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資料編 

1．上位計画関連 

対象事業実施区域のある中区における都市計画マスタープラン及び将来都市構造図は以下の

とおりです。中区には地区計画があるものの対象事業実施区域が該当する地区整備計画及び計画

図はありません。 

 

■横浜市都市計画マスタープラン（中区プラン） 中区まちづくり方針 

役割 

①都市づくりの基本理念や目標等を定めることにより、都市計画を定める際の指針とします。 

②土地利用や都市施設整備など都市計画に関する方針や情報等をまとめ、市民にお知らせします。 

③都市づくりの目標等を市民と共有することにより、まちづくりに多様な主体が参画する機会を促します。 

計画 
期間 

基本的な目標年次は、おおむね 20 年後の令和 22（2040）年 

ま
ち
づ
く
り 

の
目
標 

土地利用 
業務・商業等の都心機能や港湾・物流機能が高まり、海・港・歴史的資源

と一体となった市街地の多様な魅力を区民も来街者も満喫できるまち 

生活環境 誰もが安心して住み続けられる快適な環境のあるまち 

コミュニティ 
区民や事業者の地域活動への参加促進、地域と事業者の交流・連携、区民

の活動の場づくりが進み、人々がつながり活気あるまち 

都市防災 区民、来街者、就業者などが安全で安心して暮らせる災害に強いまち 

都市交通 
安全・安心な歩行者空間づくりのほか、既存の公共交通の利便性の向上や

多彩な交通の充実などにより、誰もが快適に移動できるまち 

都市の魅力・活力 
個性豊かな街並み、商店街、歴史的資源、文化芸術、スポーツなどの活用

により、国内外から人や企業が集う魅力・活力にあふれるまち 

都市環境 
水や緑を身近に体験でき、環境負荷の少ない循環型社会・脱炭素社会の実

現に向けた取組により快適に暮らせるまち 

将
来
都
市
構
造 

○交通ネットワークの考え方 

・鉄道ネットワークは、各種公共交通機関との結節点となる各駅の機能強化を推進します。 

・鉄道ネットワークの充実を目指し、横浜環状鉄道の一部として計画がある元町・中華街～根岸

間について国土交通省の交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり方につい

て」（平成 28（2016）年４月）を踏まえ、事業性の確保に向けた検討を進めます。 

・東海道貨物支線の貨客併用化について引き続き検討を進めます。 

・道路ネットワークは、幹線道路が骨格となり、市内各地や市外を結ぶ広域交通を担います。 

・日常の生活における身近な道路の歩行者環境の向上などを含め、円滑な交通ネットワークの構

築を目指します。 

・都心臨海部では、新たな交通の導入などにより回遊性の向上を図ります。 

 

○水・花・緑・地域資源の考え方 

・都市に潤いをもたらす大岡川、中村川、堀川、本牧通りのうち大岡川から中村川に至る部分及

び大通り公園から日本大通りを経由して大さん橋に至る軸線を、水・花・緑の自然環境に親し

める「水・緑の軸（都市軸）」と位置付けます。 

・都市デザインによる創造性豊かな空間づくりを目指し、海沿いの「ウォーターフロント軸（都

市軸）」及び海と陸側を結ぶ「水際線へと向かう軸（都市軸）」を設定し、「水・緑の軸（都

市軸）」、「歴史・文化・緑の丘」とあわせて多くの人が親しみ、憩い、楽しめるよう、都市

環境の充実を図ります。 

・良好で個性豊かな街並みや商店街を含め、水・花・緑などの豊かな都市環境や区内に点在する

歴史的資源・文化遺構などを生かした回遊性の向上を図ります。 
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将
来
都
市
構
造 

○ゾーンの考え方 

・行政機関をはじめ、業務・商業機能が集中する関内・関外等を、「業務・商業・観光機能など

を主体とした複合市街地ゾーン」とし、山下ふ頭などは「土地利用転換を図るゾーン」として

位置付け、土地の高度利用等を図ります。 

・都心に近接する生活圏域を、「安心とゆとりのある暮らしを創出する居住ゾーン」として位置

付け、ライフスタイルや課題の異なる地域ごとに、その特性に応じた生活環境や利便性の向上

を図ります。 

・米軍根岸住宅地区については、「大規模施設地区（米軍施設）」として位置付け、引き続き跡

地利用の検討を進めます。 

・新山下から根岸にかけての工業・港湾・物流機能が集積する臨海部については、「工業・港湾・

物流関連の産業などにより活力を創出する生産・物流ゾーン」として位置付けます。 

区
の
将
来
都
市
構
造
図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「横浜市都市計画マスタープラン・中区プラン 中区まちづくり方針」 

（横浜市中区・都市整備局、令和 2年 3月）  
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「関内・関外地区活性化ビジョン」は「関内・関外地区活性化推進計画」に代わるものとして、

地域・事業者・行政等が市庁舎移転後の関内・関外地区の活性化に取り組むにあたり共有すべき方

向性を、関内・関外地区活性化協議会と横浜市が協力してとりまとめたものです。 

 

■関内・関外地区活性化ビジョン 

対象
範囲 

本ビジョンの対象範囲は、「関内・関

外地区」とします。 

ただし、「関内・関外地区」とともに

横浜の都心臨海部を構成する「横浜駅周

辺地区」、「みなとみらい 21 地区」、

「山下ふ頭周辺地区」、「東神奈川臨海

部周辺地区」における動向なども踏まえ

たものとします。 

 

計画 
期間 

令和 12（2030）年までの概ね 10 年間 

目
指
す
べ
き
ま
ち
の
姿 

「Baystock for Future 関内・関外」 

・先人たちの息吹を感じながらいつも新しい何かが生まれ 

・このまちで過ごす全ての人が充実した時間を過ごしている 

■横浜経済の中心を

担う関内・関外 

都心臨海部における関内・関外地区は「開港の地」です。現在でも数多く

の観光客や市民が訪れる港町横浜の象徴であると共に、横浜経済の中心を

担うエリアであり、市全体の発展を牽引する役割も担っています。また、

港と共に発展を遂げ、積極的に新しいものを取り入れてきた、先進的で横

浜らしいまちづくりを展開してきたエリアです。 

■今こそ、その価値

を示すチャンス 

関内・関外地区を取り巻く状況は、隣接するみなとみらい 21 地区等と比

べ、業務や商業分野において厳しい状況に直面しています。一方で、MICE

開催やクルーズ客船入港等が充実し、現市庁舎街区等の活用をはじめ、

様々な場面で注目される機会も多く、豊富なチャンスに恵まれているのが

今です。「人々に選ばれる地区」となるために、関内・関外地区が一丸とな

ってその活力を高めていく必要があります。 

■「横浜ならでは」

のおもてなし 

これまで育んできた文化・歴史と、それらを発展させてきた先人たちに敬

意と感謝の気持ちを持ち、横浜の特性である進取の気風を発揮して、『常に

新しいコンテンツ、サービスが生まれる。』ことにより『訪れるすべての人

たちが、「充実した時間」を過ごすことができる。』、そのようなまちを関内・

関外地区は目指します。 

■人を中心にしたま

ちづくり 

これからのまちづくりにおいては、「価値観や趣向の多様性」、「人と人との

直接の対話の大切さ」、そして多様性や対話をつなげる「回遊性の高いまち

づくり」が大切な要素となってきます。これらの要素を具体化し、横浜な

らではの「充実した時間」を生み出すために、将来を担う人材の育成も含

めた「人を中心にしたまちづくり」を進めることで、関内・関外地区の賑

わいや活力、ひいては都心臨海部全体の活性化につなげていきます。 
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ま
ち
づ
く
り
の
方
針 

①持続的な賑わいと活力づくり 

≪方針≫ 

関内・関外地区は、これまでも様々な資源を生かしたイベントやビジネス創出などを通じて、

多くの人が集うまちであり続けてきました。そうした蓄積を土台に、より選ばれるまちとなる

よう、これまで以上に新たな賑わいと活力づくりに取り組むことが大切です。まずは、取組の

土台となる、関内駅周辺地区、北仲通地区という二つの結節点において、関内・関外地区の磁

場となるような拠点づくりを、ハード、ソフト両面から引き続き着実に推進します。 

これらを牽引役としながら、港や歴史的な景観、古いものと新しいものが共存する文化・街

並みなど地区が有する資源を生かしながら、人々を惹きつける新たなコンテンツの創出に取り

組みます。その際には、地域としっかり連携を図りながら、公共空間などを存分に活用して、

多くの人々の目に触れ、多くの人々の参加に繋がる取組とします。 

一方、観光客、クルーズ旅客や MICE 参加者など横浜を訪れる多くの人々に対するおもてな

しの気持ちをまち全体で共有し、ナイトタイムエコノミーの充実や来街者の滞在環境の向上に

オール関内・関外で取り組み、おもてなしの質の向上も図ります。 

また、関内・関外地区は既にビジネス創出や文化創造の拠点にもなりつつあります。これら

の土壌を生かし、これまで以上に交流などの機会を充実させ、「イノベーション都市・横浜（YOXO

（よくぞ））」と「文化芸術創造都市・横浜」の展開を推進していくことで、常に新たな価値を

生み出すまちに育てていきます。 

≪取組の方向性≫ 

Ⅰ 魅力あるコンテンツによるさらなる賑わいづくりの充実 

Ⅱ おもてなし機運の醸成とその具体的取組の充実 

Ⅲ イノベーション都市・文化芸術創造都市の推進 

 

②回遊性を高める基盤づくり 

≪方針≫ 

回遊性を高めるまちづくりを進めるためには、移動環境づくりが欠かせません。電車、バス、

自転車等の既存の交通手段の利便性を高めると共に、技術革新による新しい交通モードまで含

めた幅広い交通手段を手軽に円滑に利用できる移動・接続の環境の充実が、多彩な回遊性を生

み出し、様々な活動を繋げ、多様な拠点同士の相乗効果を生み、まち全体の賑わいや活力の創

出につながっていきます。 

道路や河川、公園等の公共空間の活用による賑わいの形成も、回遊性の向上につながります。

道路については、人と車の空間を再構築するなど新たな考え方を取り入れることで、人が中心

となる新たなまちの基盤に発展する可能性を持っています。河川については、地区内の移動の

みならず、海を介した他都市との新たなつながりを生み出すポテンシャルも有しています。こ

うした新たな視点による公共空間の活用にも、関内・関外地区は挑戦します。 

≪取組の方向性≫ 

Ⅰ 地区内における円滑で快適な移動環境の創出 

Ⅱ 人と車の空間再構築と公共空間の活用 

 

③誰もが安心できる環境づくり 

≪方針≫ 

人を中心にしたまちづくりを進めるためには、訪れる人、働く人、住む人、そして、こども、

若者、子育て世代、高齢者、障害者、外国人、性的少数者など誰もが安全を実感し、安心して

過ごすことのできる環境づくりが重要です。 

開港以来これまで関内・関外地区が育んできた多様性を大切にし、国籍年齢等を問わず、多

様な価値観や文化の違いを尊重し認め合い、すべての人がお互いに支え合い助け合いながら共

に過ごせる“インクルーシブ社会”の推進に取り組みます。 

また、当地区の活性化の取組を推進し、これまで以上に多くの来街者・就業者が集まること

で、消防・救急に係る需要がさらに大きく伸びることが想定されます。その需要に適切に対応

するための体制の充実を図るほか、関内・関外地区に多く見られる老朽建物の耐震化や建替え

等の促進、未整備区間の無電柱化等の取組も推進します。 

また、再生可能エネルギーの導入やエネルギーの多重化による非常時の電源確保など、安全・

安心で環境負荷の少ない持続可能なまちづくりを進めます。 
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≪取組の方向性≫ 

Ⅰ 安心してすべての人が共に過ごせるインクルーシブ社会の推進 

Ⅱ 安全・安心な空間の整備 

Ⅲ 安全・安心を担保する消防体制の充実、防災の取組等の推進 

Ⅳ 多様な取組を通じた環境づくりの推進 

関
内
・
関
外
地
区
の
構
造
図 

 
資料：「関内・関外地区活性化ビジョン」（横浜市関内・関外地区活性化協議会、令和 2年 3月） 
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「関内駅周辺地区エリアコンセプトブック」及び「関内駅周辺地区エリアコンセプトプラン」

は、関内駅周辺地区の新たなまちづくりの方針を示すもので、「国際的な産学連携」「観光・集客」

をテーマとしたまちづくりを推進しています。 

 

■関内駅周辺地区エリアコンセプトプラン 

役

割 

横浜市では、関内駅周辺地区の新たなまちづくりの方向性を示した『エリアコンセプトブック』

（平成 31年 1月）に基づき「国際的な産学連携」「観光・集客」をテーマとしたまちづくりを推

進してきましたが、令和 2年 9月に現市庁舎街区の事業内容が決定したことを受け、その内容を

一部更新した『エリアコンセプトプラン』を策定しました。 

これにより、地区全体に「国際的な産学連携」「観光・集客」機能が集積し、賑わいにあふれ

る地区となることを目指します。 

関
内
駅
周
辺
地
区
の
新
た
な
ま
ち
づ
く
り 

(１) 関内側エリア 

①機能の誘導 ～「国際的な産学連携」「観光・集客」の強化～ 

関内側エリアは、来街者・観光客・住民・地元団体などが利用するＪＲ関内駅と市営地下鉄

関内駅があり、様々な賑わいと交流が生まれる結節点となることが期待されるエリアです。 

そこに、「国際的な産学連携」「観光・集客」の機能やそれと連携した機能を、現市庁舎街区

が先駆けとなって連鎖的に誘導することで、活性化の核を形成します。 

なお、住宅については、現在、立地が禁止されていますが、市庁舎移転後の新たなまちづく

りの一環として、都市活力の維持・向上を図るとともに、業務・商業・居住・交流などの多様

かつ魅力的な機能が近接したまちづくりを推進するため、現行基準の見直しも視野に入れ、都

心にふさわしい居住機能の導入を検討します。 

 

②景観の誘導 ～関内地区の玄関口として、魅力と品格のある景観形成～ 

関内側エリアは関内地区の玄関口であり、景観面でも、市庁舎が移転した後の関内地区の印

象を形作る重要なエリアです。 

新たなまちづくりを進めるにあたっては、普遍的な景観形成上の要素として以下の 3要素を

継承しつつ、これまで形成してきた景観がより良いものとなるよう誘導していきます。 

〇 関内地区の玄関口として風格のある景観と、多くの人で賑わう魅力的な駅前空間の形 

〇 大通り公園から横浜公園、さらに海沿いへとつながる緑の軸線沿いの魅力ある歩行者空間

の形成 

〇 「開港の地」としての歴史性 

また、土地利用転換を行う際には、関内・関外地区の新たなシンボルとなるような景観形成

を目指し、建築物の低層部には、人々の活動による賑わいのある景観を誘導するとともに、最

高高さ等高層部の景観についても、現行基準の見直しも含めて、地区の象徴となるような魅力

と品格のある眺望景観を誘導します。 
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③「観光・集客」に資する交通機能の導入 ～人が集まり、周辺と結ばれる拠点をつくる～ 

現市庁舎街区・教育文化センター跡地活用や、横浜文化体育館・横浜スタジアムといった大

規模スポーツ施設の再整備等による来街者の増加を見据え、「観光・集客」に資する交通機能

の導入・駅前の広場空間の創出・安全で快適な歩行者空間の整備などを行います。 

これらの整備を行うことで、市内外とのアクセス向上や関内・関外地区の接続強化を図ると

ともに、臨海部との円滑な人の流れを誘導します。 

(２) 関外側エリア 

関外側エリアにおいては、教育文 

化センター跡地活用や横浜文化体

育館の再整備を契機として、「国際

的な産学連携」や「観光・集客」と

スポーツ・健康が連携したまちづく

りを行います。 

教育文化センター跡地活用では、

関東学院大学のキャンパスに約

3,300 人の学生が通うことになり、

その学生達が大通り公園を活用す

ることで、日中の賑わいが形成され

ます。また、学生達のフィールドワ

ークの舞台として関外地区を活用

することで、街へ学生が出ていくこ

とになり、伊勢佐木町をはじめとする既存商店街の活性化につながることが想定されます。 

横浜文化体育館の再整備においては、年間を通じてスポーツだけではなく、コンサート等の

イベントも開催される予定であり、多くの集客が見込まれます。大通り公園の活用や既存商店

街と連携することで来街者を街全体で受けとめ、回遊性を高めます。 

緑の軸線（右図緑色矢印）を形成する大通り公園に加え、みなと大通りから横浜文化体育館

への歩行者動線（右図青色矢印）についても、臨海部とのアクセスを強化します。関外地区の

回遊性、賑わいの形成のためには伊勢佐木町商店街や石川町方面の軸線（右図オレンジ色矢印）

も重要であり、教育文化センター跡地活用、横浜文化体育館の再整備にあわせ、伊勢佐木町な

ど既存商店街との連携を強化し、回遊性を高めます。 
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(３) 関内側エリアと関外側エリアの連携強化 

①JR関内駅南口改良 

横浜市と JR東日本で協力して、関内駅南口改良等の調査を進めています。 

②みなと大通りシンボルロード化及び横浜文化体育館アクセス強化 

関内側エリア及び関外側エリアともに、「国際的な産学連携」「観光・集客」の実現に向けた

大規模施設の立地が続き、来街者の増加による更なる賑わい創出が期待されます。 

こうした大規模施設が面する「みなと大通り」及び「横浜文化体育館へのアクセス動線」は、

連続する１つの路線であり、各施設間の回遊性を向上させるとともに、大通り公園や日本大通

りをつなぐ緑の軸線などとあわせて、関内側エリアと関外側エリアとの一体性を向上させる重

要な動線です。 

一方、現状は車道が広く路上駐車が目立つとともに、既設の自転車歩行者道は狭く、また将

来の来街者の増大も見据え

ると、交差点部においては

歩行者溜まりも十分とはい

えない状況です。 

このため、車道幅を狭め

て歩行者・自転車通行空間

を拡充する等、沿道利用状

況を踏まえながら既存道路

空間の再整備を行い、安全

で快適な歩行者ネットワー

クの強化・拡充を図ってい

きます。また、通りに面し

て店舗を誘導する等、沿道

の連続的な賑わいの創出を

図っていきます。 

(４) 関内駅周辺地区のマネジメント 

関内駅周辺地区では、現市庁舎街区活用事業、港町民間街区、教育文化センター跡地活用事

業、横浜文化体育館再整備事業など、地区の大きな変化のきっかけとなる複数の事業が計画さ

れています。これらの事業に関わる新たなプレイヤーと、すでに地域で活動している団体など

がエリアマネジメントを通じて連携し、関内駅周辺地区の新たなまちのブランドを形成してい

きます。また、将来的には関内・関外地区内の他地区とも連携し、関内・関外地区全体を活性

化させることが期待されています。 

資料：「関内駅周辺地区エリアコンセプトプラン」（横浜市都市整備局都心再生課、令和 2年 1月） 
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「横浜市現市庁舎街区等活用事業実施方針」は、現市庁舎街区・港町民間街区及び教育文化セ

ンター跡地について関内駅周辺地区の一体的なまちづくりの推進に向けて、事業の目的や考え方

を定めたものです。本対象事業実施区域は港町民間街区に該当します。 

 

■横浜市現市庁舎街区等活用事業実施方針 

資料：「横浜市現市庁舎街区等活用事業実施方針」（横浜市、平成 29年 3月） 

 

 

 

目的 

①「国際的な産学連携」「観光・集客」をテーマに地区の賑わいと活性化の核づくりを行います。 

②関内駅前の交通結節点機能を強化することで、都心臨海部各地区の連携と回遊性を高めます。 

③横浜らしい街並み景観を誘導します。 

対
象
地 

現市庁舎街区、港町民間街区、教育文化センター跡地 

 

港
町
民
間
街
区
と
現
市
庁
舎
街
区
の 

一
体
的
な
ま
ち
づ
く
り 

港町民間街区の地権者で構成される港町地区周辺まちづくり協議会（以下、「協議会」とい

う。）では、市街地再開発事業の検討を行い、現市庁舎街区と一体的なまちづくりを進めるこ

とを決定し、横浜市は協力要請を受けています。 

横浜市としても、港町民間街区と現市庁舎街区の一体的なまちづくりを行うことで、関内駅

前に相応しい賑わいと街並み景観の形成、交通広場等の基盤整備を誘導するなど、関内駅前の

魅力をさらに高めることが期待できます。そのため、港町民間街区と現市庁舎街区の一体的な

まちづくりを進めます。 

港町民間街区の市街地再開発事業の実現にむけて、地区計画等の総合的なまちづくり手法の

活用も視野に、用途、容積率、高さに係る都市計画等の見直しなど、より良いまちづくりに向

けた検討を進めます。 

住宅用途に関する都市計画等の見直しにあたっては、「国際的な産学連携」「観光・集客」

というテーマに基づく誘導用途に対して不可分な関係にある住機能（例:大学と学生寮、企業と

サービスアパートメントなど）があることで誘導用途の効用を高める工夫がされていること

や、住宅導入による事業性の向上が誘導用途の充実に適切に還元された提案となることを前提

に考えています。 

今後、協議会との調整や庁内での検討を進め、現市庁舎街区活用の公募要項において、港町

民間街区の公募上の取扱いや連携の方法を提示します。 
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2．公園緑地配置図 

対象事業実施区域周辺には、JR 関内駅側の面を除き 3 面に街路樹（イチョウ、サクラ類）が植

栽されています。さらに、東側には都市計画公園である横浜公園、南西側には大通り公園が見られ

るなど、都市部においては比較的緑の多いエリアとなります。ただし、対象事業実施区域周辺は、

市街化が進んできた地域であることから、まとまった樹林地はほとんどみられません。 

 

 

横浜市公園緑地配置図 

  

資料：「横浜市公園緑地配置図」（横浜市ホームページ、平成 29年 7月） 
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3．内水浸水想定区域図（想定最大規模） 

「中区内水ハザードマップ」（横浜市、令和 3年 4月）を以下に示します。本編には、調査区域

における想定最大規模降雨（153mm/h）を想定した内水による浸水想定区域図を記載しておりま

す。 

 
 

中区内水ハザードマップ 

資料：「内水ハザードマップ」（横浜市ホームページ、令和 4年 3月調べ） 
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4．用語集 

本書で使用する用語は、次のとおりです。 

【 あ 行 】 

一酸化炭素（CO） 

炭素または炭素化合物が不完全燃焼した場合に発生する無色・無臭の気体のことです。 

血液中のヘモグロビンと結合して血液の酸素輸送を阻害し、頭痛、耳鳴り、吐き気等を生じさせる他、濃度が高

いと生命が危険になります。 

エコマテリアル 

環境負荷の高いこれまでの素材に対し、資源の保護、環境負荷の低減、リサイクル性、省エネルギー性など、環

境に配慮した代替素材のことです。 

温室効果ガス 

地球温暖化の原因となる温室効果を持つ気体のことです。 

「温室効果」とは、赤外線を吸収し再放出することで地表を暖め、地球の平均気温を一定に保つ働きのことです。

しかし、大気中の温室効果ガスの濃度バランスが崩れると、温室効果が加速されてしまいます。 

温室効果ガスの増加には人間の生活・生産活動が大きく関与しています。 

京都議定書では、地球温暖化対策として、温室効果ガスのうち人間活動により増加している二酸化炭素（CO2）、

メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFCS）、パーフルオロカーボン（PFCS）、六フッ化

硫黄（SF6）、三フッ化窒素（NF3）の 7物質を削減対象としています。 

【 か 行 】 

環境基準 

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、物質の濃度や音の大きさな

どの数値で定められるものです。 

環境基準は、国や地方公共団体が公害対策を進める上での行政目標であり、公害発生源を直接規制するための基

準とは異なります。 

環境資源 

緑地、名木・古木、水路・湧水、貴重な動植物、文化財、自然土壌などのことです。 

自然土壌（表土）は微生物や小動物、腐食などの栄養物を含む他、多くの植物の種子も含まれています。多くの

腐食を含んだ豊かな土壌は、長い時間をかけて生成された貴重な環境資源といえます。 

環境の創造（水とみどりの環境形成） 

水や緑の連続する空間を形成することにより、それらの持つ機能を複合的・効果的に発揮させる取り組みです。 

都市の熱環境の改善、生物多様性の確保、防災性の向上、良好な景観の形成、緑豊かで快適なレクリエーション

の場の創出など、住みやすく快適な環境を形成する効果が期待されます。 

環境負荷 

人の活動が環境に与える負担のことです。 

単独では環境への悪影響を及ぼさないものでも、集積することで悪影響を及ぼす場合もあります。  
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貴重な動植物 

主に環境省レッドデータブックや神奈川県レッドデータブックに記載された、オオタカなどの希少な生物のこ

とです。 

郷土種 

シイ、タブ、カシなどの常緑広葉樹（潜在自然植生）や、クヌギ、コナラなどの雑木林の構成種など、古くから

自生する植物のことです。 

グリーン購入 

製品やサービスを購入する際に、必要性を十分に考慮し、価格や品質、利便性、デザインだけでなく環境への配

慮を考え、環境負荷ができるだけ小さいものを優先して購入することです。 

光化学オキシダント（OX） 

工場・自動車等から大気中に排出される窒素酸化物等が太陽光線に含まれる紫外線により化学反応を起こして

生じる二次汚染物質のことです。 

高濃度になると目やのどに刺激を受けたり、植物の葉が枯れたりします。 

高効率の熱源機器 

省エネルギーの観点から、従来の機器の動力源や燃焼装置に改良が加えられた、ヒートポンプ式冷凍機や吸収式

冷温水機、ターボ冷凍機などを指します。 

高性能な省エネルギー型機器 

エネルギーの使用の合理化に関する法律では、エアコン、貨物自動車、ルーティング機器など、32 の機器（特

定機器）を指定しています。 

交通結節拠点 

複数の交通機関が相互に乗り換え・乗り継ぎを行う場所のことです。 

 

【 さ 行 】 

再生可能エネルギー 

太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められ

るものです。有限で枯渇の危険性を有する石油・石炭などの化石燃料や原子力に対し、エネルギー源が絶えず再生、

供給され、地球環境への負荷が少ないものとされています。 

具体的には、太陽光、太陽熱、水力、風力、地熱、大気熱、バイオマスなどがあげられます。 

次世代自動車 

電気自動車（EV）、圧縮天然ガス自動車（CNG）、ハイブリッド自動車（HV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、

燃料電池自動車（FCV）、クリーンディーゼル自動車（CDV）、メタノール自動車などの総称です。 

石油エネルギーの有効利用と依存度低下及び石油代替エネルギーの導入促進、大都市圏における大気汚染防止

などの効果があります。 

社会文化環境等 

文化財、地域社会、埋蔵文化財、名木・古木、神社、仏閣、地域のしきたりの他、通学路、各種公害、自動車走

行量、日照、電波等の状況などの環境状況を指します。  
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周辺環境への影響 

施設等の建設、存在、供用によって周辺住民などに、悪臭、大気汚染、騒音、電波障害、日照阻害、シャドーフ

リッカーなどの影響を与えることです。 

周辺の土地利用状況等 

周辺の土地利用状況の他、自動車走行量、文化財などのことです。 

人工排熱 

建築物や自動車の空調機器などから面的に排出される熱、工場・火力発電所・ごみ焼却場からの排熱などのこと

です。 

制振 

建物に組み込んだ錘やダンパーにより振動エネルギーを吸収することで、地震や強風等による建物の変形・損傷

を抑制する技術です。 

生物多様性 

すべての生物（陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場のいか

んを問わない。）間の変異性と定義され、「生態系の多様性」、「種の多様性」、「遺伝子の多様性」という 3つのレベ

ルの多様性があるとされています。国際的な枠組みとして、1992 年（平成 4 年）に生物多様性条約が締結されて

います。 

【 た 行 】 

ダイオキシン類 

塩素を含む有機化学物質の一種で、ダイオキシン類対策特別措置法により、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン

（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）、コプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB、またはダイオキシ

ン様 PCB）の 3物質群と定義されています。 

水に溶けにくく油や溶剤に溶けやすい、常温では安定しているが高温（800℃以上）ではほとんど分解する、と

いう特徴があります。ダイオキシン類の毒性は、動物実験において、急性毒性、発がん性、催奇形性、環境ホルモ

ン作用等が報告されています。 

太陽光発電 

「太陽電池」と呼ばれる装置を用いて、太陽の光エネルギーを直接電気に変換する発電方式です。 

エネルギー源が無尽蔵なこと、発電時に二酸化炭素などを発生させないことから、地球にやさしい発電方法とし

て導入量の増加が期待されています。 

なお、太陽電池をいくつも並べて接続し、パネル状にしたものをソーラーパネルと呼びます。 

脱炭素化 

温室効果ガスの排出と吸収のバランスにより、実質的に排出量をゼロ又はマイナスにすることを指します。 

排出とは、人為的な発生源による排出で、吸収とは森林等の吸収源による除去を意味します。横浜市は「2050年

までの温室効果ガス実質排出ゼロ（脱炭素化）の実現」を本市の温暖化対策の目指す姿（ゴール）としています。 

多様な植物 

単一の種類だと、景観も単調となり、病気等にも弱いため、目的に合わせた種類の組み合わせや、中高木、低木、

草本、地被植物等の組み合わせが望まれます。 

地域の住民に親しまれた施設 

病院、学校など福祉施設や公共施設、公共的空間のことです。 
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地域の分断 

工作物の設置によって変化する地域の組織上の一体性、または地域住民の日常的な交通経路の分断のことです。 

地域冷暖房 

駅やビル、商業施設、マンションなど、地域内の建築物に対し、まとめて冷暖房を行うシステムです。 

エネルギーの安定供給、熱負荷の標準化による省エネルギー化、スペースの有効活用などのメリットがありま

す。 

鳥や蝶等の生き物を誘致する樹種 

実や花の蜜を求めて鳥や蝶が集まる樹木を指します。 

「京浜の森づくり事業 協働緑化の取組」（平成 25年 3月 横浜市環境創造局みどりアップ推進課）には、臨海部

になじみかつ鳥やチョウの好む景観形成樹種が紹介されています。 

窒素酸化物（NOX） 

窒素の酸化物の総称で、一酸化窒素（NO）、二酸化窒素（NO2）、一酸化二窒素（N2O）、三酸化二窒素（N2O3）、五酸

化二窒素（N2O5）などが含まれます。通称ノックスともいわれています。 

大気汚染物質としての窒素酸化物は一酸化窒素、二酸化窒素が主です。工場の煙や自動車排気ガスなどの窒素酸

化物の大部分は一酸化窒素ですが、これが大気環境中で紫外線などにより酸素やオゾンなどと反応し二酸化窒素

に酸化します。 

また、窒素酸化物は、光化学オキシダントの原因物質であり、硫黄酸化物と同様に酸性雨の原因にもなっていま

す。 

窒素 

湖沼、海で植物が生育する上で必要とする栄養物質の代表的なもので、富栄養化物質ともいわれています。 

これらの物質の高濃度化により、湖沼ではアオコが繁殖し、海では赤潮が発生したりすることで、魚介類などに

悪影響を及ぼします。 

低炭素電気 

横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則第 90条の 5に規定する、「再生可能エネルギーなどを活用し、電

気の供給に伴い排出される二酸化炭素の量が少ない電気」を指します。 

電気の使用による二酸化炭素の排出量は、自家消費分等を除き、発電所等の発電する側ではなく、家庭や事業所

等の電気を使用する側で排出したものと見なし、電気の使用量に各小売電気事業者の販売電力量１kWh あたりの二

酸化炭素の排出量（排出係数）を乗じて求められます。この排出係数は、各小売電気事業者が調達した電気の電源

構成に左右されます。 

そこで、横浜市では「電気の低炭素化の普及」及び「低炭素な電気の選択」を促進するため、令和元年度に創設

した横浜市低炭素電気普及促進計画書制度により、市内に供給している小売電気事業者の排出係数、再生可能エネ

ルギー導入率等の情報を公表しています。 

都心部における緑の創造 

地上部の植栽や壁面緑化、屋上緑化等により創出される緑は、都市生活に潤いと安らぎを与え、にぎわいの場や

美しい都市景観を創出するとともに、延焼防止など防災性の向上、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保

全など重要な役割を担います。 

土地利用状況等 

住宅の張り付き、工場・事業場の位置、幹線道路・鉄道の位置、緑地や公園などの他、大気汚染、水質、土壌、

騒音・振動レベル、自動車走行量などの環境現況、交通状況、緑地の質や文化財等の存在などの状況を指します。  
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【 な 行 】 

二酸化硫黄（SO2） 

火力発電所や工場などの硫黄又は硫黄を含む燃料の燃焼過程等で発生する無色・刺激臭の気体のことです。 

主な発生源は重油を燃料とするボイラーがあげられます。 

酸性雨の原因物質でもあります。 

二酸化窒素（NO2） 

ボイラーや自動車などの燃焼過程等で発生する窒素酸化物です。燃焼過程からはほとんどが一酸化窒素として

排出され、大気中で二酸化窒素に酸化され生成されます。 

呼吸疾患の原因となることが知られている他、光化学オキシダントの原因物質でもあります。 

【 は 行 】 

廃棄物等 

ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿などのことです。 

事業活動によって生じる産業廃棄物、家庭やオフィス、飲食店から生じる一般廃棄物に分けられます。また、事

業計画にあっては、伐採樹木、建設廃材、建設発生土、建設汚泥、供用後に施設から排出される廃棄物のことを指

します。 

バリアフリー 

障害のある人が社会生活をしていくうえで障壁（バリア）となるものを除去する（フリー）ことです。 

近年では、障害のある人だけでなく、全ての人の社会参加を困難にしている物理的・社会的・制度的・心理的な

全ての障壁の除去という意味で使用されています。 

光害 

良好な照明環境の形成が、漏れ光によって阻害されている状況またはそれによる悪影響のことをいいます。 

屋外照明が居住者や歩行者、交通機関などの人間の諸活動や、生態系、家畜、野生動植物、農作物などへ悪影響

を及ぼすことがあります。 

微気候 

地表付近の気候のことです。 

ふつう地物・植生の影響を受けることが多く、また、人工的に変化させることもできます。一般の気候を大気候

とすれば小気候は局所気候で、微気候はそれより小さな地点での気候的変化を対象とします。 

微小粒子状物質（PM2.5 ＝ Particulate Matter 2.5） 

大気中に存在する粒子状物質のうち、粒子の直径（粒径）が 0.0025mm（2.5μm）以下の非常に細かな粒子のこと

です。 

10μm 以下の浮遊粒子状物質は小さいため気管に入りやすく、特に粒径が 1μm 以下になると気道や肺胞に沈着

しやすくなり、呼吸器疾患の原因になります。 

ヒートアイランド現象 

自然の気候と異なる都市独自の局地的な気候で、都市に人口や経済活動、都市機能が集中した結果、空調機器に

よる人工排熱、コンクリート建築物による蓄熱などにより、気温が下がりにくくなる現象のことをいいます。 

都市の周辺部に比べ気温が高い状態にあり、都心ほど気温が高くなります。等温線を描くと島のような形になる

ことからヒートアイランド現象と呼ばれています。 
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風害 

異常に強い風によって生じる被害の総称です。気象現象の他、高層建築物の周辺に局地的に発生するビル風によ

る被害も含みます。 

高層建築物が建設されると、ビルの両横で強風となり、風下のビルの後ろ側では風が弱くなり、また、風の変動

が大きくなって乱流が発生することがあります。 

浮遊粒子状物質（SPM ＝ Suspended Perticulate Matter） 

すすや粉じんなど大気中の粒子状物質のうち、粒径が 0.01mm（10μm）以下の物質のことです。 

大気中に長期間浮遊し、高濃度になると、ぜん息、気管支炎等の呼吸器系疾患の原因となるおそれがあります。 

文化財 

文化財保護法で定める文化財のことです。 

国、県、市の指定・登録文化財の他、名木・古木や、神社、仏閣、史跡等歴史的建造物、地域の習慣、祭りなど

も含みます。 

【 ま 行 】 

埋設インフラ企業 

地下に設置される社会インフラ（電気、ガス、水道、通信等）を整備・管理する企業を指します。 

未利用エネルギー 

これまではあまり利用されてこなかった潜在的な可能性を秘めたエネルギーの総称です。 

自然界には、小水力や河川水・海水の熱、地熱・地中熱・温泉熱、雪氷熱、太陽熱・空気熱、潮力・波力などが

あります。また、都市をはじめとする地域にも、冷暖房排熱や工場・変電所・地下施設から出る排熱などが存在し

ています。 

木材代替型枠 

鋼製や樹脂製、プラスチック製など、熱帯材を使用していない型枠のことです。 

熱帯林の保全のため、近年、代替型枠への転換が進められています。 

【 や 行 】 

ユニバーサルデザイン 

特定の人の障壁（バリア）を取り除く「バリアフリー」の考え方をさらに進め、国籍や文化、年齢、性別、障害

の有無などに関わらず、誰もが利用可能な施設や製品のデザインのことです。 

ユニバーサルデザインの考え方は 1980年代にノースカロライナ州立大学（米）のロナルド・メイス氏により明

確にされ、1.誰でも使えて手に入れることが出来る、2.柔軟に使用できる、3.使い方が簡単にわかる、4.使う人に

必要な情報が簡単に伝わる、5.間違えても重大な結果にならない、6.少ない力で効率的に楽に使える、7.使うとき

に適当な広さがある、の 7つの原則が提唱されています。 
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【 A ～ Z 】 

BEMS（ Building and Energy Management System ） 

「ビル・エネルギー管理システム」といった意味で、各種センサーや監視装置、制御装置などの要素技術で構成

されたシステムのことです。 

本システムにより、空調や照明などの設備機器によるエネルギー使用状況を「見える化」でき、こうした設備機

器の稼働を自動で制御することが可能となります。 

CASBEE（建築環境総合性能評価システム： 

 Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency ） 

耐震性、省エネ、資源の再利用など約 90の評価項目を入力することで、建築物の総合的な評価ができるしくみ

のことです。 

横浜市では、地球温暖化対策、ヒートアイランド対策、長寿命化対策、まちなみ・景観への配慮の 4項目を重点

項目として位置づけるなど、横浜市用に改良した「CASBEE横浜」を使用し、評価しています。 

COD（化学的酸素要求量： Chemical Oxygen Demand ） 

水の中に含まれている有機物質が酸化剤によって酸化されるときに消費される酸素の量のことです。 

数値が高いほど有機物の量が多く、汚れが大きいことを示します。 

DO（溶存酸素量： Dissolved Oxygen ） 

水位中に溶け込んでいる酸素の量のことです。数値が低いほど汚れが大きいことを示します。 

Low-Eガラス 

Low-Emissivity（低放射）ガラスの略称で、基板（板ガラス等）の表面に酸化錫や銀などの金属粒子を薄く付着

させて薄膜を形成することで、日射熱を反射し紫外線の透過を抑えたガラスを指します。 

断熱性能が高く屋外の熱を室内に伝えにくいため、空調効率を改善する効果があります。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書に掲載した国土地理院発行の地図について、出典は以下のとおりです。 

・電子地形図 25000（国土地理院）を加工して作成 

 

 本書に掲載した地図のうち、横浜市建築局発行の地形図については、横浜市建築局都市計画課の承

認を得て、同局発行の 2,500分の 1の地形図を複製したものです。 

（承認番号 令４建都計第 9101号） 

 

使用した横浜市建築局発行の地形図は、下記に示すとおりです。 

・地形図（都市計画基本図）1/2,500  

（104（西戸部）、105（新港）、116（伊勢佐木町）、117（山下町）） 
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