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はじめに 

みなとみらい 21 地区は、みなとみらい 21 中央地区、みなとみらい 21 新港地区、横浜駅東

口地区の 3 地区で構成されています。同地区においては、優良な民間開発の推進と、緊急か

つ重点的に整備を図るべき地域として、昭和 63 年 7 月に「みなとみらい 21 街づくり基本協

定」※1が締結されました。“21世紀に向けた新しい都心を目指す街づくり”が掲げられ、海と

緑に囲まれた豊かな自然環境とともに、先進的で充実した都市機能を有した快適な環境を生

かし、「24 時間活動する国際文化都市」、「21 世紀の情報都市」、「水と緑と歴史に囲まれた人

間環境都市」の実現に向けた整備が進められています。 

このうち、みなとみらい 21 中央地区では、「みなとみらい 21 街づくり基本協定」に基づき

平成元年 10 月に「みなとみらい 21 中央地区地区計画」※2が横浜市により都市計画決定され

ました。現在は、横浜市の主導により段階的な整備が進められており、「横浜市景観ビジョン」
※3、「みなとみらい 21 中央地区における景観計画」※4、「みなとみらい 21 中央地区都市景観

形成ガイドライン」※5等により魅力的な景観形成が図られています。 

みなとみらい２１中央地区５２街区開発事業計画（以降、本事業）を実施しようとする区

域（以降、計画区域）となるみなとみらい 21 中央地区 52 街区は、「みなとみらい 21 中央地

区地区計画」においてビジネスゾーン A に位置付けられており、土地利用方針として、本社

機能等が集積する質の高い業務地区としての利用とともに、ショッピング、アミューズメン

ト等を楽しめる商業サービス施設及び文化施設も併せて立地することが示されています。ま

た、地区施設等の整備の方針として、安全で快適な歩行者空間のネットワークの形成等が示

されています。 

大和ハウス工業株式会社と株式会社光優が出資するＤＫみなとみらい５２街区特定目的会

社及び株式会社光優は、イノベーション型都市開発やゲームアートといったそれぞれの得意

分野を生かしながら、みなとみらい 21 地区に先進的なオフィスや世界初のゲームアート

ミュージアムを設けて来街者を誘致することで、多様で多彩な文化交流の発信の拠点となる

ことを目指します。新しいワークプレイス、新しいアートとゲームとの関係性等を融合しな

がら人と人とを結びつけ、その結節点にコミュニケーションやひらめき、次世代のアイデア

創出を誘発するイノベーションプラットフォーム※6を整備することで賑わいを創出し、みな

とみらい 21 地区の発展に寄与します。 

本事業は、「横浜市環境影響評価条例」の第 2 分類事業に該当する高層建築物の計画である

ことから、同条例に基づき「みなとみらい２１中央地区５２街区開発事業計画 計画段階配慮

書」を取りまとめました。 

本事業は、令和 4 年度の工事着工（準備工事含む）、令和 8 年度の竣工及び供用開始を目指

しています。今後、事業計画の策定並びに事業の実施にあたり、今般取りまとめた計画段階

配慮事項を踏まえつつ、環境に配慮したより良い事業にしたいと考えます。 

※1：「みなとみらい 21 街づくり基本協定」

（昭和 63 年 7 月（令和元年 12 月改定）、（一社）横浜みなとみらい 21、令和 3 年 10 月調べ）

※2：「みなとみらい 21 中央地区地区計画」

（平成元年 10 月都市計画決定（令和元年 12 月改定）、令和 3 年 10 月調べ）

※3：「横浜市景観ビジョン」

（平成 18 年 12月（平成 31 年 3 月改定）、横浜市都市整備局都市デザイン室、令和 3年 10 月調べ）

※4：「みなとみらい 21 中央地区における景観計画」

（平成 20 年 4 月（平成 25 年 9 月改正）、令和 3 年 10 月調べ）

※5：「みなとみらい 21 中央地区都市景観形成ガイドライン」

（平成 20年 4月（平成 25年 11月改定）、横浜市都市整備局横浜駅・みなとみらい推進課、令和 3年 10月調べ） 

※6：イノベーションプラットフォームについては、p.10に説明を記載しています。



横浜市環境影響評価条例の手続の流れと配慮書の段階 

資料：「横浜市環境影響評価条例の手続の流れ【フロー図】」 

（横浜市環境創造局政策調整部環境影響評価課ホームページ、令和 3 年 10 月調べ） 

今
回
の
手
続 



計画段階配慮の検討手順 

資料：「横浜市環境配慮指針／資料編」 

（横浜市環境創造局政策調整部環境影響評価課ホームページ、令和 3 年 10 月調べ） 

今
回
の
手
続 
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