葉

区

街区公園数

公園面積（ha)

230

101.2

青

葉

区

197

49.0

塚

区

192

27.9

区

174

27.0

戸

塚

区

211

105.3

戸

金

沢

区

202

293.1

旭

区

194

167.9

金

沢

区

164

33.0

旭
港

南

区

176

79.1

港

南

区

158

22.5

港

北

区

164

119.4

港

北

区

143

15.6

保土ケ谷区

158

60.3

保土ケ谷区

142

24.0

神 奈 川 区

149

81.8

緑

区

133

25.9

緑

区

149

68.8

神 奈 川 区

128

17.6

区

119

14.6

区

114

17.9

区

103

20.9

都

筑

区

136

159.7

南

鶴

見

区

130

40.4

鶴

南

区

129

40.6

栄

栄

区

125

59.7

磯

子

区

100

15.3

区

114

42.7

都

筑

区

98

17.8

区

96

35.1

泉

区

87

17.4

区

95

36.0

瀬

区

87

15.6

中

区

84

94.0

中

区

68

9.2

西

区

46

26.4

西

区

36

5.3

磯

子

泉
瀬

谷

見

谷

公園とは
注 1）
「住区基幹公園」の「街区公園」は誘致距離 250m、0.1ha 以上 0.25ha 未満、
「近隣公園」は誘致距離 500m、
２ha 程度、
「地区公園」は誘致距離１km、４ha 程度です。
注 2）
「都市基幹公園」の「総合公園」は休養、散策などの目的で多様な施設を備えた公園で、面積 10ha～30ha を標準
とします。
「運動公園」は運動施設を備えた公園で、面積 15ha～75ha を標準とします。
注 3）
「特殊公園」の「風致公園」は良好な風致や特徴的な景観を有する公園です。
「歴史公園」は史跡や歴史的建造物
を保存活用した公園です。
「動植物公園」は動物園、植物園等特殊な利用に供される公園です。
注 4）
「広域公園」は多様なレクレーション活動を楽しめる自然的環境をいかした、面積 30ha 以上を標準とする大規模
公園です。
注 5）
「緑地・緑道等」の「緩衝緑地」は工業地域との緩衝や防災のための緑地です。
「広場公園」は市街地の駅周辺に
配置されています。
「都市緑地」は都市における良好な自然環境や環境の保全を目的に配置されています。
「緑道」は
市街地における良好な居住環境を確保し、災害時の避難路ともなる歩行者路です。
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２－２ 公園を軸とした多世代が集えるまちづくり
２．区民の意識
区民の公園に対する要望項目は、自然環境、子育て、高齢者利用、防災拠点、スポーツと多岐にわたっている。
それゆえ全ての区民が満足する公園は無いと言えます。
また親子で遊べる・学べる場所として、全ての世代層から「安全で遊べる近くの公園」への要望があります。
（55.5％）

３．目指す姿
しかし数多くある公園の中でも、藤が丘公園、美しが丘第６公園などは、公園愛護会や自治会による合意で運
営され整備され、公園の使用目的も明確であり、従って利用者が多く地域にとって今後、多目的に利用されやす
い公園といえます。 高齢者が元気で生き生き生活する、また子育て層が地域に楽しく住み続けるためにも、公
園を地域におけるセーフティネットづくりに利用できると考えます。 また、道路や街路樹などと並んで青葉区
の街並み景観に寄与する貴重な財産である公園を、地域住民の合意のもとに運営していくことは、地域住民の青
葉区への帰属意識や愛着心を高め、強固なコミュニティーを形成することともなります。また、美しい公園のあ
る地域づくは、青葉区の価値を高め、良好な世代循環の原動力にもなります。
４．提案
多世代が集えるまちづくりの実現のために、多機能に公園を地域で活用できるよう「公園を考える会」の創設
と、まちづくりの中で、公園の果たす役割、特に都市公園の役割と位置づけを区プランの中で明確にすることを
提案します。
公園を私たちが利用することで次のことが期待されます。
●こどもを健全に育てる

●健康になる

●余暇を過ごせる 憩う

●地域のコミュニティを育む

公園をまちづくりに取り入れることで 青葉区のまちに次のことが期待できます。
●まちをかたちづくる-良好な街並みづくりへ

●環境を改善・守る-緑を増やす

●安全なまちづくり-防犯力を高める

●心を穏やかに-コミュニティ意識 愛着心

●まち（青葉区）の資産価値を高める
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２－２ 公園を軸とした多世代が集えるまちづくり
（提案の考え方）
住みたい・住み続けたいと思うのは、そこが魅力的であり、愛着心を呼び起こすからだと考えられます。
まちづくりの中で、公園がどのように扱われているかを区プランで検証すると、土地利用としての公園という位
置づけでのみ書かれています。 しかし、区民 1000 人アンケートの中では「安心して遊べる近くの公園」への要
望として、どの地区、どの世代からも多く寄せられています。 また、公園に対する要望は、子育て、スポーツ、
災害対策､緑の憩いの場、高齢者健康維持の場、多世代交流の場など多面にわたっています。
青葉区は市内でも公園の数としては一番多くこれは、市街化が進むこと(住宅地開発)と並行して街区公園や近
隣公園が整備されてきた結果だと言えます。公園を求めたのではなく、住居地に公園がセットで用意されて来た
まちです。
そのためにまちづくりの中では、設置者側からの意図はあったものの、住む側からの公園への意識はそれほど
高いものとはいえない面が見えてきました。
奈良町さくら公園（H21・11 月）や奈良しぜん公園（H22・3 月）谷本公園（H21・4 月一部）などはその中で
も珍しく住民意見を取り入れながら設置、開園されたものと言えます。
青葉区にあるほぼ全公園には、公園愛護会が設置されていますが、地域ごとの活動に違いが大きいのはそこに
住む人の公園に対する意識の差のためではないでしょうか。現在有効利用されている（利用者の多い）公園の多
くは、公園愛護会や自治会などの活発な活動の場として利用されているところからもうかがえます。
高齢化が進む（元気な高齢者）中、また子育て層が地域に楽しく住み続けるためにも、公園を地域におけるセ
ーフティネットづくりに利用できると考えます。地域福祉保健計画が進む中、自治会を中心とした地域団体で、
そのあり方や利用の仕方を考える会（仮称「公園を考える会」
）の設置を提案します。
公園を考える会は、行政と市民、地域団体が協力します。

公園の役割や機能はこのように書かれています

（国土交通省サイトより）

＊良好な都市環境を提供します。
地球温暖化の防止、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保全による良好な都市環境の 提供は、我が国の国家的な政策課題です。
この課題の解決には、都市公園等の整備、緑地の保全、 緑化の推進による都市における緑とオープンスペースのネットワークの確保が必
要です。
＊都市の安全性を向上させ、地震などの災害から市民を守ります。
震災・大火の危険性が高い密集市街地は、東京都・大阪府などを中心に全国で約 25,000ha 存在しています。このような地区では、震災
時の避難地、避難路、延焼防止、復旧・復興の拠点となる防災公園の整備が急務となっています。
＊市民の活動の場、憩いの場を形成します。
緑とオープンスペースは、子供からお年寄りまでの幅広い年齢層の自然とのふれあい、レクリエーション活動、健康運動、文化活動等多
様な活動の拠点となっています。また、これからは公園の整備・管理や緑化活動へ、より一層市民が参加することが期待されます。
＊ 豊かな地域づくり、地域の活性化に不可欠です。
中心市街地のにぎわいの場となる公園・広場の整備や、地域の歴史的・自然的資源を活用した観光振興の拠点の形成などの、地域間の交
流・連携の拠点となる緑とオープンスペースの確保は、快適で個性豊かな地域づくりに必要不可欠です。
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２－３ 望まれる医療体制 医療・行政・区民の連携

第2章
まちづくり
住み続けるための 空間づくり 人づくり
２－３ 望まれる医療体制 医療・行政・区民の連携
１．現状
（１）救急医療の現状
①救急車の出場状況 年々増加している H7 282 件/日 ⇒ H18 426 件/日
程度別の状況

H7⇒H18

軽症

53,700 人⇒84,270 人

157%

中等症 28,982 人⇒44,577 人

154%

重症等 11,435 人⇒13,415 人

117%

＊不適切な救急車要請が多い (タクシー代わりに使ったりするような)
＊横浜市小児救急電話相談を設けたことで 80% 小児救急は減少した。
②新たな二次救急医療体制に取り組んでいる
症状に応じた適切な医療機関に、出来る限り迅速に搬送されること
病院選定など、救急隊活動の円滑化を図る
二次救急医療体制参加状況を青葉区でみると横浜市内では非常に恵まれていることが分かる
例 二次救急拠点病院 A 市内 10 カ所のうち青葉区に 1 カ所
二次救急拠点病院 B 市内 8 か所のうち青葉区に 1 カ所
輪番病院（内外、小児科） 市内 30 カ所のうち青葉区に 3 カ所
③疾患別救急医療体制整備について
心疾患救急医療体制では 市内 22 病院のうち 青葉区に 2 病院
外傷（整形外科）救急医療体制では 市内 42 病院のうち 青葉区に 6 病院
脳血管疾患救急医療体制では 市内 31 病院のうち 青葉区には 3 病院
以上で分かることは、市内でも青葉区は救急医療体制での参加病院数は他区と比べて非常に多く対応している
と言えます。
（２）高齢者の状況
①寿命が延びれば医療費は増加する
（青葉区は寿命一位の区 高齢者の絶対数は多い ただし、高齢化率は市内で 2 番目に低い）
②一人あたりの高齢者の医療費高くはない
入院医療費でみると 0-14 歳が最高、
入院外医療費では 45-54 歳がピークとなり決して高齢者医療が高
いとは言えない。ただし社会における高齢者増加でトータルとして必要な医療費は高くはなる。
（３）医師会が想定している未来図
①医療費：人口に占める高齢者が増加 高齢化による医療費や介護費用はますます増える
②医療崩壊（医療費の増加、医師不足）からの再生への道が必要 どこでもだれでも 24 時間受診は無理
２．区民の意識
青葉区意識調査では青葉区の魅力として「病院、学校、道路などの生活基盤が整っている」に 38.1%（H21）
37.7％（H22）と 4 位に上がっている。また不便項目では病院や診療所への不足、不便ポイントは 4.6％（H21）
であり、医療機関は充実していると感じている。
しかし、1000 人アンケートでは病院・救急車などの救急医療体制の充実を求めるポイントが 69.8％にもあがって
いる。緊急時の連絡体制の整備への要望が 40.3％と合わせて、青葉区でのギャップを起こす状況を把握する必要
がある。
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２－３ 望まれる医療体制 医療・行政・区民の連携
３．目指す姿
区民・医療機関・行政が各々の役割を理解し、区民の健康と生命を守るために連携していく。
（１）一人ひとりが健康な区民になる。
①かかりつけ医（ホームドクター）をもつ。
②健康診断を受ける（健康管理を自分でする）
③医療について学習をする。
（２）健全な医療体制（医療機関が本来の機能を十二分に発揮できる）を支える。
①救える命を救う医療体制
②在宅でも安心して医療を受けられるまち
（参考）在宅療養をめぐる市民意識調査 63.3％ 在宅療養希望
（３）保健・医療・福祉の連携で充実した保健医療体制
①地域医療連携体制の推進
②地域において質の高い医療の提供
そのためには
①医療体制の強化が望まれます
⇒現在、医師会の夜間救急へ輪番制で参加や開業医や勤務医の役割分担明確化が進められています
②社会の価値観の変化に伴い個人の価値観や人生観を変える、
また実感できる教育が行われることも必要です。
健康管理を一人一人が責任をもってする社会
③医療費を税金の使い道として意識できる 自分たちのまちの健全化に自分の健康が寄与していることを気
付く学習も必要です、またその学習の場が必要です。
④区民は医療の現状（先進的なとりくみ 医療体制再編などや課題の実情）を良く知り良く理解し、対応実践
することが必要であり、対応として行政や医師会からの情報が区民に届く仕組みがある社会が必要です。
４．提案
医療に対する価値観を変え、
健全な医療体制を支える健康な青葉区民になるために、
以下の 3 つを提案します。
（１）区民のニーズに合った「医療や医療体制についての情報」の提供
（２）情報の発信だけでなく、流通する仕組みづくり
（３）区民が医療について学べる場の整備
医療―医療機関の進んだ取り組みを迅速・的確に開示する。
行政―行政はそれを区民に知り考える場を提供する。 提供する仕組みを充実させる。
市民―市民は自分のこととして対応する責任を感じ、取り組む。（医療に対する考えを改める）
医療体制のさらなる改善には、病診連携が重要ですが、それを支えるのはまち（行政や市民、医療機関という総
合的な連携）だと分かる仕組みが必要です。
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２－３ 望まれる医療体制 医療・行政・区民の連携

＊参考
横浜市救急業務委員会 H22 報告「傷病者の搬送・受入れの実施基準に係る具体的な検討状況について」
青葉区医師会との意見交換 H23 1 月
＊1000 人アンケートでは 69.8％が病院・救急車などの救急医療体制の充実を望んでいます。中でも世代３により
多く要望があり、また地域的には地区 3 恩田、奈良地域での要望が高くなっています。
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３－１ 災害に強いまち１ 無電柱化でできること

第 3 章 防災（減災）
－災害に強いまち 地域社会づくり３－１ 災害に強いまち１ 無電柱化でできること
１．現状
横浜市や青葉区での電線地中化は：
横浜市での電線類地中化整備実績は 194.9 キロメートル。その内Ｈ16 年移行の整備はわずか 15 キロメートル。
ほぼ進展がない状況。 青葉区内での整備はあざみ野地区 14 メートルのみである。
（民間実施分は省く）
国による電線類地中化計画は昭和 61 年から平成 16 年にかけて実施。その後の整備はほとんど進んでいない。
青葉区プランの中では、拠点の景観づくの一つとして、たまプラーザ、あざみ野、青葉台各駅周辺において「建
築物のデザインの統一、電線類の地中化」の推進として描かれました。
昭和61年度から３期にわたる「電線類地中化計画」と「新電線類地中化計画」として実施されたのがH16まで。
歩行空間のバリアフリー化、歴史的な街並みの保全、避難路の確保等の都市防災対策、良好な住環境の形成等の観点からもより一層強く求め
られる

無電柱化は、安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上、都市災害の防止、情報通信ネットワークの信頼性の向上、観光振興、

地域活性化等の観点

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/06/060414/01.pdf

道路管理者、電線管理者及び地元関係者（地方公共団体、地域住民）が三位一体となった密接な協力が必要

http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/20040414/20040414.html

２．区民の意識
区民意識調査では青葉区の魅力として「整然とした良好なまちなみ」が上位に毎年あがっている
（H21、35.7％ H22、33.2％)
反対に住環境で心配なこととして、地震、路上駐車、街並みを乱す建物、広告物など道路周辺の整備対策に結び
付くものが多い。
1000 人アンケートでは道路整備関連としては、電線地中化促進に対して要望は安全な道路整備やバリアフリー
化ほど高くはない。(32.7％)
３．目指す姿
美しいまち・安全で安心なまち－青葉区を実現できます。
（無電柱化ができること：横浜市無電柱化の推進に関
する基本方針から ）
（１）災害時対策
都市災害の防止（ライフライン確保 類焼）と ともに必要な情報網が安全に確保できます。
（２）良好なまちなみ
青葉区の魅力の一つである良好なまちなみ景観として、電線に遮られない空を取り戻せます。
（３）バリアフリーな歩道空間
誰もが安全に歩くことができるバリアフリーな歩道空間、
自転車が安全に通行できる走行空間を確保できる安全な道路。
（４）安全な道路
災害時の避難路・緊急輸送路の確保ができる安全な道路となります。
（５）地域振興
駅周辺の商業地域、バスロータリー、送迎空間における 安全な場の確保や地域振興ができます。
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青葉区の魅力の一つである良好なまちなみ景観として、電線に遮られない空を取り戻します。
誰もが安全に歩くことができるバリアフリーな歩道空間、自転車が安全に通行できる走行空間を確保します。
通行車両が確実に目視できる標識のある道路 安全な道路を作ります。
駅周辺の商業地域、バスロータリー、送迎空間における安全な場の確保を目指します。
災害時に確保されるべき情報網の地下敷設を進めます。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/06/060414_.html (無電中化推進計画H16 国土交通省道路局)

４．提案
青葉区のまちの魅力の上位に美しい街並みがあげられますが、美しいだけでなく無電柱化により、災害時対や
歩道のバリアフリー化で安心空間を作るなどさまざまな効果が得られます。
実現に向けて以下の3つを提案します。
（１）
無電柱化がもたらす効果として、
区プランに書かれているような景観からの視点での取り組みではなく、
さまざまな効果があることを市民が理解できる方針を出すこと。
（２）無電柱化推進路線マップ（目標見える化）作成。
（３）工事については、将来的にさまざまな機会、例えば駅前再開発やバリアフリー基本構想を整備する際に
対応するなど無電柱化を進めることを盛り込むこと。
(参考)
①横浜市バリアフリー基本構想

バリアフリー重点地区の設置が順次進んでいます。

青葉区ではまだ基本構想ができていません。
http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/plan/bf/
②横浜市 電線類地中化年度別実績
年度

方式

整備箇所（路線名等）

16 年度

１６年度整備合計

３８１０メートル

17 年度

１７年度整備合計

１６６０メートル

18 年度

１８年度整備合計

８１０メートル

整備延長

市道北八朔南部第 320 号線

３１０メートル

市道環状２号線（駒岡・下末吉地区）

２５０メートル

市道浜町矢向線

１４０メートル

主要地方道山下本牧磯子線

２００メートル

市道大場町（あざみ野南地区）

１４メートル

雑線類共同収容溝

中区関内地区

３９５メートル

１９年度整備合計

１３０９メートル

電線共同溝
19 年度

市道下末吉第１６１号線

２００メートル

主要地方道山下本牧磯子線

５００メートル

主要地方道環状２号線（駒岡・上末吉地区）

２００メートル

市道大場町 76･141・145・147・148 号線

５４３メートル

都筑区牛久保西３丁目

４２０メートル

都筑区牛久保東１丁目

３９０メートル

雑線類共同収容溝

中区関内地区

３００メートル

２０年度整備合計

２５５３メートル

電線共同溝
20 年度
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③横浜市電線類地中化方式別実績
電線

雑線類共同

単独

キャブシス

共同

共同溝

収容溝

地中化

テム

溝

第 1 期（S61～H2）

0

6.5

24.3

5.4

0

36.2

第 2 期（H3～H6）

0

17.3

13.9

2.8

2.6

36.6

第 3 期（H 7～H10）

1.8

7.6

34.5

2.3

3.8

50

新電線類（H11～H15） 28.1

11.5

16.1

0

1.4

57.1

無電柱化（H16～H20） 7.9

1.6

1.0

0

0

10.5

無電柱化（H21）

2.5

0.2

0

0

0

2.7

無電柱化（H22）

1.8

0

0

0

0

1.8

無電柱化（H23 予定）

1.9

0

0

0

0

1.9

44

44.7

10.5

7.8

196.8

計 画

計

89.8
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３－２ 災害に強いまち２

被害が広がりにくいまちづくり

１．現状
横浜市全体では、横浜市耐震改修促進計画 H19（平成18年度～平成27年度）に基づき
「住宅及び多数の者が利用する特定建築物の耐震化率を平成 27 年度までに少なくとも 90%にすることを目標」と
して進められている。
青葉区では
①住宅 特に木造住宅については対策が不十分である。 S55 以前建築木造住宅が 12,440 戸（H15 調査）
あり、5 割から 8 割が耐震化を必要としていると想定される。
総戸数に占める S55 以前建築木造住宅の比率は 11.9％ と市内では低いが、実数では第１０位となる。
参考：横浜市耐震改修促進計画 H19

②青葉区内の公共施設（不特定多数の利用施設、学校など）に関しては概ね耐震対策は完了している。
3 施設（荏田保育園、千草台保育園、新石川スポーツ会館）の対策が残っている。
参考：横浜市耐震改修促進計画 H19

③橋梁や歩道橋などの構造物
＜緊急輸送道路の優先確保ルートとして整備状況：新幹線や高速道路の跨鉄橋・跨道橋＞
◆神奈川県内の国道の耐震補強 100％完了（Ｈ19 年末時点）
◆県管理道路の 97.4%完了 ⇒ 国道+県道

99.2% 完了

＜横浜市内の橋梁の状況＞
◆道路局が管理する橋梁1,964 橋（2008 年3 月末）→ 30 年後は79%が建設後50 年経過
⇓ ※損傷程度を把握するための点検は完了
点検結果をもとに長寿命化に向けた補修工事等の実施計画（長寿命化修繕計画）を重要橋梁
から策定し、順次（Ｈ20 年～）補修工事実施。
⇒青葉区内に架かる橋梁についての対策は現在分かるのは 1 箇所（鶴巻橋）

「青葉区まちづくり指針」における「暮らしを支えるまちづくり」について

実現度は

■道路骨格の形成
◆区プランの交通ネットワークづくりの道路網に挙げられている内容に関しては、概ね計画通りに進められていると考えられる。その結果、
避難路や輸送路、延焼防止帯などの確保につながり、災害に強いまちづくりに関して着実に整備されて来ている。 しかし、沿道の建築物等の
不燃化や耐震化、市管理の道路や橋梁に関しては、耐震性の向上のみならず、老朽化に対しての対応策にはまだまだ不安が残る。
■建築物等に対する耐震対策
◆公共の建築物に関しては、概ね耐震対策が完了し、安全性が確保されたものの、そのもの本来の寿命（老朽化）に関しての対策はどうなって
いるのか気になるところである。
また、耐震診断の結果から考えると、民間の建築物に対する耐震化、不燃化の推進に関しての啓発・指導の方法には疑問が残る。耐震対策に
係る行政支援の施策と合わせて、更なる啓発活動が望まれる。

２．区民の意識
区民意識調査（H21）では 住環境での不安 「災害」 11.3％

意識調査（H22）では、 問題として「災害

に対する備え」19.2％ と比較的低い。
区民意識調査（H23）では、3 月の東日本大震災後でもあり、
「地震」に対しては 39.5％と飛びぬけています。
それにも関わらず、災害対策として「首都圏で平日の昼間に大地震が起きた場合、あなたが特に不安に思うこと」
に対しては、家族の安否確認手段への不安は 63.3％と一位であるのに対し、建物倒壊（28.7％）
、家具の転倒
(7.8％)と建物耐震や家具固定に対する意識は非常に低い結果となっています。
また 1000 人アンケートでは、今後重点的に進めるべき項目中、
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（１）学校などの公共の建物の耐震性の向上（39.4％）中でも子育て層（幼児～小中学生を持つ親）からの要
望が他世代より圧倒的に高いのが特徴的です。
（２）緊急時の連絡体制の整備（40.3％）に関しては高齢者層からの要望が 50％を超しているといったように
世代間で大きく違う状況が見えました。
この声の背景にあるものとして
-最近の自然災害の恐さを実感している。
-町の中でも世代循環が始まり、居住する家・町全体の老朽化が気になり始めている。
-免震・制震などという建築技術の進歩を思うと既存の建築物等への不安が募っている。
-発災時には、正確な情報の把握が大切であるということが衆知されてきている。また、社縁が無くなり地縁もない状況では、
公が発信する正確でスピーディな情報が頼りだと感じているのではないだろうか。それに対応できる技術も開発されているので、
どんな状況下にあっても、誰もが平等に情報を得られるような仕組みが期待されているのだと考える。

３．目指す姿
（１）青葉区らしい防災(減災)体制のあるまち

（青葉区の地域特性を活かす 人材 地財 自然・環境）

特に施設として、地域で有効活用が望まれる公園を防災公園として整備を進め、平常時は
地域の人の交流拠点など多機能公園として利用率を上げる工夫をする
（２）準備万端のしくみのあるまち （災害への準備こそが目的）
（３）防災(減災)を考える意識の高い区民の住むまち
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４．提案
行政で把握できるあらゆる分野の情報をデータとして集積し、これら情報を一元化して、このデータを有効に
活用して、市全域や各区同一という整備計画ではなく地域特性に応じた対策を講じて、被害がひろがりにくい街
づくりを目指すために以下の 4 つを提案します。
（１）市民への的確な情報開示・広報、
－ウェブを利用した速報性の高い情報提供の更なる整備
エリアメールでの緊急情報の提供整備（市域と区域の情報提供の仕組み作り）
（２）災害に強い人材の育成と確保そしてその有効活用
－さまざまな災害対応組織（市民、企業、大学など）と自治会の連携
（３）建築物や構造物の耐震化・不燃化の推進
－安否確認の基盤となる人的被害を減らすためにも耐震化の推進は必要であることを強調し、
区内の構造物の耐震化状況を把握する。
（４）水道や電気ガス道路等のライフラインの耐震化の推進
（提案の考え方）

①災害に強い社会作りの推進のためには・・・
地震活動期と言われている今、区内の多くの自治会で自主防災組織が立ち上がり、活動を進めています。また、
消防団や家庭防災員など、地域の防災活動を担っていく人材の育成も進められています。地域においては、拠点
訓練を中心とした、住民一人一人の防災意識の高揚と、地域防災力向上のための活動が展開され、安全、安心ま
ちづくりの推進に寄与しています。これも、区プランにある「地域の防災まちづくり」の一環としての活動であ
り、評価されるべきことだと思います。
地域特性として：
＊人材：青葉区は、横浜市 18 区の中では平均年齢も市内では 2 番目に若く、また、豊富な人材にも恵まれている
という長所がある。安全な地盤の担保の上に、災害に強い人材の育成と確保によって、発災時には共助につなげ
るような「災害に強い社会」づくりを行政（区）と市民が協力して共に目指す。緊急時の連絡体制を一刻も早く
整備し区民の協力体制を強固にし、
横浜市の防災計画の一助となるような強い青葉区を目指すことを提案したい。
＊公共財：
防災（減災）への施設整備の中でも、青葉区の資源である公園（市内で一番数が多い）の多機能化の一つとして
防災公園整備を進めることを提案したい。 （これは第 2 章でも提示した「公園を考える会」の中でも述べます。
）
◆災害に強い社会づくりのために
●土台となる街の自然環境条件の把握
例：地盤の把握（活断層などの地下構造や、川だった場所や新たに土を盛った場所等、
過去の地盤の状態を調査し情報として管理）
●地域の施設等の状況把握（危険情報と講じている安全対策など）
例：工場や研究施設・病院など
交通機関（駅舎・構内・車輌・乗降客数）など
公共の建築物や構造物（学校・道路・橋梁など）
●災害に強いひとづくり
例：防災知識の普及
・防災活動の成果をあげるために、災害時の心得や物品の備えを指導するだけではなく、
「なぜ備えが必要か」という理由を説明した防災知識の普及が大切）
人材確保と活用
・救命救急の講習・応急手当てなどの研修や講習を身近な場所や人によって学べるなど、
人材の育成と確保、さらにそれら人材を活用しての救援救助活動が出来る仕組み作り）
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（参考資料）
特定建築物について
■公共建築物の耐震化
横浜市公共建築物耐震事業が進められている。
※4

（H19、3 月末現在、対象公共建築物全体の耐震化率 は 78%）
＊この中で青葉区での今後の対応が必要な公共施設は
荏田保育園(S54)耐震ランクB、千草台保育園（S48）耐震ランクC、新石川スポーツ会館(S56)耐震ランクB のみ。
S56 年以前竣工の小学校 9 校、中学校 2 校は対策済み というのが青葉区での対策状況です。
しかしH23 小中学校の再検証を行い、過去耐震診断後補強不要と判定されたものの中からも耐震補強が必要とされたものが明らかに
なっています。 子どもたちが一日のうちの多くの時間を過ごすこういった施設の耐震化は早急に進めるべきです。

■住宅の耐震化
※1

①横浜市における平成15年度の住宅は、総戸数が約137万5千戸 あり、昭和56年以前に建築された住宅は、その
※2

うち約3分の1にあたる約44万4千戸 となっています。
※3

住宅の耐震化の現状は、昭和56年以前に建築された住宅のうち約17万3千戸が耐震性のある住宅と推計 され、昭
和57年以降に建築された約93万1千戸と合わせて耐震化率は約80%となっています。また、耐震性のない住宅は、
約27万1千戸となっています。（表3-1）
木造と非木造の別に耐震化率を見ると木造が約 70%、非木造が約 90%となっています。
木造住宅耐震診断事業で行った耐震診断のうち、総合評点1.0未満(「やや危険です」又は「倒壊の危険がありま
す」)の住宅は約80％となっており、総合評点0.7未満(「倒壊の危険があります」)の住宅は全体の約半数あるこ
とから、これらの住宅については、早期に耐震改修を行っていく必要があるといえます。（表3-3）
（出典：横浜市公共建築物耐震事業）
②青葉区内には、
平成 15 年度調査では、
S55 以前建築木造住宅が 12,440 戸あります。
（総数 104,200 戸の 11.9％）
市が行っている新耐震基準施行の昭和 56 年よりも前に建築された住宅を対象とした木造住宅耐震診断に申込み
のあった住宅の診断結果をみると、約 5 割の住宅が「危険」と判断されており、
「やや危険」も合わせると、8 割
を超える木造住宅が何らかの危険性があると診断されています。
◆地図で分布を確認 どの地域が危険かがわかります。
（横浜市 防災わいわいマップ

横浜直下型地震における 青葉区内の危険回避マップ）

薄茶色になっている地域は⇒木造建物倒壊危険区域：昭和 55 年度以前建物棟数率 50％以上
とすると この茶色地域の 50％以上の内、8 割は危険性があるということです。
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このような地域がまだまだ青葉区内には点在しています。
（⇒この状況を基盤とした、防災・減災対策や、地域防災訓練の計画が必要です。）

青葉区の S55 以前建築の木造住宅が総数に占める率は 17 位となっていますが、実数では 10 位 12440 戸に上り、調査からはその
うちの 8 割が危険であると言われています。 実数としては１万戸ちかくの木造住宅が耐震上危険だということです。

各 区 の 昭 和 55年 以 前 に 建 築 さ れ た 木 造 住 宅 の 割 合 (平 成 15年 ）
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/housing/seisaku/jijou/3-6/
市区名

S55以前建築
総数
の木造住宅

S55以 前
木造住宅の
割合

横浜市

247,490

1,374,990

18.00%

港北区

21,340

130,170

16.40%

鶴見区

20,830

109,390

市区名

S55以 前
木造住宅の
割合

横浜市

18.00%

1

栄区

25.40%

19.00%

2

瀬谷区

23.60%

南区

22.00%

泉区

20.70%

旭区

19,010

92,810

20.50%

3

南区

18,540

84,270

22.00%

4

戸塚区

18,240

95,870

19.00%

5

旭区

20.50%

神奈川区

17,380

100,610

17.30%

6

金沢区

19.60%

港南区

15,270

81,740

18.70%

7

磯子区

19.50%

西区

19.10%

鶴見区

19.00%

保土ケ谷区

15,040

81,480

18.50%

8

金沢区

14,990

76,340

19.60%

9

青葉区

12,440

104,200

11.90%

10 戸塚区

19.00%

磯子区

12,410

63,750

19.50%

11 港南区

18.70%

栄区

11,110

43,680

25.40%

12 保土ケ谷区

18.50%

泉区

10,850

52,470

20.70% 13 神奈川区

瀬谷区

10,580

44,770

23.60%

14 中区

17.30%
16.70%

中区

9,540

57,080

16.70%

15 港北区

16.40%

緑区

8,070

60,660

13.30%

16 緑区

13.30%

西区

7,330

38,300

19.10%

17 青葉区

11.90%

7.80% 18 都筑区

7.80%

都筑区

4,500

57,400

(参考)横浜市建築局 HP では平成 20 年度データが記載されています。基本的には戸数などは変化がありますが状況はほぼ同じと言え
ます。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/housing/seisaku/jijou/3-6/#1-1-2

-新耐震基準前に建築された住宅は全体の約３割

図３－６－２ 各区の昭和 55 年以前に建築された

-新耐震基準前に建築された木造住宅は全体の約１割弱

木造住宅の割合（平成 20 年）

-約９割の木造住宅が耐震性に問題あり

資料：総務省「平成 20 年住宅・土地統計調査」
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第 4 章 自然・環境
４－１ 緑視率指標の導入
１．現状
横浜市の「水と緑の基本計画（平成 18 年）
」では、水・緑環境の姿を示す指標として「水緑率」を採用し、計
画当時の「水緑率」35％をさらに向上させることとしています。
（下図）

しかし市では、実際には「水緑率」の一部である「緑被率」について、昭和 50（1975）年からおおむね 5 年ご
とに調査し、その結果を公表しています。
（下図）
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「緑被率」は、300 ㎡以上の緑（樹林地・農地・草地）のまとまりで、実際には航空写真から目視により判読
し、集計しています。また「水緑率」は「緑被率」に河川・水路などの面積を含めたものです。
（下表）
平成 21 年度「緑の総量」の調査結果について
1

調査方法の概要

緑被率
目的
緑の総量の経年変化の把握
調査対象 300 ㎡以上の緑（樹林地・農
地・草地）のまとまり
調査方法 航空写真から目視により判読
し、集計

10 ㎡以上緑被率
市民一人ひとりの緑化活動までをも把握
10 ㎡以上の緑（樹木・農地・草本）のま
とまり
樹木と草本は航空写真を画像処理により
解析し、集計。農地は、航空写真から目 視
により判読し集計

2
調査結果
表－１
緑被地面積及び緑被率
市域面 緑被地面積(ha)
樹林地 農地
草地
積
43,560
7,569
2,588 12,972
今回調査結果
2,815
前回調査結果
43,547
7,799
2,937
2,753 13,489
13
230
122
165
517
増
減

緑被率(%)
29.8％
31.0％
-1.2

横浜市全体では昭和 50 年に 45.4％であった「緑被率」は、35 年後の平成 21 年には 29.8％となり、この間約
16％の緑が失われています。各区ごとにはバラつきがあり、平成 21 年調査では市合計 29.8％に対し最も高い緑
区で42.8％、
最も低い西区で11.2％となっており、
青葉区は31.4％となっています。
青葉区でも平成4 年の38.7％
から減少しています。
（下表）
区別緑被率の推移 (単位：％)
年度

昭和50年

昭和57年

昭和62年

平成4年

平成9年

平成13年

平成16年

平成21年

区名
鶴見区
神奈川区

(1975)

(1982)

(1987)

(1992)

(1997)

(2001)

(2004)

(2009)

20.9
27.4
西区
11.7
中区
19.6
南区
34.4
港南区 31.9
保土ケ谷区 40.2
旭区
43.9
磯子区 39.2
金沢区 50.2
港北区 49.6
緑区
58.2
青葉区
都筑区
戸塚区 50.9
栄区
44.0
泉区
61.8
瀬谷区 45.8

18.0
26.2
11.9
16.6
23.9
28.4
36.9
42.0
33.6
38.8
42.6
50.9
47.7
47.4
52.6
42.9

17.0
25.9
11.2
17.1
20.4
24.8
35.3
40.3
29.6
37.4
34.2
41.5
45.0
43.3
50.7
40.3

15.5
24.3
10.9
15.8
17.8
23.3
33.8
38.3
28.2
33.2
35.3
52.2
38.7
34.7
42.2
41.6
45.9
38.4

15.3
23.0
11.4
15.2
17.2
21.3
32.5
36.1
27.7
33.7
31.8
50.2
37.8
38.1
40.4
40.7
44.3
35.8

14.8
24.1
12.3
14.8
15.6
22.4
32.5
37.8
26.4
31.5
28.2
44.6
34.5
38.1
38.5
41.7
41.9
36.6

14.7
23.5
13.1
15.2
16.0
23.0
32.2
37.1
27.8
31.8
27.8
44.3
34.0
36.1
39.0
42.1
41.1
35.9

13.7
22.6
11.2
14.3
15.4
22.9
31.1
36.0
27.6
31.8
26.5
42.8
31.4
33.6
37.8
41.8
39.0
35.1

45.4

40.3

36.0

33.4

32.3

31.2

31.0

29.8

全市
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近年の全国の主要都市では、仙台市 79％、札幌市 77％、広島市 75％などから名古屋市 25％、川崎市 24％、大阪
市 7％となっています。東京都区部はやはり 10％以下となっています。
（下表）
(1)緑被率
順 位 都市名

市域全
体の緑
被率
（％）
1
仙 台 市
79
2
札 幌 市
77
3
広 島 市
75
4
京 都 市
74
5
神 戸 市
69
6
北九州市
65
7
福 岡 市
60
8
千 葉 市
49
9
さいたま市
48
10
横 浜 市
31
11
名古屋市
25
12
川 崎 市
24
13
大 阪 市
7
－
静 岡 市
－
資料：国土交通省｢都市緑化施

(2)都市公園面積
順 位 都市名

市民１人当た
り 都市公園
面積
（㎡）
1
神 戸 市 16.57
2
仙 台 市 12.52
3
北 九 州 市 11.27
4
札 幌 市 10.92
5
千 葉 市 8.91
6
福 岡 市 8.74
7
広 島 市 8.03
8
名 古 屋 市 6.86
9
静 岡 市 5.38
10
さ い た ま 市 4.97
11
横 浜 市 4.64
12
京 都 市 4.14
13
川 崎 市 3.67
14
大 阪 市 3.52
資料：「大都市比較統計年表」

(3)街路樹本数
順 位 都市名

街路樹(高
木) 本数(本)

1
広 島 市
549,928
2
神 戸 市
464,078
3
名古屋市
285,509
4
横 浜 市
261,664
5
札 幌 市
223,491
6
大 阪 市
164,000
7
北九州市
136,479
8
福 岡 市
76,928
9
仙 台 市
54,092
10
千 葉 市
51,219
11
京 都 市
47,682
12
川 崎 市
40,482
13
さ い た ま 市 31,915
14
静 岡 市
18,700
資料：「指定都市基本施策比較

(4)ごみ排出量
順 位 都市名

市民1人1日
当た りごみ
排出量(g)

1
大 阪 市
1,662
2
福 岡 市
1,590
3
神 戸 市
1,327
4
京 都 市
1,244
5
札 幌 市
1,239
6
北九州市
1,212
7
千 葉 市
1,181
8
静 岡 市
1,142
9
仙 台 市
1,127
10
さ い た ま 市 1,082
11
名古屋市
1,004
12
川 崎 市
1,001
13
広 島 市
958
14
横 浜 市
913
資料：「大都市比較統計年表」を

２．区民の意識

http://www.city.niigata.jp/info/toshi_ken/newsrelease/houkokuge-5.pdf

平成 22 年の 1000 人アンケートで、区民が魅力を感じる青葉区の緑・自然環境の順位は、
「寺家ふるさと村など
の山林や森のまとまった緑・自然環境 57.9％」
「道路の街路樹の緑 52.6％」
「定期的に整備された公園の緑
38.5％」
「農地（畑や田んぼ）の緑・自然
環境 30.8％」
「鶴見川（谷本川）
・恩田
川・早淵川などの川沿いの緑・自然環境
30.4％」
「個人住宅やマンション敷地内の
緑（樹木や生垣） 24.6％」の順となっ
ており、まとまった緑とまちの緑のバラ
ンスが青葉区の魅力であることがわかり
ます。
（右図）
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また同年の青葉区の区民意識調査で、青葉区の魅力の順位は、
「街路樹や公園など、整備された緑に囲まれてい
る 63.5％」
「都心に近く、通勤・通学な
どに便利である 50.6％」
「田園風景や森
林など、農地・自然環境に恵まれている
46.0％」
「買い物に不自由しない
45.7％」
「病院、学校、道路などの生活基
盤が整っている 37.7％」
「整然とした良
好なまちなみである 33.2％」
「公共交通
機関が発達している 28.2％」
「教育の水準が高い 24.7％」
「文化の水
準が高い 24.7％」の順となっており、
自然を含めた住環境の魅力の方が生活利
便性の魅力より高いと読み取れます。
（右
図）

ちなみに同年の横浜市の市民意識調査
で、青葉区に定住する理由として、
「交通
（通勤・通学・買い物等）の便が良いか
ら」
「日ごろの買い物などが便利だから」
「病院・医院が近くにあるから」など生
活利便性項目より、
「街のイメージがよい
から」
「まちなみや景観が良いから」とい
った住環境面の項目が、際立って高く選
択されています。
（右図）
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さらに 1000 人アンケートでは、緑地を守る手段として有効と考える順は、
「公園や街路樹などの市街地の緑・自
然環境の維持 62.4％」
「鶴見川（谷本川）恩田川・早淵川など川沿いの緑の維持 37.4％」
「相続で物納された
大規模緑地・農地を公共的に利用 37.3％」
「相続などで消える大規模な私有地の緑地の維持 34.5％」の順とな
っており、区民はまとまった緑より一層まちの緑を守ることに意識が高いといえます。
（下図）

３．目指す姿
「緑被率」と似た言葉に「緑視率」があります。
「緑視率」は、もとは建築・土木業界の用語で、市街地における緑の量の比率で、高さ 1.5ｍに据えたカメラを
用いて水平に撮影した写真の視野にある緑の割合（単位は％）を示します。すなわち、人が日常の生活目線で認
知した緑の量を数値化したもので、見た目の緑の豊かさを判断する指標となります。一般的に緑が豊かだと感じ
る「緑視率」はおおむね 25％以上であるとされています。
（下図）
参考 http://www.kokuyo.co.jp/rdi/green/demonstration/effect01.html
緑視率とは

緑視率とは、人が認知する緑の量を数値化した
もので（人の視界にどれだけの量のグリーンが
入ってくるかを％で表します）、“見た目の緑の豊
かさ”を判断する指標となります。 たとえば、屋
外では、
・商業地や市街地の緑視率はおおむね 0～10％

屋外（都市）緑地帯における緑視率と心理効果
国土交通省調査の資料によれば、屋外では、緑視率が 25％以上にな
ると、緑が多いと感じる人の割合が高くなる傾向が見られます。
あまり緑化されていない広場など緑視率が低い場所ほど「安らぎが

・庭木が整備された住宅地の緑視率は 10～
20％

ない」「うっとおしい」「殺風景だ」と感じる人の割合が高く、屋
上庭園や緑の保全・再生庭園など緑視率が高い場所ほど「安らぎが

・生け垣が整備された住宅地の緑視率は 20～
30％

ある」「さわやかだ」「潤いがある」 と感じる人の割合が高くな
ります。

・計画的な住宅団地や街路樹が整備された工業
地の緑視率は 30％以上

屋外の緑には「清涼感が高まる効果」「アメニティ効果」「疲労感
をやわらげる効果」など心理・生理的効果が期待され、市街地の緑化

上：屋外の風景写真
下：植物部分を抜き出し、
緑視率を示した写真
（緑視率 32%）

緑視率 30％以上の市街地にするには道路へ覆
い被さる程度の植栽整備が必要です。また、一
般に緑が豊かだと感じる緑視率はおおむね
25％以上であるとされています。

による緑視率の向上は、「ヒートアイランドの環境改善機能」「心理的
な快適性を高める対策」「人を引きつける（コミュニケーションが生ま
れる）効果」が期待できます。
※国土交通省調査 H17/8/17 の資料を引用しています
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「緑視率」に対する研究は、すでに都市計画の分野では積み重ねられており、その測定方法や評価方法もほぼ
標準化され、また人の心理面では安らぎを与える効果があり、実際にもヒートアイランドの環境改善効果、人の
引き付けるコミュニケーション効果などがあるとされています。
自然環境の保全と人の利便性追求による都市開発は本質的に相反するものですが、これからはこれらを上手に
調和させた環境調和都市を目指したまちづくりが求めらます。単に緑の面積を維持・増加させることが困難な都
市部では、限られた緑化空間でいかに環境的効果が得られるかが重要となってきます。そうした面から「緑視率」
はまさにうってつけの指標といえます。
実際、地方自治体における「緑視率」の使用例としては、宇都宮市・帯広市・杉並区・大阪市などがあります。
宇都宮市では、現状の「緑被率」
（市全域で 63.2％、中心市街地で 10.1％）を将来にわたって維持することを
目標としていますが、中心市街地の開発は年々進み、緑が減少しています。そこで、街路樹の植樹など緑の景観
創出は比較的容易な「緑視率」を採用し、中心市街地の目標を 20％（現状 15.9％）としました。
（下図）

緑視率 市内平均 18％

帯広市では、市街化
区域 214 か所の道路交
差点などで 4 方向の写
真撮影による
「緑視率」
を調査した結果、18％
であった。改めて緑が
少ないという定評を確
認し、今後市街地の緑
化に向けた指標として
の利用方法を検討して
います。
（右図）

「緑少ない」指標値は 30－40％
帯広市は、市街地にある街路樹などの緑地が多いか少ないか、人間の目に実感できた状態を数値化した調査結果を
まとめた。「緑視率」（りょくしりつ）と呼ばれる新計測方法。緑の豊かさを示す測定値が 18％（市内平均値）と分かり、一
般的に緑が多いと実感できる指標値の 30、40％を下回った。「帯広は緑が少ない」との定評を改めて浮き彫りにした。
（児玉匡史）
緑の計測では、総量的な緑地を把握する手法として、上空から
撮影した航空写真で緑地を把握する「緑被率」（りょくひりつ）
が主流。全国的に通用し、自治体間で比較できる利点も有する。
しかし「緑被率は、航空写真に写らない小さな緑地を把握でき
ないのが難点。人間の目線に立って、生活に身近な緑の実態を
知りたい」（緑化環境部）と従来の緑被率に加え緑視率も調べた。
人間の視界を写真に置き換え、道路交差点など市街化区域内
２１４カ所で道路沿いに４方向の写真を撮影。写真に写った街路
樹や花壇、雑草など緑色の部分が撮影面積全体に占める割合
を緑視率とした。

低い緑視率だった旧イトーヨーカドー帯広店前（西３南９）。
調査結果では中心市街地の緑化が新たな課題に

市内の７地区ごとみると、平均緑視率で最も高かったのは西帯広地区の20・３％。これに、南地区の19・９％、西地区
の 19・３％が続き、川北地区の 13・４％が一番低かった。
例えば、緑視率が高かったのは西25北１の工業団地付近で50％台に上った。「道路沿いの街路樹に加え、民有地側
にも並木と芝生があり緑の豊かさを感じる」という。逆に低かった場所は、旧イトーヨーカドー帯広店ビル前の１・９％、
西２南９の３・４％などの中心市街地が目立った。また住宅地も街路樹が少ないため１％台と低かった。
同部は「民有地の緑不足がみられ、今後の重要な課題と分かった。測定データは地域の将来的な緑化を考えるとき
などにも活用したい」と話している。 http://www.tokachi.co.jp/kachi/0307/07_14.htm
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４－１ 緑視率指標の導入
杉並区では、区全体から 70 か所の交差点について「緑視率」調査をおこなった結果、20.79％でした。写真撮影
は、十字路では 4 視点、三叉路では 3 視点からおこないました。
（下図）

大阪府では、民有地での建て替えに、新たに木を植えるなど緑化対策と引き換えに、建ぺい率や容積率の緩和
を実施する方向です。緑化の程度を示す指数として、
「緑視率」を採用します。
（下図）
全国初、植樹で建ぺい率緩和 大阪府が「緑視率」、防災も対策
(2010 年 12 月 10 日 18:36)
ヒートアイランド対策などのため、都市緑化を進める大阪府が、建て替えに伴い、民有地に新たに木を植えるなどの緑化策をとった場合、建ぺい率や容積率の
規制緩和を実施し、より大きな建物の建築を可能にする方針を固めたことが９日分かった。緩和にあたっては、緑化の程度を示す新指標「緑視率」を設定し、判
定する全国初の仕組みを導入する予定で、詳しい制度内容などが検討されている。
緑化が進めばヒートアイランド対策にもなるほか、建て替え促進にもなるとして、橋下徹知事も「空間を価値に変えることができる」と期待を寄せている。
建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合で、容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合。これらが規制緩和されると、同じ敷地に、より大きな建物
が建築できるようになる。
大阪府によると、密集地の古い建物などは「建て替えをすると、建ぺい率や容積率が減少する」などとして、建物自体が老朽化しても建て替えを渋るケースも
あったといい、防災上の課題にもなっていたという。
緑視率は、植え込む樹木ごとに換算値を設定し、その種類や本数などを数値化。一定の基準以上の緑化を行うと、規制が緩和される仕組みを検討している。
幹線道路の沿道を中心にエリアを指定。平成２２年度中に促進地域を決め、２３年度から順次導入することにしている。
大阪府ではこれまで、１千平方メートル以上の建築物を増改築する場合には、空地の２５％を緑化することなどを条例で義務化するなどして、緑地確保を目
指してきた。今回は、こうした対策に加え、民有地の規制緩和で、徐々に緑地を増やしていく誘導策としての狙いがあるという。
担当者は「建て替えごとに緑地を増やす試みで、実際に街に緑が増えるまでには時間もかかるが、長期的な視点でも、緑化対策を考えたい」と話している。

http://blog.huro-ringu.com/2010/12/post-16.html
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４－１ 緑視率指標の導入
また西宮市甲陽園では、住民が主体となった「緑視率」の導入をおこなっています。
（下図）

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0003814510.shtml
「緑視率」自主的に法規制導入へ 西宮・甲陽園
「日本一みどり豊かなまちづくり」を目指す西宮市の甲陽園目神山（めがみやま）地区の住民
が、道路から見た敷地内の緑の量「緑視率」を一定以上確保することなどを定めたルール作りを
進めている。自主規制に加え、法に基づいて市がチェックできるよう申請中。市によると、建物の
高さや色を規制する例は多いが、緑化に対する規制は珍しいといい、注目されそうだ。
六甲山麓の南斜面に位置する同地区。緑と共生した建築を多く手がけた故石井修さんが自宅
「回帰草庵」を建てたことでも知られる。現在、約５００世帯が暮らしている。
自治会やまちづくり協議会が中心となり、緑を守るルールを作ってきた。その一環で２００３年、
地区計画で建築物の敷地面積の最低限度（２００平方メートル、３３０平方メートル）などを定めた。

建物の輪郭を覆うほどの樹木が敷
地の周囲に配置された住宅。緑が
多い景観を目指す住民たちの意識
は高い＝西宮市甲陽園目神山町

急斜面に民家が立ち並ぶ甲陽園
目神山町。左上は甲山の山頂部分

さらに、０８年制定の「みどりのガイドライン」では、緑視率の確保や植生の保全を明示。建築主
から２０万～５０万円を預かり、完成後にガイドラインに合格していれば返金、守らなければ没収
して地区の緑化に使う「みどりの保証金預かり制度」も設けた。
ただ、これらは地区の自主規制にとどまり、拘束力はない。１５０軒分ほどの宅地にできる土地
が残る一方、業者が自然木を伐採するなど、まちづくりの理念に沿わない開発が目に付くように
なった。このため、まちづくり協議会は、景観法に基づく「重点地区」指定を１月に申請。より厳しい
ルール作りに乗り出した。
具体的には、１５～２０％以上の緑視率を確保▽明るさや鮮やかさといった外観の色彩を数値で
規制▽擁壁を自然石にし、コンクリートの場合は壁面緑化を図る‐といった内容。緑視率を上げる
方法としては、家のシルエットを覆う高木を植える▽駐車場を芝生や自然石で舗装▽石垣や植栽
で車を隠す‐などを例示している。今夏にも同市で初めて重点地区として指定される見込みで、
新築や改築する建物が対象となる。改善命令に従わない場合、罰金を科すことも可能になるとい
う。
まちづくり協議会の赫（てらし）勲男会長（７２）は「緑を守って自然と共生し、コミュニティーも豊か
にしていきたい」と話している。
（記事・金山成美、写真・田中靖浩）(2011/02/19 16:03)

４．提案
緑被率で測られる横浜市の緑は、その多くが市街化調整区域にありますが、土地私有制と都市の発展圧力を考
えると、その緑は今後も減少していくことは避けられません。そうした中、私たちとして守りたいもう一つの緑
は市街地の緑です。市街地の緑を測る指標として適しているのが緑視率です。
私たちに身近な市街地の緑を守るために、緑視率を指標として採用することを提案します。使用方法としては
以下の 2 つの手法を提案します。
（１）一定の市街化区域に緑被率とあわせて緑視率を地域目標として採用し管理する。
（２）地域緑のまちづくり事業などの成果を計測する指標として緑視率を採用する。
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４－２ 街路樹保全事業の拡大

４－２ 街路樹保全事業の拡大
１．現状
横浜市 18 区の中でも、青葉区は道路総延長 734km、道路総面積 5.8k ㎡は一番で、この恵まれた道路を中心に
配置された街路樹も 15,519 本と一番です。実に横浜市の街路樹の 18％が青葉区にあることになります。
（下図）

なるほどあおば 2010
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４－２ 街路樹保全事業の拡大
横浜市の街路樹管理は、全域に対して数年に一度の剪定をおこなうメンテナンスが根底にあります。
横浜市は街路樹管理に対する追加策として、平成 21 年度からの「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
」の
「緑をつくる」施策の中で、街路樹の維持管理施策を実施しており、その中心事業は「いきいき街路樹事業」で
す。いきいき街路樹事業は、数年に一度の街路樹の日常的な剪定や刈り込み頻度を上げることで、美しい樹形に
よる景観向上と樹木の健全で良好な育成を図るものです。対象となる路線は区毎に選定されます。平成 22 年度、
青葉区では 6 つの路線が指定され、いきいき街路樹事業が実施されています。
（下図）
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４－２ 街路樹保全事業の拡大
横浜市では、いきいき街路樹事業のほか、根上がり対策事業や市民参加のよるハマロード・サポーター制度に
より、街路樹の保全と育成をおこなっております。現在青葉区には 25 団体が登録されています。
（下図）

ハマロード・サポーターとは
＜道路の里親制度＞
ハマロード・サポーターとは、地域の身近な道路を対象に、地域のボランティア団体と行政が協働
して、身近な道路の美化や清掃等を行っていこうという制度です。
地域の道路は、地域の特性やニーズを取り入れて、地域の皆様と共に、維持管理等をしていくこ
とが大切です。
地域の皆様が、身近な道路の里親となって、地域のみちづくり・街づくりに参加していただくよう、
ご案内いたします。
お問い合わせ・お申し込みは、 各区土木事務所までお願いします。
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４－２ 街路樹保全事業の拡大
２．区民の意識
平成 22 年の 1000 人アンケートで、区民が魅力を感じる青葉区の緑・自然環境の順位は、
「寺家ふるさと村など
の山林や森のまとまった緑・自然環境 57.9％」
「道路の街路樹の緑 52.6％」
「定期的に整備された公園の緑
38.5％」
「農地（畑や田んぼ）の緑・自然環境 30.8％」
「鶴見川（谷本川）
・恩田川・早淵川などの川沿いの緑・
自然環境 30.4％」
「個人住宅やマンション敷地内の緑（樹木や生垣） 24.6％」の順となっており、道路の街路
樹の緑は青葉区にとって高い魅力であることがわかります。
（下図）

また同年の青葉区の区民意識調査で、青葉区の魅力の順位は、
「街路樹や公園など、整備された緑に囲まれてい
る 63.5％」
「都心に近く、通勤・通学などに便利である 50.6％」
「田園風景や森林など、農地・自然環境に恵
まれている 46.0％」
「買い物に不自由しない 45.7％」
「病院、学校、道路などの生活基盤が整っている 37.7％」
「整然とした良好なまちなみである 33.2％」
「公共交通機関が発達している 28.2％」
「教育の水準が高い
24.7％」
「文化の水準が高い 24.7％」の順となっており、ここでは街路樹や公園の緑が第一位をしめております。
（下図）
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４－２ 街路樹保全事業の拡大
さらに同年の横浜市の市民意識調査で、青葉区に定住する理由として、
「交通（通勤・通学・買い物等）の便が
良いから」
「日ごろの買い物などが便利だから」
「病院・医院が近くにあるから」など生活利便性項目より、
「街の
イメージがよいから」
「まちなみや景観が良いから」といった住環境面の項目が、際立って高く選択されています。
（下図）

さらに 1000 人アンケートでは、緑地を守る手段として有効と考える順は、
「公園や街路樹などの市街地の緑・
自然環境の維持 62.4％」
「鶴見川（谷本川）恩田川・早淵川など川沿いの緑の維持 37.4％」
「相続で物納され
た大規模緑地・農地を公共的に利用 37.3％」 「相続などで消える大規模な私有地の緑地の維持 34.5％」の
順となっており、区民は公園や街路樹の緑。自然環境の維持を最も望んでいます。
（下図）
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４－２ 街路樹保全事業の拡大
３．目指す姿
街路樹は古くは飛鳥時代から見られるもので、道路及び道路と一体になった街路樹は、都市の骨格を形成する
もので、都市計画上・都市景観上もっとも重要な要素となっています。
街路樹の効果は、景観向上、生活環境保全、緑陰形成、交通安全、防災、経済効果、心理効果などで、また弊
害も効果の反面として多岐にわたっています。
私たち青葉区でも今の街路樹を守り育てていく必要があります。
４．提案
みなとみらい２１地区が横浜の南のシンボルなら、街路樹を中心としたまちなみ景観は横浜の北のシンボルで
す。この街路樹を守り育てるため以下の 2 つを提案します。

（１）平成 6 年「丘のよこはま」として青葉区が誕生としてから既に 17 年がたちました。新たな青葉区特徴
化戦略の対象として「街路樹」を取り上げ、青葉区の中心自主施策として推進することで、再度「丘のよこ
はま」の地域力を高めることを提案します。

（２）またあわせて、道路と街路樹への関心を高めるため、道路に街路樹の種類名称を冠した名称を付けるこ
とを提案します。さらに同様の趣旨で、街路百選（十選）の選定についても提案します。
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４－３ 横浜みどりアップ計画の進め方

４－３ 横浜みどりアップ計画の進め方
１．現状
横浜市の緑の維持のため、横浜市は平成 21 年度から「横浜みどり税」を実施し、特別会計制度・基金方式によ
る「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
」を開始しました。横浜みどりアップ計画は、横浜市中期計画のリ
ーディングプロジェクトに位置付けられています。
（下図）
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４－３ 横浜みどりアップ計画の進め方
事業規模は 5 カ年で総額 597 億円、うち一般財源 214 億円で、みどり税は 120 億円を見込みます。
施策としては、
「樹林地を守る」として 12 施策、
「農地を守る」として 12 施策、
「緑をつくる」として 4 施策です。
なお、
「樹林地を守る」の施策「緑地保全制度による地区指定拡大と買取り」の規模は 441 億円で、買取予定面積
は 151ha となっています（単純坪単価 9.6 万円）
。
平成 22 年度単年度で見ると、施策数 56、予算 93 億円、特別緑地保全地区指定等拡充事業予算 69 億円。平成
22 年度のみどり税充当額は 15 億円となっています。
２．区民の意識
●1000 人アンケート

３．目指す姿
「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」の推進に向け、施策・事業の市民への情報提供、評価及び意見・
提案等を市民参加により行うため、横浜みどりアップ計画市民推進会議が設置されました。メンバーは学識経験
者 5 名・関係団体 5 名・自治会町内会代表 1 名・公募 4 名の 15 名で、5 つの部会があります。活動としては個々
の部会活動のほか、全体会議として年間 4 回の会議・フォーラム・現地調査などをおこなっています。
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４－３ 横浜みどりアップ計画の進め方
横浜みどりアップ計画の広報としては、市民推進会議が発行するニュースレター「濱 RYOKU」のほか、市がお
こなったもので「ロゴマークの策定」「事業実施箇所での PR」「広告媒体を通じた情報発信（広報よこはま・季
刊誌など）」「ホームページ開設・メールマガジン」が提供されています。

また広報活動として「みどりアップ月間 2010（10～11 月）」をもうけ、様々なイベントを実施。
また市民参加策として、横浜市在住の個人、横浜市の事業所・団体への「みどりアップしてます！宣言」を募
集しています。
しかし、平成 22 年 1 月のヨコハマｅアンケートメンバー580 人による環境アンケートでは、 認知度として「Ｇ
３０プラン 91％」「横浜みどり税 63％」「横浜みどりアップ計画 25％」という結果でした。
さらに、横浜みどりアップ計画市民推進会議の平成 21 年度報告書には、「地域に根ざした体制をつくるなど更
なる市民の参加」
「積極かつ分かりやすい情報提供により市民が成果を実感できるように」と述べられています。

今後は更に広報を重視し、一層の市民の理解が必要と思われます。
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４－３ 横浜みどりアップ計画の進め方
４．提案
横浜みどりアップ計画は横浜市のリーディングプロジェクトとして位置付けられ、横浜Ｇ３０プランと同様横
浜市の総合力があってこそできる施策です。同計画の一層の広報拡大と、市民の参加増進のため、以下２つを提
案します。

（１）平成 22 年度は区単位の地図に表示した実績紹介がありましたが、これを連合自治会区域まで落とし込
んだ紹介を提案します。 より身近に感じ、みどりアップに対する関心も深まります。
（下図左）
（２）現状の広報ルート以外に、自治会組織に流れる情報伝達ルートをつくることを提案します。行政委嘱員
制度を新たに作るのは困難なため、現行の委嘱員の役割に付加できないでしょうか。
（下図右）
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４－４

市街化調整区域の開発と自然環境の保護

１．現状
現在横浜市の面積は 43,560ha で、うち都市計画による市街化区域は約 76％、市街化調整区域は約 24％です。
また緑視率調査による緑地（樹林地・農地・草地）は 12,972ha で市面積の 29.8％を占めています。そしてこれ
ら緑地の大半は市街化調整区域にあります。

市街化調整区域内で開発行為・建築行為をする場合は、都市計画法により規制されており、市長の許可が必要
です。許可条件は一般的な法令基準に適合することのほか、特例的に認められるものとなります。特例の例とし
ては、農家の建築物・運送会社の建築物・運動レジャー施設・墓苑・養護介護施設・都市計画法で定める公益上
必要な建築物などです。これら特例の条件としては、農地や緑地保全等の指定地区ではないことのほか、一定割
合の緑地の確保、緑地の保存等に関する協定の締結などがあります。

●横浜市の市街化調整区域内開発・建築条件（横浜市建築局 HP より）
市街化調整区域内で開発行為・建築行為をする場合は、都市計画法により規制されており、市長の許可が必要です。
開発許可：市街化調整区域で開発行為を行う場合は、道路や公園等の開発行為に関する技術的基準（法第 33 条）に該当す
るほか、開発行為が、特例的に認められるもののいずれかに該当することが必要です。
建築許可：市街化調整区域では、開発行為を伴わない建築行為（建築物の新築・改築・増築・用途の変更）も規制の対象とな
っており、立地が認められる建築物は限定されています。建築行為を行う場合は、排水施設や宅地の安全性等、建築物の敷地に
関する基準（施行令第 36 条第 1 項第 1
「特例的に認められるもの」
・・・以下略
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平成22年11月の区民会議自然・環境部会の鶴見川沿いの市街化調整地域の実地調査でも、市街化調整区域に医
療施設・墓苑・住宅・資材置き場・弁当工場が点在していました。
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２．区民の意識
平成 22 年の 1000 人アンケートで、区民が魅力を感じる青葉区の緑・自然環境の順位は、
「寺家ふるさと村など
の山林や森のまとまった緑・自然環境

57.9％」
「道路の街路樹の緑

52.6％」
「定期的に整備された公園の緑

38.5％」
「農地（畑や田んぼ）の緑・自然環境 30.8％」
「鶴見川（谷本川）
・恩田川・早淵川などの川沿いの緑・
自然環境 30.4％」
「個人住宅やマンション敷地内の緑（樹木や生垣） 24.6％」の順となっており、区民はまと
まった緑とまちの緑の双方を青葉区の魅力と感じていることがわかります。

また同年の青葉区の区民意識調査で、青葉区の魅力の順位は、
「街路樹や公園など、整備された緑に囲まれてい
る 63.5％」
「都心に近く、通勤・通学などに便利である 50.6％」
「田園風景や森林など、農地・自然環境に恵
まれている 46.0％」
「買い物に不自由しない 45.7％」
「病院、学校、道路などの生活基盤が整っている 37.7％」
「整然とした良好なまちなみである 33.2％」
「公共交通機関が発達している 28.2％」
「教育の水準が高い
24.7％」
「文化の水準が高い 24.7％」の順となっており、これも区民が順の差こそあれ、まちの緑とまとまった
緑の双方が青葉区の魅力であると感じていることが分かります。
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ちなみに同年の横浜市の市民意識調査で、青葉区に定住する理由として、
「交通（通勤・通学・買い物等）の便
が良いから」
「日ごろの買い物などが便利だから」
「病院・医院が近くにあるから」など生活利便性項目より、
「街
のイメージがよいから」
「まちなみや景観が良いから」
といった住環境面の項目が際立って高く選択されています。

さらに 1000 人アンケートでは、緑地を守る手段として有効と考える順は、
「公園や街路樹などの市街地の緑・
自然環境の維持 62.4％」
「鶴見川（谷本川）恩田川・早淵川など川沿いの緑の維持 37.4％」
「相続で物納され
た大規模緑地・農地を公共的に利用 37.3％」 「相続などで消える大規模な私有地の緑地の維持 34.5％」の
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順となっており、区民はまとまった緑の維持が何らかの理由によりまちの緑の維持より困難であると感じている
ようです。

３．目指す姿
都市計画法のもとづき、横浜市でも定期的に用途地域の変更の見直しをおこなっています。青葉区でも平成 21
年市ケ尾町、鴨志田町の 2 か所で市街化調整区域から市街化区域への変更がおこなわれました。
横浜市では平成 20 年に今後の市街化調整区域のあり方として、市街化調整区域を、緑地等を保全する地域、計
画開発を検討する地域、その他の地域に分け、自然的環境の維持や都市機能の向上など都市づくりの方針に見合
う適切な土地利用の実現を図るため、良好な自然的環境と調和し適切な土地の維持・管理に資する施設等につい
て立地を認めることとしています。
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４．提案
自然環境の保全と人の利便性追求による都市開発は本質的に相反するものですが、これからはまちの発展と自
然環境を調和させた「景観を考慮した」開発が求められます。横浜市の市街化調整区域の開発に関して、以下の
3 つを提案します。
（１）市街化調整区域の開発・建築により失われる緑の確保に関して、量と質の両面から開発者への義務を課
すこと。すなわち現在の一定面積の緑地保存義務とあわせて、開発で失われた樹木の容量と見合う量の他
地域での植樹義務を課すこと。
（グリーンバンク制度の１種）
（２）市街化調整区域に用途地域をもうけ、地域特性に合せて開発・建築物を制限・誘導すること。これによ
り、地域景観を考慮した整然とした開発が進みます。
（３）市街化調整区域の開発に対し、景観面の指針を見直し、単に緑化のみに留まることのない開発の誘導を
おこなうこと。これにより、地域景観を考慮した整然とした開発が進みます。
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４－５ 川の自然に親しむ施策の推進
１．現状
鶴見川流域については、平成 16 年に国・都・県・市による「鶴見川流域水マスタープラン」
（下図左）が策定
され、流域のあり方に対する総合的な指針となっております。
また、
「青葉区まちづくり指針」が制定された翌年（H15 年）には、鶴見川・恩田川が流れる青葉区・都筑区・
緑区を含む５つの区長の連名で、
「鶴見川流域環境整備構想 報告書」
（下図右）が出されました。

これは「鶴見川流域水マスタープラン」に沿ったもので、この中には”鶴見川の流域整備に関する将来像”と
して、川辺の緑化の整備、自然環境の保全・回復や親水施設の整備などにつき、区ごとに大変具体的な将来像を
描き出されております。
ちなみに青葉区では、鶴見川・恩田川とその両岸一体は”川の自然保全・回復ゾーン”として、市が尾高校前
の親水護岸の整備、区役所近辺の右岸の田園景観の保全・維持、田奈田園拠点の保全・維持などや、リバースポ
ット（川辺の小さな憩いの場）の 7 ケ所整備、が挙げられております。また、鶴見川の上流にある寺家ふるさと
村は”川辺の親水・学習などの多機能拠点”と位置付けられております。
（下図）

60

４－５ 川の自然に親しむ施策の推進
２．区民の意識
区民意識調査によると、青葉区の魅力は「街路樹や公園など、整備された緑」と共に、
「田園風景や森林などの
農地・まとまった自然環境」があげられております。
（下図上）
また 1000 人アンケートでも同様の回答が得られています。
（下図下）
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この農地・まとまった自然環境については、
「青葉区まちづくり指針」でも、鶴見川や恩田川と周辺に残る自然
を「水と緑の軸」と位置付けて、
「鶴見川、恩田川・奈良川、早渕川とその周辺の田園風景を保存し・・・川に親
しみやすい環境を作り出します。
」とその方向が示されています。
（下図）

３．目指す姿
自然環境部会では、鶴見川、恩田川の周辺を何回か歩き、
「鶴見川流域環境整備構想」の進捗度をチェックしま
した。一部は実現しておりますが、リバースポットの整備は未実現です。
（下図）また、鶴見川・恩田川周辺の親
水設備の整備状況は、お隣の川崎市、東京都と比べると青葉区は見劣りしていることも実感しました。
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４．提案
「川の自然に親しむ」ために、報告書に書かれた構想をベースに、以下の 2 つを提案します。
（１）鶴見川のサイクリングコースの対岸（右岸）に残る田園景観は、
”川の自然保全・回復ゾーン”です。
そして寺家ふるさと村は、たくさんの緑が残る憩いの場の一つです。そのため、市が尾駅から寺家ふるさ
と村までの右岸にある既存の道路を、サイクリングコースとは違い安心して歩ける散策路に整備すること
を提案します。
（下図）

（２）提案されているリバースポットの中で、既に川辺までの階段があるあるいは川辺にコンクリート床があ
るなど、既存設備を活用することでコストが抑えられる 2 ヶ所（①谷本公園と鶴見川の親水護岸などの一体
整備、②恩田川と奈良川の合流部）の構想に基づいた整備推進を提案します。
（下図）
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