
 

 

＜景観審査部会＞ 

○特定都市景観形成行為に関する協議事項及び協議の方針に関する意見について 

  （関内地区都市景観協議地区 中区日本大通５－１）（審議））（平成 28年９月 23日） 

【資料３－１】 

【付議理由】 

 都市景観協議地区内では、「特定都市景観形成行為」（関内地区では高さが 45ｍを超える建築物の

新築又は移転）に該当する行為に関し、協議事項及び協議の方針を定めるに当たっては、あらかじ

め、都市美対策審議会の意見を聴かなければならないとしている。 

【計画概要】 

・日本大通りにある県分庁舎の建て替え計画 

・建物高さ 59.92m 

・用途 低層部：飲食店舗 中高層部：庁舎及び展望レストラン 

・日本大通りを作る歴史的建造物のデザインエッセンスを取り入れ、海岸教会の背景として引き

立てる形態意匠とする。 

【結論】 

申出者の考え方に対する市の協議方針については概ね了承とする。 

 

○東高島駅北地区の景観形成について（審議）（平成 28年 10 月４日）【資料３－２】 

【付議理由】 

 地区計画条例では、「市長が地区計画条例による形態意匠の認定をしようとする場合、規模等に照

らし必要があると認めるときは、あらかじめ、横浜市都市美対策審議会の意見を聴くことができる」

としており、「２号再開発促進地区内で、高さ 100ｍを超えるもの」という点はこれに該当する。ま

た、第 99回都市美対策審議会にて「地区計画の制限内容などを定める際には作成段階も意見を聴く」

となっていることから付議をした。 

本件は、計画が固まる前の早い段階の昨年３月からご意見を伺い、10 月には地区計画の制限内容を

定めるため付議をした。 

【計画概要】 

東高島駅（貨物駅）北地区において、水域の埋め立てや土地区画整理事業などを行い、都心にふ

さわしい土地の高度利用を図る。 

【結論】 

本日の意見を踏まえて地区計画の案について策定を進め、次回、地区全体の考え方や空間イメー

ジ等を示したうえで再度審議する。 

 

○特定景観形成歴史的建造物の指定に関する意見について（旧藤本家住宅主屋及び東屋）（審議）

（平成 28年 10月４日）【資料３－３】 

【付議理由】 

特定景観形成歴史的建造物による指定及び保存活用計画を策定しようとするときは、都市美対策

審議会の意見を聴くこととしている。 

【計画概要】 

旧藤本家住宅主屋は、大正２年に港北区篠原より当地へ移築された茅葺屋根をもつ歴史的建造物。

東屋は納屋を茶室として改修したもので、主屋と一体となって農家の屋敷を形成してきた附属屋の

各部会の開催状況について 

資 料 ３ 



貴重な遺構。 

現在は谷戸田の一部を池やショウブ田として馬場花木園（風致公園）に再整備しており、市民の

憩いの場として親しまれている。この主屋及び東屋を含めた一体的な景観は、往時の本地域の谷戸

田の原風景を彷彿とさせ、かつ今に伝える貴重な景観となっている。 

【結論】 

保存活用計画をもって旧藤本家住宅主屋及び東屋を特定景観形成歴史的建造物として指定する。 

 

○日吉箕輪町計画の景観形成について（審議）（平成 28年９月 23日、平成 28年 12月 26日） 

【資料３－４】 

【付議理由】 

 地区計画条例では、「市長が地区計画条例による形態意匠の認定をしようとする場合、規模等に照

らし必要があると認めるときは、あらかじめ、横浜市都市美対策審議会の意見を聴くことができる」

としており、「２号再開発促進地区以外に建築するもので、高さが市街地環境設計制度の緩和限界を

超えるもの」という点はこれに該当する。また、第 99回都市美対策審議会にて「地区計画の制限内

容などを定める際には作成段階も意見を聴く」となっていることから付議をした。 

 本件は、９月に地区計画の形態意匠制限について報告をし、12月は形態意匠制限の認定に先立ち、

デザインの考え方についてご意見を伺うため付議をした。 

【計画概要】 

・東急東横線日吉駅と綱島駅の間に位置する最高高さ 60ｍのマンション・低層商業系の複合開発計画 

・周辺へ開かれた低層部のにぎわい形成と周辺環境へ配慮し高層部の圧迫感を抑えた計画を行う。 

【結論】 

 ９月の部会では、地区計画の形態意匠制限について報告をした。 

12 月の部会では、高層部については、圧迫感を軽減させるため、パターンによるデザインの変化

だけではなく、より質の高いものにすること。低層部については、エリアマネジメントを含めて、

提案が実現できるようにしていくことを意見とし、市と事業者で引き続き協議を進めていくという

ご意見をいただいた。 

 

○特定都市景観形成行為に関する協議事項及び協議の方針に関する意見について 

（関内地区都市景観協議地区 中区本町６丁目 50 番地の 10）（審議） 

（平成 28年 11月 29日、平成 29年３月 27 日）【資料３－５】 

【付議理由】 

都市景観協議地区内では、「特定都市景観形成行為」（関内地区では高さが 45ｍを超える建築物の

新築又は移転）に該当する行為に関し、協議事項及び協議の方針を定めるに当たっては、あらかじ

め、都市美対策審議会の意見を聴かなければならないとしている。 

本件は、昨年 11月に継続審議の部分について付議をし、３月に検討結果の報告をした。 

【計画概要】 

・建築物の高さ約 155ｍの新市庁舎の整備（商業機能：１～３階、行政機能：３階～31 階、議会

機能：３階～８階） 

・都市景観協議地区協議方針及び横浜市新市庁舎デザインコンセプトブックに基づき、連続性の

ある賑わいの創出や親密な水際空間の形成などを行う。 

【結論】 

11 月の部会では、市の協議方針については概ね了承とするが、屋外広告物、緑化、夜間景観の考

え方については引き続き検討を行い、また、歴史遺構の活用検討結果については、今後は外部専門



家に意見を聴きながら検討を進め、取りまとめた内容について後日報告するという結論となった。 

３月の部会では、「夜間景観、緑化、屋外広告物、歴史遺構、ワークショップ」の検討結果につい

て報告が行われ、概ねご理解をいただきましたが、「緑化」については引き続き検討し、後日報告を

するという結論となった。 

 

○都市景観形成行為に関する協議事項及び協議の方針に関する意見について 

（関内地区都市景観協議地区 中区横浜公園）（審議）（平成 29年３月 27 日）【資料３－６】 

【付議理由】 

付議が必須の規模のものではないが、横浜公園は景観重要公共施設として位置づけられ、国の近

代化産業遺産に指定されているなど、景観上、歴史上も重要な公園施設とされている。また、横浜

スタジアムはアマチュア利用を前提とした市民球場であり、その改修に係る設計・デザインについ

ては、景観の専門家や市民目線の意見を取り入れる必要があると考えるため、付議をした。 

【計画概要】 

・建築物の高さ 31ｍ（地下１階、地上４階）、増築・改修後の増席数約 6,000席 

・「新たな市民開放」「周辺への賑わいの創出と回遊性の向上」「横浜らしさを考慮した建築デザイ

ン」「造園デザインの再構築と緑環境の向上」の４つをテーマに景観形成を行う。 

【結論】 

申出者の考え方に対する市の協議方針について、増築部分の形態については概ね了承とするが、

構造部分のデザインや回遊デッキの形状・活用方法、色の使い方、屋外広告物、外構・緑化、夜景

の考え方については、市と事業者で引き続き協議を行う。 

 

（参考） 

○エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会 アーバンデザイン部会の開催状況 

（第 22 回：平成 28年 12月８日） 

●地区計画の形態意匠制限の認定に関すること 

・（仮称）横浜駅西口開発ビル駐車場棟の景観デザインについて意見徴収 

 

（第 23 回：平成 29年３月 27日）【予定】 

●地区計画の形態意匠制限の認定に関すること 

・（仮称）横浜駅西口開発ビル駐車場棟の景観デザインについての意見徴収 

・（仮称）横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業の景観デザインについて意見徴収 

 

※（仮称）横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業 

【スケジュール】 

平成 28 年８月 31日 国家戦略特別区域会議 

平成 28 年９月９日 国家戦略特別区域諮問会議 → 大臣認定（都市計画等の決定） 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

＜表彰広報部会＞【資料３－７】 

平成 28年 11 月 18日：応募物件の現地調査（第 14回部会） 

平成 28年 12 月 20日：応募物件の審査（第 15回部会） 

平成 29 年５月 12日：表彰式 
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N

港郵便局

開港資料館

計画建物

本庁舎

象の鼻

大さん橋

日本大通り

31mライン

約20mライン

N

日本大通り地区特定地区

ガイドラインにより、31ｍ

、45ｍ、60ｍの壁面後退

を行い日本大通りのスカ

イライン形成を図ります。

同時に本庁舎や情報文化

センターをはじめとする

歴史的建造物の軒高や建

物高さの一つの指標であ

る約20m高さを意識して

調和を図ります。

港郵便局

開港資料館

計画建物

本庁舎

日
本
大
通り

本庁舎

りり 低層部の調和

N

約31m、約20m付近の高

さのデザイン分節を行い

、日本大通り沿い、そして

横浜港からの眺望を意識

します。31mより上部はガ

ラス等を用いながら、空

に透過していくようなデ

ザインとすることで、主張

し過ぎない調和の取れた

外観とします。

開港資料館

開港広場

海岸教会

本庁舎

新庁舎

横浜税関

海岸教会の背景

東側の敷地は海岸教会が建っており、東側立面は見合いに配慮しつつ、海岸教会

の背景として垂直性のある伸びやかな立面として、開口部を押さえながら計画し、

開港広場側に対しても背景となるようなデザインとして景観の調和を意識します。

計画建物と周辺要素との景観形成の図り方については、「遠景」「中景」「近
景」といった対象に分類し、具体的な呼応関係を次項に記します。

■さまざまな要素との関係性を読み解く３つの視点

海から見たときのボリュームと景観調和を図るコンセプト

計画建物イメージ 海岸教会、開港広場側からのイメージ

日本大通り側からのイメージ

低層部で分節し、ヒューマン
スケールにするとともに賑わ
いを生む機能、動線を計画

歴史的景観に調和する外装材と
落ち着きのある垂直デザイン

海岸教会や開港広場の背景と
なるよう開口部を抑えたファ
サード

建物内に横浜三塔への眺望の視点
場を創出

遠景景観に配慮した室外機目隠し
の設置

31mラインでのデザインの
分節。上層部は遠景景観を
邪魔しない透明性を意識。

日本大通り

日本大通りの歴史的建造物の連
続性を意識したデザイン分節

資料３ １（県分庁舎）



2.5Y7.5/2

10YR6/4

5Y4/1

5Y4/1

5Y4/1

5Y4/1

N3

建物の低層部ではデザインを分節化し、街
並みのスケール感に配慮するとともに、タ
イルを用いた外観とします。中層部は歴史
的な街並みに調和させるため、自然石を用
いた彫りのあるデザインとしています。

1 階には飲食店舗を計画し、オープ
ンテラスを設けて日本大通りに対し
て賑わいを創出します。飲食店舗の
外壁部分は、ガラスで囲うことで透
明感のある店構えを計画し、室内の
様子がうかがえる形態意匠となって
います。

北西面の目隠しルーバー部、11 階 12 階の縦ルーバー
部には神奈川県が推奨する太陽光発電を組み込んだ
ルーバーとします。

高層部

中層部

低層部

5Y4/15YR9/0.5

5Y4/1

5Y4/1

日本大通りの地区計画に定められた壁面後退を実施し、
スカイラインの調和を図る計画とします。
最上部には設備機器が設置されるため、目隠しルーバー
によって景観に配慮した計画とします。

1 階には飲食
スを設けて日
出します。飲
で囲うことで
し、室内の様
なっています



10YR7/1.5 10YR7/1.5 5Y4/1 5Y4/1

2.5Y7.5/2

10YR6/4

5Y4/1

開港広場や海岸教会に面する部分は、両施
設の背景となるように開口部を抑えたデザ
インとして周辺との調和を図ります。

上層部はルーバーのあるガラスの外観と
し、空に透過していく外観デザインで眺望
対象が引き立つデザインとします。

壁面後退をデザインに活かして、低層部、中層部は周
辺との調和、高層部は空に透過する外観として、同調・
対比といった形で街並みとの調和を図ります。

5Y4/1

5Y4/1

高層部

中層部

低層部



※本計画は、現時点の計画案であり、確定したものではありません

F地区

コミュニティー広場

中央広場

歴史広場

広場

遊歩道：8ｍ

遊歩道：8ｍ

デッキ

デッキ

デッキ

地区計画区域（約10.3ha）

31ｍ

20ｍ
（31ｍ）

60ｍ

31ｍ

31ｍ

遊歩道：8ｍ

C地区

2.

２. 計画概要 ①位置図・配置図・計画地の概要

※（ ）内は住宅以外の⽤途の場合

地区 Ａ Ｂ Ｃ-1 Ｃ-2 Ｄ-1 Ｄ-2 Ｅ

主な⽤途 病院
医療福祉施設
有料⽼⼈ホーム
共同住宅等

共同住宅 共同住宅 商業施設 下⽔道施設 業務・⼯場等

計画敷地⾯積 約5,600㎡ 約5,000㎡ 約11,900㎡ 約16,200㎡ 約2,400㎡ 約3,000㎡ 約6,500㎡
容積率の最⾼限度 300% 400% 600% 600% 200% 300% 200%
⾼さの最⾼限度 31ｍ 60ｍ 165ｍ 180ｍ 31ｍ 31ｍ 20ｍ（31ｍ）

横浜市都市美対策審議会 資料

資料３ ２（東高島駅北地区）



※本計画は、現時点の計画案であり、確定したものではありません

４. 建物景観形成 ④⾼層部のデザイン

18.

■⾼層棟パース（星野町公園⽅⾯から⾒る）

低層部は、凹凸とアースカラーのタイ
ルによる⼤地の地層をイメージ

低層部のタイル壁が⾼層部に
も上昇しグラデーションとなる

⾊違いのガラス⼿摺りでちらち
らと輝く⽔⾯を表現
⾼層部に⾏くほど薄くなるグラ
デーション

透過性素材を⽤いることで、頂部
から空に溶け込ませるデザイン

頂部
デザイン

⾼層部
デザイン

低層部
デザイン

コーナー部は透明感のあるガラ
スの表現により空に溶け込ませ、
建物をスレンダーに表現

横浜市都市美対策審議会 資料

★計画地



      Tel 045-671-2006 
    Tel 045-671-2009 

      Tel 045-671-2614 

  20 

  13,377  

  4,686  
23 8  

資料３ ３（旧藤本家） 



綱島街道側 正面パース

資料３ ４（日吉箕輪町）



 ・沿道市街地に相応しい賑わいの創出に寄与する
　地域ニーズに応じた商業サービス施設の導入
 ・低層部の賑わいが連続する街並み

ゲート広場

商業施設

商業
施設

地域交流
施設

老人福祉
施設

生活支援
施設

中央広場

防災広場

エコ広場

既存樹の森

小学校

開放型
住宅共用部

接地型住宅

地域交流
施設

ウェルネス
パーク

施設配置図

生活利便施設
（スーパーマーケット等）  ・広場に面して門扉・門柱や専用庭の配置し、

　ライフスタイルに合わせて自由に活用できる
　住宅とすることで、人の暮らしと調和した落
　ち着きのある街並みを形成

接地型住宅

 ・地域ネットワークを支える交流施設を設置し
　地域の安心安全を強化し、防犯力を高める基
　盤として整備

地域交流施設
（カフェ、地域交流ラウンジ等）

 ・地域に開かれた工房や会議室を整備し、もの
　づくりを通してコミュニティを育てる産業支
　援施設の導入

地域交流施設
（エリマネ施設：ファブラボ・会議室等）

 ・地域ネットワークを支える交流施設を設置し
　地域の安心・安全を強化し、防犯力を高める
　基盤として整備

地域交流施設
（ママズラウンジ・キッズルーム、コミュニティ倉庫等）

 ・周辺地域の利便の向上や多世代交流の促進に
　資する子育て支援施設等の生活支援サービス
　施設の導入

生活支援施設
（保育施設・学童・健康増進施設）

 ・多様なライフスタイルニーズ対応し、将来に
　わたり良質で持続可能な住環境の創出を図る
　高齢者の生活支援サービス

老人福祉施設

 ・地域コミュニティ拠点の一つとして、地域に
　愛され親しまれる学校施設
 ・環境教育の学びの場として活用できる設備・
　仕様の採用

小学校
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