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倫理観を欠く上郷開発容認

理事長 角田東一

上郷開発容認は、
上郷開発容認は 【・駅から 1km 圏の緑地は
市街化して良い ・上郷開発は市の国際競争

平成 27 年 6 月、「都市計画評価委員会
都市計画評価委員会」
都市計画評価委員会
の上郷開発容認は、識者の答申や国の方針を
無視した倫理観を欠くものである
倫理観を欠くものである事が、市長
倫理観を欠くものである
回答などから明らかになってきた。

力を強化する為だ ・上郷開発は「小さいま
ち」だからコンパクトシティだ ・駅周辺と郊
外住宅地の一体性が強化される良い計画だ

平成 19 年 2 月、市への線引き制度権限移譲
に先立ち「市街化調整区域のあり方
市街化調整区域のあり方」が有識
市街化調整区域のあり方
者委員会から答申された。

・舞岡上郷線補修は骨格的都市基盤整備だ
・緑地が 70%担保されるなら 30%を開発し
たほうが良い ・開発は地権者の強い要求だ
・開発しなければ乱開発で調整区域が減少す

答申の骨子は、
答申の骨子は 【・4 兆円超の市債残高があ
り、市街地の拡大はあらゆる面で財政負担を
増やすので極力抑制する必要がある。

る ・市民から不正データの告発があっても
東急データがあれば取り上げない】など非常
非常
識なものである。

・市街化調整区域の緑地・農地は、
「新鮮で安
全な食料生産」、
「地球温暖化の防止、ヒート
アイランド現象の緩和、大気の浄化」
「地震・
火災などの災害時の避難場所」
「スポーツ、散
策、農体験などのレクリエーション」
「豊かな
田園景観」
「環境教育面での重要性」など様々
な意義と効用がある。

横浜市の線引き制度素案は、
横浜市の線引き制度素案 【・人口減少下で
も市街化区域を増やす制度を検討中 ・土地
の有効利用とは緑地を市街化する事だ ・横
浜は大都市圏だから緑地を削って宅地を増や
せる、緑地はほかの都市で増やせば良い ・市
街化区域に接していれば小さな緑地や学校用
地は市街化区域に編入する ・線引き制度で
対応できない場合は地区計画等で市街化す
る ・調整区域でも建物があれば市街化区域

・緑被率は３１％に減少し土地利用の混在化
が懸念され、早急な対応策を講じないと住環
境に課題をもった不良市街地となる。

に編入する ・権限移譲後従来平均の 10 倍
超 637ha を市街化 ・地球温暖化には全く
触れず】など倫理観に欠けるもの。
倫理観に欠けるもの。

・
「緑被率の減少を食い止め、かつ現状値より
も増加させる」という横浜市の政策目標を達
成する重要な柱として、市街化調整区域の自

有識者で構成される「都市計画審議会」では
都市計画審議会」では、
都市計画審議会」では
市民と将来世代に誇れる正しい判断をされる
市民と将来
世代に誇れる正しい判断をされる
事を信じている

然を次世代に継承すべき大切な環境資源と
して極力保全・創造していく政策を強化する
必要がある。】という立派なもの
立派なもので、6 年後の
立派なもの
「国交省第五次国土利用計画」と共通してい
る。
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大好評のイベント

理事 田嶌

泰行

最近のイベントといえば、「森の遊び人」こと“やまだようじさん”による瀬上沢を
自然観察するイベントが大好評です。
昨年の 10 月から定期的に数回行われ、
参加の募集をすれば、すぐに定員に達して
しまいます。
やまだようじさんは、NHK の番組に 8 年間出演
していたこともあり、子供たちに大人気！
今まで瀬上沢を知らなかった方たちに、瀬上沢のみりょくを知ってもらい、身近な存在
になってもらう機会になりとてもうれしいのです。
やまださんのガイドは自然を五感で感じる練習をみんなでするところから始まります。
「この手触りと同じ葉っぱを探してみてね」
「このにおいの正体はどの草かな？」
「この音は何の音かな」
などなど、子供も大人も、楽しく真剣に感じる練習
をするのです。
現在の日常では意識したってなかなか感じること
の少ない自然との関わり。
本来の人間は、日常的にこの五感を使って、食べものを探したり、身を危険から守ったり
していたのだろうなと思いました。
そんなことを考えさせてくれたり、子供たちに、遊びと学びをもって自然との関わりを
教えてくれるやまだようじさん。
イベントの最後には、その日に見つけた生き物を森の宝物として
気に入った生き物の絵を瀬上沢の自然の中で書いていきます。
子供たちの書く絵は、特徴をよくとらえていて、驚かされる
ものばかり。
子供たちの書いてくれた絵は、アウトドアウエアのメーカー
「パタゴニア」の店舗内にある、瀬上沢基金の展示スペースに
その日の様子とともに展示しています。
展示後に店舗を訪れると、足を止めて絵を見るお客さんと
そのお子さんの姿を見ることが出来ました。
こうして瀬上沢のみりょくを 、子供たちの絵を通して来店する方々に伝えていくことが
出来ているのです。
今後のイベントでも瀬上沢を訪れてもらうものや、瀬上沢の問題を伝えるための出展も
あります。イベントに来てくださった方が、次の誰かに瀬上沢のことを伝えてくださる
ことを願っています。
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ふるさと納税から予測される横浜市の命運
理事 技術士(環境部門)

水野

光彦

横浜市税務課データによるここ数年のふるさと納税収支は、
(万円)

流出１月１日～１２月３１日

流入４月１日～翌年３月３１日

年

流入

流出

23（2011）

11,400

58,600

24（2012）

11,400

11,900

25（2013）

14,600

17,300

26（2014）

6,400

57,000

表をみてわかることは、東日本大震災に

横浜市からのふるさと納税の流出が増加
し続けているのは、今まで市が、笛や太鼓
により宣伝してきた”横浜=港”という魅力
発言が住民にとっては関心のないものであ

対する被災地への寄付が多い平成 23 年を
除いて、平成 25 年までは収支トントンで
あったものが平成 26 年からは大幅な流出
過剰になっていることである。この傾向は、
平成 28 年 2 月 2 日の神奈川新聞記事に次
のように紹介されている。
「市財源課による
と、寄付金額は 26 年度約 6400 万円、27
年度約 7600 万円、28 年度予算案では約
8400 万円と微増にとどまる。
一方で、ふるさと納税を対象とした住民
税の課税控除額を差し引くと、減収額は 26

ったことを現わす。私の周囲でも“みなと
みらい”などは一回いったらたくさんであ
るという人たちが多い。横浜のこれからの
発展に結びつくのは、歴史と生物多様性豊
かな瀬上沢のような場所の魅力を発信する
ことと考える。
瀬上沢は、横浜でも屈指の生物多様性健
全度を誇り、西の森には東日本最大といわ
れる奈良平安時代の製鉄遺跡、東の森には
その製鉄にかかわった渡来人の墓といわれ
る古墳群や江戸期の横堰、世界でも例をみ
ない貝化石の地層が存在し、これからの横
浜の魅力をアピールする大きな観光資源を

年度の約 1 億円から、27 年度は約 5 億円
と急拡大。 ・・・28 年度はふるさと納税
の制度改正でさらに利用者が増えることが
予想され、約 29 億円の減収を見込む。
・・・
市担当者は「ふるさと納税は都市と地方の
税収格差をただすもの。お土産をつけて呼
び込むのは趣旨にそぐわない」言っている。
ふるさと納税制度による横浜市からの住
民の税金の流出は、今後も増大することが
予測される。
ここで問題なのは、市の担当者がお土産
をつける自治体を批判していることであ
る。お土産をつけることができるというこ

有する。
市と東急建設が計画している大型商業施
設を用いたまちづくりは すでに青森、宇
都宮、釧路などにおいて破綻している。
横浜市は、いつまで時代遅れの経済発展
幻想にしがみつくのか。
”横浜=港”という発想に基づく思想を変革
し、生物多様性と歴史に彩られた瀬上沢の
ような場所を、これからの横浜の魅力の核
に置くべきである

とは、その自治体に豊かな自然と生物多様
性が存在している証拠である。
すなわち、ふるさと納税の成功は生物多様
性が直接、経済と結びつくことを証明した
ことにある。
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≪活動の記録≫
活動の記録≫ 平成 27 年 9 月～平成 28 年 5 月
連絡会：
連絡会
： 9/19、11/21、12/19、1/16（＆新年会）2/20、3/19、4/16
クリーンアップ： 9/4（臨時 3 名）、10/11（10 名）、12/13（7 名）、2/14（2 名）
、
クリーンアップ
4/10（15 名）
ガイドツアー： 10/31（16 名）、11/21（45 名）、1/10 （15 名）3/5（35 名）
ガイドツアー
「瀬上の森は宝物」5/8（ 37 名）
夜間昆虫調査
5/2、5/12
夜間昆虫調査：
昆虫調査
出展：10/4（鎌人いち場） 10/12（神奈川県自然保護協会新都市ホールパネル展）
出展
10/17（神奈川県自然保護協会労働プラザプレゼンテーションとパネル）
12/19（神奈川トラストみどり財団 30 周年パネル展）
2/11～2/15（さがみ自然フォーラム）
4/1～9 月 （港南台ケアプラザパネル展示）
2/23 横浜環境賞プレゼン（横浜環境活動賞受賞）
面談：8/31（建築局長） 9/17（道路局、栄区役所） 10/19（道路局 NEXCO）
、
面談
2/1（議員 BG 氏） 2/5（議員 BH 氏）2/19（議員 BI 氏）、3/5（議員 BJ 氏）
2/12 各会派・記者会見・環境創造局・道路局（４名）
4/5 環境創造局、建築局、都市整備局（３名）
4/20 国交省訪問（3 名）
陳情書・意見書提出：8/31（3 団体合同・記者会見・掲載/TVK、神奈川新聞、東京新聞）
陳情書・意見書提出
12/14（上郷開発、整開保）
2/12（記者会見）
市長質問提出：2/12、4/5
市長質問提出
情報公開請求：10/23（評価委員会議事録建築局）
情報公開請求
説明会：11/12 整開保素案説明会（県サポセンター）
説明会
11/30 上郷開発説明会（栄公会堂）
視察案内：12/5（D 氏）
視察案内

定期総会

6 月 18 日（土）13
日（土）13 時～

港南台港南台地区センター
港南台港南台地区センター

第 2 部 講演：久保浩一先生 「開発提案区域の生物について」

＊4/1～9/30 まで 港南台ケアプラザでパネル展示
＊5/21 14 時～15 時 30 分 港南台ケアプラザで基金の活動についての講演会
＊ホタルのふるさと瀬上沢基金は Tides 助成金受取団体です
＊横浜環境活動賞実践賞受賞 表彰式 6 月 14 日 市長公舎
～ 会員・寄付状況 ～

5/15 現在

正会員：59 法人正会員：1 JF 会員：48

あまりにも多くの自然環境破壊に地球が悲鳴を上

個人賛助：143 法人賛助：3

計 254 名

げているような災害の多さです。人の”いのち”は

計 13,799 名

もとより、多種多様な”いのち”を大切にする社会

寄付者 13,545 名

をつくっていきたいですね。
（MF）

寄付金額 903 万円
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