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１ 景観ビジョンとは 
「横浜市景観ビジョン」は、横浜市のこれからの景観づくりにおいて目指すべ

き方向性を、歴史、文化、水・緑環境、人々の活動などを含めた総合的かつ長期
的な視野に立って示す景観づくりの指針です。また、私たち市民・事業者・行政
が景観づくりの方向性を共有した上で、横浜らしい景観づくりを実践することを
目指します。 

（１）景観ビジョンの目的
「良好な景観をつくること」が豊かな市民生活の実現につながることに加えて、観光や産業

分野などを含めた都市全体の活力向上に結びつく大切な取組であることを、私たち（市民・事
業者・行政）皆で共有することを目的とします。また、景観ビジョンをきっかけに、私たちが
協働して景観づくりに取り組むことを目指します。 

（２）景観ビジョンの役割
横浜市は面積・人口ともたいへん規模が大きく、地域によって景観の特徴やまちづくりの課

題などが異なります。また、今後の景観づくりにおいては、現在の景観の特徴を生かしていく
ことに加えて、新しく街の個性となる景観を創り出すことも重要だと考えています。そのため、
この景観ビジョンでは、具体的に目指す景観像は、それぞれの地域で考えていくものとし、地
域ごとの景観づくりにおいて考慮すべきことがらを「景観づくりの方向性」として示していま
す。 
私たちが地域で取り組む景観づくりや、横浜の顔となる場所においての景観づくりは、将来

的にも横浜の価値を高める大きな財産となり、私たちへ還元されます。 

景観ビジョンを様々な場面で活用して、 

身近な場所から景観づくりをはじめましょう。 

改定前（平成 18 年策定）の景観ビジョン冊子表紙 
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「 

２ 景観ビジョンの位置づけ 
横浜市景観ビジョンは市の分野別計画に位置づけられており、景観行政全体の

指針です。景観ビジョンをふまえて横浜市景観計画の策定や都市景観協議地区の
指定などを行っており、制度の作成、改正、運用の際の方向性を示します。 

横浜市基本構想（長期ビジョン）【平成 18 年 6月】 

深度化 

分野別計画（主なもの） 

横
浜
市
住
生
活
基
本
計
画
【
平
成
24
年
3
月
】

横
浜
都
市
交
通
計
画
【
平
成
20
年
3
月
】

横
浜
市
水
と
緑
の
基
本
計
画
【
平
成
28
年
6
月
】

横
浜
市
景
観
ビ
ジ
ョ
ン
【
平
成
30
年
】

横
浜
市
防
災
計
画
【
平
成
27
年
1
月
】

第
３
期
横
浜
市
地
域
福
祉
保
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4
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即する 

横浜市都市計画 
マスタープラン

（都市計画の長期的な
基本的方針） 

全体構想 

前提 

地域別構想 

区プラン 
（全区） 

地区プラン 

具体化 

中
期
４
か
年
計
画

2014

～2017
【
平
成
26
年
12
月
】

整合 

整
合

整
合

○都市計画区域の整備、開発及び
保全の方針

○都市再開発の方針
○住宅市街地の開発整備の方針
○防災街区整備方針

即する 

図：横浜市都市計画マスタープランと関連計
画との関係（平成 30年 2月） 

景観ビジョンは良好な景観の維持保全・形成に関わる指針であり、景観行政分野の上位計画として

横浜市中期４か年計画」や「横浜市都市計画マスタープラン」と整合を図ります。 
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横浜市景観ビジョン 
（景観づくりの指針） 

方向性を示す 

・景観法
・景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
（都市計画法、建築基準法、屋外広告物法等の一部改正）

・都市緑地保全法（都市緑地法に改称）等の一部を改正する法律

基づく 

横浜市景観計画 
・斜面地緑地の保存（開発許可の基準）
・景観重要樹木の指定
・景観重要公共施設の指定

・景観推進地区 3 地区（平成 29 年現在）
（関内、みなとみらい 21 中央、みなとみらい 21 新港） 

・都市景観協議地区 3地区（平成 29 年現在）
（関内、みなとみらい 21 中央、みなとみらい 21 新港） 

・特定景観形成歴史的建造物
・横浜・人・まち・デザイン賞

横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例 
（景観条例） 

公共事業景観ガイドライン 
景観形成ガイドライン 
・3 地区（平成 29 年現在）
（関内、みなとみらい 21 中央、
みなとみらい 21 新港） 

図：横浜市における主な景観施策の関係（平成 30年 2月） 

地区計画等の区域内における建築物等の形態
意匠の制限 

景観緑三法 
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都筑区 （緑地・水辺／描く・歩く／ほっとする） 

横浜市は、日本初の総合的な景観にかんする法律である「景観法」の制定を契機として、平成１８

年に「横浜市景観ビジョン」と「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例」（景観条例）を施行

しました。その後、横浜市全域を対象とした「横浜市景観計画」（景観計画）で景観に関する規制や

必要な手続きを定めています。 

景観ビジョンは、景観計画の見直しや、景観条例及び景観条例に基づく都市景観協議地区行為指針

等の改定や、新規地区を指定し、行為指針等を定める際に、参照すべき指針です。また、景観法に基

づく「地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制限」についても景観ビジョンの内容をふ

まえ、地区計画区域内の景観の方向性を考えて各地区計画条例を策定します。 

景観緑三法の施行に伴い、景観に関係する法律の一部が改正されたことをうけ、横浜市ですでに運用し

ていた関係法律に基づく条例等も改正しました。景観計画の一部を都市計画法の開発許可基準とし、屋外

広告物法に基づく「横浜市屋外広告物条例」を景観計画に適合させ、景観重要建造物である建築物に関す

る制限を建築基準条例で緩和しています。都市緑地保全法が都市緑地法に改称され、緑関係行政との連携

もはかられました。景観ビジョンはこれらにも関係する指針となっています。 

写真を変更したい。

文化観光Ａ２６

みなとみらいとか、地区計画

形態意匠制限がかかってる場

所とか。
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第１章 
横浜の景観づくりと課題 

 

                １ 景観づくりの系譜 

                  ２ 変化する社会状況と景観づくりの課題 

３ 景観ビジョンの改定について 

 

 

１ 
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１ 景観づくりの系譜 
～都市デザインから景観制度～ 

 本市では景観法ができる前から、都市の機能性や経済性とともに、美しさ・楽
しさなどの美的価値・人間的価値のあるまちを目指して「都市デザイン」という
手法でまちづくりを行ってきました。まちづくりに、「景観づくり」も意識した「都
市デザイン」の手法を取り入れることにより、現在の横浜の代表的な景観の骨格
を形成してきました。 
 現在までつくられた代表的な景観をまもり、それを中心にさらにより良い景観
をつくるために、景観施策の制度を整え運用しています。 

① 都市デザイン手法によるまちづくり 
～大規模プロジェクトにおける人間的で美しいまちづくり～ 
1960年代後半、高度経済成長期の中、戦後復興が立ち遅れていた横浜では急激な都市化の波

が押し寄せ、鉄道・幹線道路などの基幹インフラの不足、無秩序な住宅地のスプロールや急激な

住民流入によるコミュニティ醸成の必要性など、対処すべき問題が発生していました。 

横浜市ではこうした都市問題に対して、六大事業と呼ばれる大規模な公共プロジェクトを進

めました。都市問題への対処的な整備にとどまらず、都市の機能性や経済性とともに、美しさ・

楽しさなどの美的価値・人間的価値のあるまちを目指す「都市デザイン」の手法を取り入れる

ことで、個性と魅力のある都市空間を形成してきました。この取組の結果、みなとみらいや横

浜ベイブリッジなど今日の横浜を代表する景観が数多く形成されました。 

また、市域の 25％に及ぶ市街化調整区域の指定や、宅地開発要綱の制定により無秩序に行わ

れていた開発行為が規制され、まとまりのある緑地や農地は現在にも残る景観資源となってい

ます。 

都市デザインを取り入れた横浜市による大規模プロジェクト 

・高速道路の地下化計画   ・港北ニュータウン構想 

・金沢シーサイドタウン基本構想  ・ベイブリッジ計画 

・みなとみらい 21基本構想   ・横浜市営地下鉄の開通      等 
 
 ②行政と地域（市民・事業者）の協働による都心部を中心とした景観づくり 

大規模なプロジェクトの推進と並行して、横浜市では都心部の魅力づくりに力を入れ、山下

公園や臨港パークなど都心臨海部のウォーターフロントの整備と、くすのき広場や大通り公園

の整備による緑の軸線を形成するなど、横浜最大の魅力である海と緑を活用した都心臨海部の

景観をつくってきました。 
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併せて街づくり協議地区や山手景観風致保全要綱等による街並みの誘導や、関内地区を中心

とした歩行者空間の整備等に取組みました。歩道上に港へ歩行者を誘導する絵タイルを埋め込

んだ「都心プロムナード事業」などにより、魅力的な歩行者空間の形成を目指しました。 

これらの取組により、中区の馬車道や元町などの商店街にも景観づくりの活動が広がり、地

域住民が主体的に公共空間の整備に関わるなど、地域独自の景観に関するルールを作るように

なりました。行政主体の取組から行政と地域（市民・事業者）の協働による取組へとまちづく

りが展開し、地域の個性や魅力のある景観が守られてきました。 

③ 様々な主体・手法による景観づくりの広がり 
都心部の街並みや歩行者空間整備を中心に行われてきたまちづくりは、次第にその範囲や手

法を広げていきました。1980年代からは「区」を単位に地域の魅力ある空間づくりの取組を

行い、当初は市の事業を主導に、市の呼びかけに応じて市民がまちづくりに参加していましたが、

やがて市民自らが地域の魅力づくりにつながる活動を展開するようになっていきました。 

市民や来街者が利用する駅前や区庁舎周辺、道路、公園などの公共空間は横浜の景観を強く

印象付けるものとして、公共サインのデザイン開発や、事業者と協力した実験的な取組など公共

空間の質を高めるための総合的な演出を行いました。 

関内の近代建築物、山手の西洋館、郊外部の古民家、土木産業遺構などの歴史を感じる歴史的

景観資源をまちづくりに活かすために、1988年に「歴史を生かしたまちづくり要綱」を制定し

ました。所有者や市民、専門家などと協力して歴史的建造物の保全活用を行うとともに、文化

財制度とも連携しながら、まちづくりの中で歴史的景観を保全する取組を進めています。 

郊外部における展開 手法の展開 

・区の魅力づくり基本調査 

・水と緑と歴史のプロムナード事業 

・よこはま市民まちづくりフォーラム 

・地域まちづくり推進条例 等 

・歴史を生かしたまちづくり要綱制定 

・ライトアップ・ヨコハマ 

・日本大通りオープンカフェ社会実験 

・地区計画の活用（みなとみらい地区、新港地区）  

等 
 

行政主体による取組 地域（市民・事業者）主体による取組 

・くすのき広場整備 ・大通り公園整備 

・都市プロムナード事業 ・開港広場整備 

・山下公園通り整備 ・街づくり協議地区 

・山手景観風致保全要綱      等 

・馬車道商店街再整備、街づくり協定締結 

・イセザキモール（歩行者専用道）整備 

・元町商店街整備、街づくり協定締結 

 等 
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④ 景観形成手法の確立～景観法の制定と景観ビジョン策定～ 
2004（平成 16）年、景観づくりに関する日本初の景観に関する総合的な法律である「景観

法」の施行を契機に、それまでまちづくりの中で景観づくりに取組んでいた横浜市においても、

改めて景観づくりの施策体系を整理しました。2006（平成 18）年「景観ビジョン」の策定と

「景観条例」を施行しました。景観ビジョンには目標年次を平成 23年と定めた行政の取組が

示され、実施されました。（表参照） 

 

2008（平成 20）年、景観法に基づく「景観計画」を施行しました。横浜市全域を対象に斜

面緑地における開発行為に関する景観計画を定めたほか、地区に応じた良好な景観を形成する

地区（景観推進地区）を指定し、規制や必要な手続きを定めました。地区によっては屋外広告

物の規格を定め、屋外広告物の表示・掲出等の制限を定めました。 

また景観条例に基づき、魅力ある都市景観の創造が特に必要とされる区域について都市景観

協議地区を定め、地区内において魅力ある都市景観の形成に影響を与えると認められるもの

（都市景観形成行為）をしようとするときは横浜市と協議（都市景観協議）することを求めて

います。都市景観協議は、法に基づく景観計画で基本的・定量的なルールを定めた地区におい

て、さらに質の高い景観づくりを図るため、景観条例に基づき「創造的な協議」を行うことが

できるしくみです。 

「創造的な協議」とは、私たち市民・事業者・行政が共に議論することにより、具体的な場

所における横浜らしい景観や共通の目標を設定するとともに、様々なより良いアイディアを出

し合い、魅力と個性のある質の高い景観づくりを行う手法です。これは横浜の景観づくりを行

う上での最大の特色であり、行政だけでなく事業者や市民と共に、協議や話し合いにより進め

てきた本市の景観づくりの手法を、制度としても位置付けるものでした。 

2011（平成 23）年には地域の良好な景観の形成に重要である樹木を市長が指定し、樹木の

維持保全を義務付ける景観重要樹木の横浜市第１号として、中区日本大通り沿いのイチョウ並

木（65 本）を指定しました。 

2013（平成 25）年には景観条例の一部を改正し、魅力ある都市景観の創造を推進する上で

特に重要な歴史的建造物を指定することができる「特定景観形成歴史的建造物制度」を新設し、

2016（平成 28）年には特定景観形成歴史的建造物第 1号を指定するなど、景観に関する制度

の運用は多様化しています。 
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■景観ビジョン（平成 18 年）に示された主な行政の取組 

 

主な取組＊１ 主な成果・実績等 

1 規制・誘導 

（１）基本的なルール策定 ○景観法に基づく景観計画の策定 

○斜面緑地における開発行為に関する景観計画策定 

○屋外広告物の設置基準（屋外広告物条例）策定   等 

（２）創造的なルール策定 ○景観条例に基づく都市景観協議地区の指定 

○ガイドライン（以下、GL）の策定 

その他 ○景観重要樹木の指定 

○美しい港の景観形成構想の策定 

2 景観づくりに関する事業の実施と調整 
（１）歴史的・文化的 

建造物保全事業 
○横浜市認定歴史的建造物の指定 

○歴史的景観保全活用事業          等 
（２）都市景観の演出事業 ○歴史的建造物のライトアップ 

○日本大通りの活性化（オープンカフェ等）  等 
（３）公共施設のデザイン

調整 
○金沢八景駅周辺 

○新市庁舎デザインコンセプトブック作成   等 

3 良好な景観づくりを支える市民意識等の醸成 

（１）市民活動との協働 ○地域まちづくり推進条例等に基づく協働 

○景観まちづくり学習の取組         等 
（２）良好な景観形成に対

する表彰 
○横浜・人・まち・デザイン賞 

○横浜サイン賞               等 
（３）景観に関する情報提

供・意見募集 
○景観に関する市民意識調査         等 
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２ 変化する社会状況と 
景観づくりの課題 

１．社会状況の変化                               
（１）人口減少、人口構造や家族構成の変化／コンパクトシティへの転換と都市施設の老朽化 

横浜市の人口は 2020 年をピーク

に減少がみこまれており、少子高齢

化はすでに始まっていると言えま

す。同時に、面積・人口ともたいへ

ん規模が大きい横浜市において、地

域ごとの人口減少・少子高齢化に格

差ができることも予想されていま

す。高度経済成長の人口急増にあわ

せて整備された都市施設は、老朽化

のため更新の時期をむかえていま

す。 

 

 

 

（２）活発な市民主体のまちづくり活動、 

地域ごとの魅力と個性の継承と創出 

人々の価値観や生活スタイルはます

ます多様化し、様々な課題やニーズが

出てきています。一方で、地域らしさ

を形成する市民主体のまちづくりが広

がってきており、それぞれの地域の状

況にあわせた取組が進められていま

す。また、地域に根ざしたもの以外に

も、好きなこと、興味のあるテーマ等

を中心とした活動が広がっています。 

（2012(H24).3末現在） 

上図：横浜市の将来人口推計値 
（年齢３区分人口、横浜市政策局政策課ＨＰ） 

下図：地域まちづくりの推進地区 
（横浜市都市計画マスタープラン） 
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■調査概要 

▼調査地域  16～79 歳の一般男女 

▼調査地域  全国 47 都道府県（横浜市、神奈川県（横浜市除く）、東京都、埼玉県、千葉県、

静岡県、栃木県、群馬県、茨城県、北海道エリア、東北エリア、中部エリア、

北陸エリア、近畿 エリア、中国・四国エリア、九州・沖縄エリア） 
▼調査方法 インターネット調査 
▼調査期間 平成 24 年 8 月 31 日(金)～9 月 10 日(月) 
▼サンプル数 5,963 人（横浜市：各区 50 人以上、その他地域：300 人以上） 
▼集計方法 各地域の人口構成比に合わせて集計を実施 

２．景観をめぐる市民意識                        
（１）横浜の魅力に関する調査 

横浜市では平成 24年に、横浜市内の施設・イベントの認知率や横浜の魅力などに関する実

態調査を行いました。 

（文化観光局横浜魅力づくり室実施） 

調査の結果から、景観について次のことがわかりました。 

・全国では、横浜への来訪目的として「街並み・景観を楽しむ（まち歩き）」が最も高い。 

・すべての居住地において、横浜の魅力としては「街並み・景観」が最も高い。 

■横浜への来訪目的（複数回答） 

■横浜の魅力（複数回答） 
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（２）景観に関する市民意識調査 

景観条例制定から約 10 年が経過したことを踏まえ、市民は横浜の景観をどう捉えているの

か、市民アンケート「横浜の景観に関する市民意識調査」を実施しました。 

 
調査方法 インターネット調査 

調査対象 横浜市居住者、20 歳以上のネット調査会社の登録者 

調査期間 平成 29 年１月 13 日（金）～１月 20 日（金） 

サンプル数 1000 人（10 歳ごとの階層、東西南北※１で均等回収） 

主な調査項目 ・市内全域の景観 ・お住まいの区の景観 

・景観に関する取組 など 
※１ 東（鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区） 西（保土ケ谷区、旭区、戸塚区、泉区、瀬谷区） 

南（港南区、磯子区、金沢区、栄区） 北（港北区、緑区、青葉区、都筑区） 

                            （都市整備局景観調整課実施） 

アンケートの結果から、次のような景観に対する意見が見て取れます。 

・約 7割の人が現在の横浜市全体の景観について良い所が多いと感じている。 

・多くの市民は、住んでいる場所に関係なく「市内でも特に魅力を感じる景観」として公園や

緑地、都会的なオフィス、繁華街・商店街などの街並をあげている。これらを具体的にイメ

ージする場所として山手～関内～みなとみらい 21地区に至る都心臨海部一帯の施設をあげ

ていることから、横浜市の発展の中で作られた都心臨海部の景観に魅力を感じている。 

・ゴミで汚れた道や川、違法駐輪や路上駐車、壁への落書きなどモラルの低下によって問題と

感じる景観が生じていると考えられる。また、電線や電柱、派手で巨大な屋外広告物、身近

な緑が失われることなど、身近な場所における景観が問題に感じられている。 

・横浜市の景観を良くすることで地域への愛着が深まると思っている市民は多い。 

・過半数の人が、景観を守り、より良くするための活動にどちらかというと参加したいと考え

ている。 

・男女とも若年層ほど、住んでいる区に魅力を感じる場所を思いつかないと感じている。 

・公園や緑地、海、山、川、田園などの自然景観が、身近な景観として評価されている。 

■横浜市内で、特に魅力と感じられている景観 

■横浜市全体の景観への評価 
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■現在の横浜市内で、特に問題だと感じる景観 

■景観を守り、より良くするための活動に参加したいか 

■横浜市内で、特に魅力と感じられている景観と 
して思い浮かぶ具体的な場所 

■横浜市の景観が良くなることで、どのような
効果・影響が望まれているか 

■住んでいる区で特に魅力を感じる景観 
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3．景観づくりの課題                            

これまで、私たち（市民・事業者・行政）が協働しながら、長い年月をかけて、豊かな水・

緑と歴史的建造物や先進的なまちづくりが織りなす景観づくりを進めてきました。その取組の

結果として、今ある都心臨海部を中心とした景観は横浜の特徴かつ最大の魅力であり、多くの

観光客を呼び寄せ、市民の愛着も育んでいます。 

しかし、横浜市においても人口減少や高齢社会の時代を迎え、地域におけるまちづくりの担

い手不足など、地域活力の低下等が懸念されています。また、産業構造の変化やグローバル化

による世界規模の競争社会の中で、他都市に対しての独自性や優位性が望まれています。今後、

人口構成や産業構造の変化などに対応し、都市機能の集約・再生型の社会状況となることが想

定される中、市民生活の豊かさや観光振興や企業誘致の観点からも、「選ばれる都市」になる

ために、景観づくりの果たす役割はますます大きくなっています。市民や事業者の創意工夫を

活かしながら、さらなる魅力づくりや既存ストックを活用した課題解決の取組を、景観面から

も進めていく必要があります。 

また、平成 18年に景観ビジョンを策定し、当初目標としていた景観制度の確立等の取組は

一定程度達成しました。市民・事業者・行政による景観に関する協議の場が増える中、協議の

前提となる考え方が共有されていないことや、景観に関する具体的な計画のない場所で新たな

景観の方向性を考えることの難しさが課題として挙げられます。 

更に身近な場所における景観について、現状の満足度は低いものの、景観を良くすることで地 

域への愛着が深まる可能性が高く、またその活動に参加したい市民も多いことから、市民の誇り

や愛着の醸成に向けて、様々な資源を活かし、協働して地域の身近な景観づくりを進めていく

ことが重要になっています。 
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３ 景観ビジョンの改定について 
１．景観ビジョンの改定                            
平成 18年に景観ビジョンを策定し、景観制度の確立等当初の目的は一定程度達成しました。

平成 25年には上位計画である「横浜市都市計画マスタープラン全体構想」が改定され、「横浜

市水と緑の基本計画」「横浜市住生活基本計画」などの景観ビジョンと関連する分野別計画も

改定されました。 

一方、社会状況や市民意識の変化や、景観制度の運用上の課題に対応しながら、横浜市を豊

かにするためにますます魅力的な景観づくりを行う必要が高まっています。 

このような状況をふまえ、横浜市景観ビジョンを改定しました。 

2．改定のポイント                            
今回の景観ビジョンでは、これまでの位置づけを維持しつつ、次のポイントを重視して改定

を行いました。 

①  「創造的協議」でより質の高い景観づくりを進めるため、「基本的な方向性」としてテー

マごとに示していたポイントを整理しました。また、大規模な建築物を建てる計画で景観

協議を行う際に配慮すべき事項など「景観を考える際の基本的事項」を、共有すべき考え

方としてわかりやすくまとめました。 

②  市民や事業者の創意工夫を活かしながら、地域特性に応じたきめ細かい身近な景観づくり

を進めるため、市民や事業者が具体的な取組みを行う際に、その対象地と似たエリアが見

つかるよう、「地域ごとの景観づくりの方向性」を断面図で示しました。 

③  「創造的協議」による質の高い景観づくりと、地域特性に応じたきめ細かい身近な景観づ

くりを実践するために、創造的協議の実践例と市民が取組んでいる身近な景観の事例を「景

観ビジョン実践ガイドブック」としてまとめ、事業者が行政と協議する際にヒントになる

ことや市民が景観づくりに取組むきっかけを記載しました。 
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第２章 
景観を考える際の基本的事項 

 

１ 景観と景観づくり 

２ 景観づくりの意義 

３ 市民・事業者・行政の役割 

４ 景観の将来像を考える手がかり 

２ 
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１ 景観と景観づくり 
生き生きとした人々の暮らしが目に見えてあらわれる景観こそ、都市横浜の多

様な魅力と個性を創り出しています。大規模な開発や公共事業をはじめ、生活に
身近な景観づくりや地域の資源を活かした景観づくりなど、質の高い景観を追及
していきます。 

１．横浜における都市の着眼点                               
 本市の景観の系譜では、長い間都市デザインというまちづくりの手法のなかで景観づくりを行っ
てきました。横浜市において都市デザインに取組むことをまとめた「都市デザインビジョン」（平
成 27年）では、様々な人が生活し、建物や道などの都市基盤、海、川、森などの自然環境など様々
な要素で構成されている複合的な「都市」をとらえるには、「空間」「営み」「感性」の３つの着眼
点を持つことが重要と言っています。都市は、目に見えるものだけで構成されているわけではあり
ません。地形や植生、道や建物などにより形作られる「空間」に加え、日々の生活や移動、観光、
企業活動などの「営み」、さらには、そうした空間において「営み」をおくる際の動機や心地よさ、
喜びや楽しみなどの「感性」で都市は構成されていると考えます。 
本誌では、この都市の着眼点に基づき「景観」と「景観づくり」をとらえます。 
 
 

図/都市をとらえる３つの着眼点と、都市デザイン
の取組み方(横浜市都市景観ビジョンより) 

２．景観と景観づくりのとらえ方                               
本誌では、土地の持つ地形や歴史などをもとにつくられた街並みや守られてきた緑地などの「空

間」だけではなく、そこでの人の暮らしや産業といった「営み」が重なり合うことで「景観」が構
成されていると考えます。「空間」と「営み」が重なり合い、目に見えるかたちとなってあらわれ
たものを「景観」としてとらえます。 
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 一般的に「景観」という言葉は風景、景色、眺めなどと認識されることが多いですが、その法律
的な定義は定まっていません。定義しない理由の一つとして、「良好な景観」は地域ごとに異なる
ものであり、統一的な定義を置くと結果的に画一的な景観を生むおそれがあるからです。横浜では
横浜らしい、そして横浜のなかでも各地域でそれぞれの魅力と個性のある景観が「良好な景観」と
言えます。 
そして、良好な景観を保全・創出する手法を「景観づくり」とし、単にすでにある良好な景観を
保全することだけでなく、新たに良好な景観を創出することも景観づくりの対象としています。例
えば、大規模な土地利用の転換を図るべき地区における再開発事業や、地域のシンボルとなる道、
駅周辺整備等の地域の顔を創出し再整備する事業や、住商混在の既成市街地における地域再生の取
組みなどです。 
新たな景観づくりを行ううえで具体的にはたらきかけるのは景観を構成する「空間」と「営み」
です。しかし、そこに住む人、働く人、活動する人の意識や感情を大切にし、人々が感じる「感性」
を豊かにしていくことも魅力と個性ある良好な景観づくりに必要です。横浜という都市で景観づく
りを行ううえで、「空間」「営み」「感性」が長時間重なりあって横浜らしい景観ができていること
を忘れてはいけません。 

＝景観づくりに取組む際に 
意識すべき要素 

景観づくりの 
対象となる 
要素 

「空間」「営み」「感性」の 
重なりあう良好な景観 

空間 
土地の持つ地形や歴史などをもとに、 
自然物・人工物などの物的要素により 

構成される都市基盤や環境 
 

例：建物、街並み、道、広場、駅、港、
緑地、海、川、山など 

営み 
空間において展開される 

人々の生活・活動 
 

例：働く、住む、商売、観光、娯楽、
清掃、会話、移動など 

感性 
人々が営みを行う際の動機や欲求、 
営みを通して得られる感情や感覚 

 
例：働きたい、住みたい、訪れたい、
楽しい、うれしい、心地よいなど 
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２ 景観づくりの意義 
横浜らしい景観は、「市民力」「創造力」が発揮された証であるとともに、魅力

ある景観そのものが、それらの力を生み出す源ともなっています。良好な景観を
つくることには次のような意義があります。＊1 

質の高い景観をつくっていくことで、潤いのある生活環境やまちの活力が生み
出され、地域のコミュニティが育まれ、個々人が豊かになるだけでなく、わたし
たちの横浜への誇りや愛着を強めることにつながります。 
 

＊１「横浜市基本構想（長期ビジョン）」において、「市民力（市民の活力と知恵の結集）」と「創造力（地

域の魅力と創造性の発揮）」によって「横浜らしさ」を生み出すことを掲げています。 

１．市民生活の質の向上                                         

生活空間における良好な景観は、暮らす人の心に安らぎと潤いをもたらすとともに、自分の

街を誇りに思う気持ちを育み、日々の暮らしを生き生きとさせます。良好な景観をつくること

は、五感への心地良い刺激となり、都市における生活の質を高めます。 

２．都市の新たな活力の創出                        
 
個性あふれる景観は、そこで活動する人の創造力を刺激するとともに、新たな人や活動を招き入
れます。また、賑わいや懐かしさを感じさせる景観は、街を訪れる人を温かくもてなします。        
良好な景観をつくることは、文化芸術活動の誘発、観光や企業誘致などの経済・産業面などで更
なる活力を生み出す原動力となります。 
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３．都市コミュニティの育成                      
 
良好な景観をつくる過程では、多種多様な担い手が関わります。景観づくりの目標の検討や街の
ルールづくりなどを通じて関係者同士のつながりが強まります。 
目標とする景観を実現するためには長い年月が必要であり、持続的な活動が求められます。景観
づくりを通して、地域社会全体を自主的に運営する主体が創られるきっかけにもなり得ます。   
景観づくりを行うことで、人と人とのつながりを大切にしたコミュニティが育まれ、市民が安心し
て暮らすことのできる将来のまちづくりに貢献します。 

景観づくりによる好循環 

魅力ある景観 
（横浜らしい景観） 

個人の豊かな暮らし・体験、
中長期的な経済効果 

横浜への誇りや愛着 

質の高い景観づくり 

市民力 
創造力 

蓄積 

好
影
響 

還元 

更
な
る
動
機
づ
け 

1 . 市民生活の質の向上 
2.都市の新たな活力の創出 
3.都市コミュニティの育成 
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２．事業者の役割                            

事業者は扱う事業の規模が大きいことから、景観に対して良くも悪くも大きな影響を与え得

る存在です。建築や開発等の空間整備だけでなく、観光業やイベント業等の企業活動も、街の

賑わいなどの景観に影響を与えます。 

個々の建築や開発、事業等を行う際には、地域の歴史や生活、活動、周辺環境等をよく把握

し、地域のルールや文脈、場所性を尊重した計画とすることで、地域の一員として地域の魅力

づくりに参加することや、事業者ならではの専門性を生かした創造性を発揮することが期待さ

れます。 

３ 市民・事業者・行政の役割 
様々な地域の特徴を反映した魅力ある景観づくりを展開していくためには、個

人の建物や公共空間における活動等も公共性や社会性を有すること、その集合と
しての景観は市民全体の財産であること、これらすべてが景観を構成する一要素
であることを認識することが重要です。景観はみんなで支え合うことによっての
み良好に保ち、築いていけるということを共有し、市民・事業者・行政がおのお
のの役割を担い、みんなで景観づくりに取り組むことが必要です。 

１．市民の役割                             

市民は地域を活気づけるうえで欠かすことのできない存在であり、一人ひとりの活力や知

恵、まちの歴史に対する知識や日常生活での心遣いが、横浜らしい景観をつくっていく大きな

礎となります。 

景観は私たちの日々の暮らしを通して生み出されています。魅力と個性のある景観づくりを

わたしたちみんなで実践していくという認識を共有し、地域の清掃等から始める身近な景観づ

くりを主導していくことが期待されます。 
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市民 

事業者 

○活かす 

○育む 

○使う 

空間を・・・ 営みを・・・ 感性を・・・ 

○みつける 

○試す 

○続ける 

○育む 

○深める 

○楽しむ 

 

○見出す 

○創る 

○守る 

○企画する 

○興す 

○仕掛ける 

○刺激する 

○引き起こす 

 

○創る 

○守る 

○誘導する 

○促す 

○支える 

○伝える・広める 

○育てる 

○共感する 行政 

３．行政の役割                              

行政は中立的な立場から客観的にまちの将来像を提示し、景観づくりの意義を広め、様々な

計画や施策によって、全市に渡って景観づくりを推し進めていく役目を負っています。 

行政自らが行う事業において良好な景観づくりを先導するとともに、事業者や市民に対して

は規制・誘導による景観づくりだけでなく、互いに協働し、個々のまちのあるべき景観の姿を

議論し、その場に合わせた創意工夫を重ねるなど、創造的な協議による景観づくりをさらに発

展させていきます。 
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４ 景観の将来像を考える手がかり 

 地域の将来について想いを巡らせ、個性的で魅力ある景観の将来像を考えるため
には、各地域において、その場所の持つ「地形と歴史」、「都市機能の現況」、「計
画的位置づけ」といった、過去から現在、将来にわたる長期的、広域的な視点を
意識することが大切です。 

（１）地形と歴史〈地形と歴史から景観資源を見いだす〉           

その土地が元来有する地形・自然などの土地柄と、歴史の中で育まれた暮らし、技術、文化

などが生み出す景観は、現在の景観の「背景」と言えるものです。横浜市の変化に富む地形の

上に、時代ごとにつくられた住宅地や、まとまりのある緑地など、現在の景観につながる資源等

が積み重ねられてきました。まずは、まちの生い立ちを知ることが、景観を考える手がかりと

なります。 

特徴的な地形：丘陵地・台地／谷戸／河川沿いの低地／海岸沿いの埋立地など 

歴史を紐解くヒント：古来からの特徴的な時代の出来事やまちの骨格の成り立ち／地域で
大切にされてきた場所やお祭り等の営み／継続的に取り組まれている地域活動など 

（２）都市機能の現況〈景観に表れる人々の暮らしや活動（営み）を探る〉                       

現在の暮らしやそれを支える都市機能が表す景観は、実際に目に見える要素としては最も大

きなものです。横浜では、地形や開発の時期、鉄道等の交通機関の立地などに応じて、様々な

暮らしや産業が集積・分散し、住宅地、商業地、工業地、緑地等を形づくり、それぞれに人々

の暮らしと都市活動に応じた景観が表れています。 

都市機能を捉える視点：住宅の広がり／商業・業務空間の集積／文化施設・交流施設の分布
／公共空間の利便性・快適性など 

１．地域の景観を考えるプロセス                        

地域の景観を個性的で魅力あるものとしていくためには、その地域における「地形と歴史」、

「都市機能の現況」、「計画上の位置づけ」を把握した上で、２章に掲げる「景観づくりのポイ

ント」「地域ごとの方向性」を参考に、地域ごとに景観の将来像を考えることが大切です。 
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（３）計画上の位置づけ〈将来目標によるまちづくりの方向性を確かめる〉                       

都市の将来目標像における計画上の位置づけによって、特徴的な景観が形づくられる可

能性を持った地区があります。例えば、拠点と位置づけられた地区では、そのための都市

整備等が行われ、結果的に中心性や象徴性のある景観形成がなされることとなります。 

横浜市では、中期計画などの中で都市の将来的目標像を示しています。そこに描かれた

各地区の計画上の位置づけも、あるべき景観を考える上では重要な要素です。 

参考となる計画等＊２：都市計画、景観計画、都市計画マスタープラン、水と緑の基本計画・・・ 

 
○景観ビジョン 
※ポイント（テーマ性）
と地域ごとの方向性
（地域性）を掲載 

地形と歴史 

都市機能の 
現況 

計画上の 
位置づけ 

景観づくりの
ポイント 

地域ごとの 
方向性 

○古地図 
○地形図 
○横浜市史、各区史      等 

○住宅の広がり 
○商業・業務空間の集積 
○文化施設・交流施設の分布  等 

○都市計画 
○景観計画 
○都市計画マスタープラン 
○水と緑の基本計画      等 

景観の将来像 

＊2 計画等の詳細は各部署窓口、又は i マッピーでも確認可 
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２．地域の景観に大きな影響等を与えるものを計画する際に求められる視点  

地域の景観に急激な変化をもたらし、大きな影響を与えるような行為を計画する際には、周

辺景観へ与える影響を配慮しながら、その将来像について慎重に考え、より優れた景観を形成

する必要があります。 

（１）大規模な建築行為における景観づくりの視点の例                       
横浜市では、周囲の建築物とスケールが異なるような大規模な建築行為等、建築規模や立地

条件などにより景観上の影響の大きい行為については「都市美対策審議会」に付議し、専門家
の意見を取り入れながら、事業者と景観に関する協議を進めています。 
都市美対策審議会に付議を要する行為については、次のような視点をもって協議を進めてい

ます。 
 
■景観に関する計画の決定プロセスについて 
・計画の早い段階から、景観のあり方を検討すること 
・様々な案を検討すること 
・近景・中景・遠景、夜景など、様々な場所や時間における見え方について検討すること 
・その地域の地形、水や緑などの自然、風土、歴史、文化、周辺建物の特徴などの場所性を
踏まえていること 

■建築物の配置及び外部空間について 
・人々の動線や見通し、影の落ち方や風の通り方などに配慮していること 
・敷地周辺や建物内からの人の流れを把握し、自然な動線計画になっているなど使いやすい
空間となっていること 
・人々の活動が自然に誘発される、しかけ（ハード）やしくみ（ソフト）があること 
・周辺の植生等の自然条件を踏まえた植栽がなされていること 

■建築物の形態・意匠について 
・大規模な建築物が複数立地する場合には、群として優れた都市景観を形成すること 
・高さやボリュームによる圧迫感・長大感を軽減するデザイン的工夫があること 
・周辺環境と調和のとれた意匠となっていること 
・地域のシンボルとなるような事業おいては、特に優れた意匠を追求すること。 
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景観ビジョン実践ガイド 
景観づくりの事例と方法 

 

１ 創造的な景観づくりの実録集 
２ 身近な景観づくりのヒント集 

2018.02.22ver. 

はじめに 

 横浜市では、市民生活の質の向上や、まちの魅力の向上のための大事な取組として、景観づ
くりを推進しています。そこで、市民や事業者の皆さんが景観づくりに取組む際に参考となる
事例を集め、『景観づくりの事例と方法』としてまとめました。 
 「１．創造的な景観づくりの実録集」は、主に事業者の皆さんを対象とし、より良い景観を
目指して様々な主体が協議してきた事例について紹介しています。 
 「２．身近な景観づくりのヒント集」は、主に市民の皆さんを対象とし、身近なまちづくり
の中で生まれた素敵な景観の事例について紹介しています。 
なお、横浜市における景観づくりの指針である「横浜市景観ビジョン」では、横浜市が大切

にしている景観づくりのポイントや、景観の将来像の考え方などについて記載していますの
で、付せてご覧ください。 

資料 1-5 
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INDEX 

１ 創造的な景観づくりの実録集 
①  営みを持続的に生み出す景観づくり〈みなまき みんなのひろば／みなまきラボ〉 

②  都心部の賑わいを最大限に生み出す景観づくり（仮）〈北仲北再開発〉 

③ 丁寧な調整で個性を生む景観づくり〈屋外広告物：トライアスロン横浜大会〉 

④ 地域の魅力を広報し積極的に賑わいをつくる景観づくり（仮）〈横浜駅西口仮囲い〉 

⑤ 敷地や建物の特性を読み解き、共有することで進める景観づくり 

〈新市庁舎デザインコンセプトブック〉 

⑥ 街のイメージを変える景観づくり〈初音町・黄金町・日ノ出町エリア〉 

⑦ 様々な主体の努力による群としての景観づくり〈日本大通り〉 

 

２ 身近な景観づくりのヒント集 
１ まちづくりの事例と景観づくりのヒント 

①  地域のシンボルとなる場所をつくる 

②  地域の資源を活かす 

③ 地域の課題を解決する 

④  愛着のもてる生活環境を守り、育てる 

⑤  コミュニティを育む 

⑥  地域の歴史を継承する 

２ まちづくりのステップと景観をよくするポイント 

３ 地域の魅力と個性発見キーワード 

空間・営み・感性キーワード 

４ 景観づくりにつながるまちづくりの手法や制度 
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横浜市ではこれまで、行政や事業者等の様々な主体がアイデアを出し合いなが
ら協議を重ねて、魅力的な景観をつくってきました。このような「創造的な景観
づくり」を、行政や事業者が中心となって今後も進めていく必要があります。 
そこで、様々な工夫により魅力的な景観づくりを行っている事例を取り上げ、

「創造的な景観づくり」の参考となる考え方やアイデアについて紹介します。 

１創造的な景観づくりの実録集 

◆どのような景観づくりが目指されているか、
あるいは結果としてどのような景観づくり
を進めてきたか 

◆実際に活用した景観づくり
の手法やポイントと解説 

◆景観づくりの際の
想いや意図 

◆空間や営みを特徴的に
表している写真等 

◆解説を補足する
概念図や写真等 

◆実録集で取り上げている
事例の概要(関係者や背
景、周辺環境や関連計画、
受賞歴等） 

最終的には 79,80
ページの内容と合

わせます。 

ページのみかた 
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背景・経緯 

昭和 51年の相鉄いずみ野線開業により誕生した駅前広

場。駅開業から約 40年が経ち住民の高齢化が進むなか、街

としての活性化を図るため、若い世代を呼び込み多世代が交

流できる街を目指した持続可能なまちづくり「相鉄いずみ野

線沿線 環境未来都市」の取組を進めている。その一環の「み

なまきみらいプロジェクト」の中で、駅前の玄関口として位

置するみんなのひろばが 2015年に再整備された。 

関連計画等 

✔ 相鉄いずみ野線沿線 環境未来都市 （2013年） 

周辺環境・立地的特徴 

駅改札出口から広場に面する商業施設まで約４ｍの高低

差がある。約 1,400㎡の広場は四角形の敷地の大部分が民間

所有地だが、横浜市の道路区域が入り組んでいる。 

協議の主体・関係者 

相鉄グループ／横浜市／横浜国立大学／駅前広場設計者／運営パートナー 

受賞・認定等 

第８回 横浜・人・まち・デザイン賞 （2017年） 

2016Good Design賞 （2016年） 

よこはま多世代・地域交流型住宅認定制度（第１号） 

① 営みを持続的に生み出す景観づくり 
人の過ごし方から考えられたデザイン、みなまき みんなのひろば／みなまきラボ 

１ 駅がこれまで以上に「まちなかの

居場所」として機能するよう、持
続的に賑わいを創出したい。 

⇒様々な関係者連携による運営 
まちづくりを考えていくための

拠点として「みなまきラボ」を整備
した。横浜市、相鉄、大学（公民学）
と横浜のクリエーターを中心とし
た運営パートナーで「みなまきラボ
運営委員会」を組織し、様々な 
取組を通じてまちや広場を持続的
な賑わいの場とすることが意図さ
れている。 

運営パートナー 

配置図は最新版に修正予定 
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４ 

２ 

５ 

３ 
1 

２ 4ｍの高さを一気に登るのは

大変だが、高低差を有効に活

かしたい。 

⇒棚田状の緩やかな広場形状 
駅前広場全体を使う大人数グ

ループは少ないかもしれない
が、10～20人程度の少人数グル
ープが複数で同時に利活用する
ことが想定できた。高低差を解
消するため階段を分割した配置
とし、階段の踊り場が小さな広
場としても活用できるよう棚田
のように分割されたデザインと
なっている。 

３ 従前の広場敷地内の動かせない植栽ますや道路を 

活かしながら、広場全体のデザインを調和させて、

居心地の良い広場にしたい。 

⇒一体的な舗装・植栽デザイン 
駅前広場部分だけでなく、隣接する道路や通路と舗

装デザインを統一し、広場と周辺とのつながりを生み
出している。また、既存樹木調査を実施し、約10ｍ以
上の高さの樹木をできる限り残すことが考えられた。
伐採した樹木は、みなまきラボ内の家具の材料や積み
木として活かされている。 

４ 広場をジブンゴトに！完成後も地域の子どもや大人に愛

着を持ってもらいたい。地域の子どもを巻き込みたい。 

⇒地域の子どもが整備過程に参加 
広場整備段階で地域の子ど

もたちが参加するワークショ
ップの場を設け、発見したまち
の記憶やおススメの場所をタ
イルに刻み、広場の舗装の一部
として埋め込んでいる。 

５ 目的地としての広場のイメー

ジを生み出したい。 

⇒地域の住民が交流できる 
イベント等の開催 

※計画時のパース 
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背景・経緯 

あああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああ。 

関連計画等 

✔ あああ （2***年） 

周辺環境・立地的特徴 

あああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああ。 

協議の主体・関係者 

再開発組合／横浜市／ 

受賞・認定等 

あああ （2***年） 

あああ （20***） 

 

② 都心部の賑わいを最大限に生み出す景観づくり 
歴史の面影を守り活用し、地域の賑わいを生み出す低層部、北仲北再開発（仮） 
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２  

⇒ 

３  

⇒ 

４  

⇒ 

５  

⇒ 
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③丁寧な調整で個性を生む景観づくり 
積極的な魅力発信につながる街の大事な要素、屋外広告物（世界トライアスロンシリーズ横浜大会） 

背景・概要 

本来、看板や横断幕、バナーなどの屋外広告物は、様々な情報を提供・発信することを目的に街
に掲出されている。最近ではデジタルサイネージを含むさまざまな媒体が開発されているが、どれ
も街の景観に影響を与える要素の一つと言え、法と条例では「良好な景観形成」を目的に屋外広告
物を規制している。一方、横浜市では広告物は景観を阻害するものではなく、街をより個性的で魅
力ある景観をつくるポテンシャルのあるものと捉え、横浜の魅力ある景観をつくる屋外広告物を「横
浜サイン」と呼び、市内に積極的に広める取組を進めている。 

世界トライアスロンシリーズ横浜大会は、山下公園やみなとみらい 21 地区など、横浜を代表とす
るエリアを舞台として開催され、世界 190 以上の国と地域に発信される世界規模の大会である。デ
ザイナーの起用に加えさらに通りごとの演出、街の景観要素の一部として意識したデザインを行う
ことで、より一層魅力的な広告としての役割を果たした。 

関連計画等 

✔ 横浜市屋外広告物条例 

（景観計画・地区計画・街づくり協議地区に別途基準が定められている場合もある） 

協議の主体・関係者 

イベント事業者／広告事業者（デザイナー）／横浜市 

１ バナー自体が街を構成する要素としてデザインする。 

⇒デザインに横浜らしい風景を取り込む 
スイムコースにある氷川丸やバイクコースの赤レンガ倉庫など横浜

らしさを背景として取り入れたことで、横浜の魅力を世界に発信した。 

３ 空間に合わせたデザインと配置で空間演出を試みる。 

⇒設置する通りごとに性格をもたせる 
バナーの特徴でもある連続した配置を行う際には、写真のみと文字の
みのバナーを２枚セットで配置した。写真のみのバナーについては、
山下公園通りはスイム、日本大通りはバイク・ランなど通りごとに写
真を変えることで個性を尊重しつつ、文字のみのバナーで統一感をは
かるなど、空間演出を意識したデザインを行った。 
 

２ 通りすがりの人の目に触れる中でも、情報を正確に伝えたい。 

⇒情報量を絞る 
訴求内容を吟味し、文章量やレイアウト等に配慮した。全体的なプ

ロポーションも意識し、シンプルなデザインを心がけた。 
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背景・経緯 

あああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああ。 

関連計画等 

✔ あああ （2***年） 

周辺環境・立地的特徴 

あああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああ。 

協議の主体・関係者 

横浜駅西口エリアマネジメント協議会（JR 東日本、相模鉄道ほか）／横浜市／ 

受賞・認定等 

あああ （2***年） 

あああ （20***） 

 

④ 地域の魅力を広報し積極的に賑わいをつくる景観
づくり 
負の要素を街の魅力づくりのツールに転換した、横浜駅西口仮囲い 
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関連計画等 
✔ 北仲通南地区再開発地区計画 

✔ 北仲通地区まちづくりガイドライン 

✔ 関内地区都市景観形成ガイドライン 

✔ 関内・関外地区活性化推進計画 

✔ 横浜市都心臨海部再生マスタープラン 

1 

１ 事業者選定の段階から、横浜市と設計者・施工

者と「横浜市の考える新市庁舎のデザイン」や

「新市庁舎がまちづくりで果たすべき役割」に

ついての方向性を共有することが重要。 

⇒デザインコンセプトブックの作成 
「新市庁舎整備基本計画」とともに、DBの発

注仕様書と並んで参考にしてもらう資料として
デザインコンセプトブックを作成。地区特性の
読み解き、高層・中層・低層部それぞれのあり
方、屋根付き広場の位置づけや利用イメージ、
水辺等の周辺環境との関係性、緑化や夜間景観
のあり方などを概念図や事例写真等を用いて分
かりやすく解説した。 

周辺環境・立地的特徴 

「新市庁舎」という建物の特性として市民にひらかれつつ、確実に必要な機能を有することが求
められた。また、水辺に近く大規模開発地に隣接した立地的特性を生かし、新たな賑わいや回遊性
の創出が求められている。横浜発祥の関内エリアと、近年開発されたみなとみらい地区の間に位置
する場所で、歴史を継承しつつ、未来につながるデザインとすることが期待されている。 

⑤ 敷地や建物の特性を読み解き、共有することで 
進める景観づくり 

設計や協議の際に必要な考え方を共有するための、新市庁舎デザインコンセプトブック 

背景・概要 

横浜市役所の移転に伴う新市庁舎の建設プロジェクト。設計・施工一括発注方式（デザインビ
ルド＝DB方式）で進めることが決定された。横浜市、設計者、施工者各々の組織が大きく、各
組織の中でも様々なセクションに渡り、様々な人が関わる大規模な事業である。 

協議の主体・関係者   横浜市／設計者／施工者／監修者／市民 
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背景・経緯 

港湾都市横浜の玄関口として元々商業的な賑わいのあった初黄・日ノ出町地区は、いつからか沿
線鉄道の高架下に違法飲食店等が建ち並ぶようになり、平成 16年には約 250店舗に達した。健全な
店舗や地域住民の転出が生じるなど、生活環境の悪化が地域の深刻な問題となっていました。そこ
で、地元町内会を中心とした「初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会」の発足や、神奈川県警が実施
した「バイバイ作戦」による違法店舗の一斉摘発等を契機に、健全なまちの賑わいを取り戻すため
「安全・安心のまちづくり」や「アートによるまちづくり」などに取り組んでいる。地元・行政・
警察が三位一体となって自分たちが住む街を安全・安心なまちにするための取組を継続的まちづく
りに取り組んでいる。 

⑥ 街のイメージを変える景観づくり 
地元の意識と空き家等のリノベーションの連鎖で生まれ変わる、初音町・黄金町・日ノ出町エリア 

関連計画等 

✔ 初黄・日ノ出町地区街づくり協議指針 

✔ 日ノ出町駅前 A 地区地区計画 

周辺環境・立地的特徴 

京浜急行電鉄の黄金町駅・日ノ出町駅間を中心とするエリ
アで大岡川沿いに鉄道線路の高架が続いている。河川沿いに
は桜が植えられ、市内でも有数の花見の場所になっている。
大岡川は公共空間利活用の場として多くの市民団体が利活用
を行っており、このエリアにある２つの桟橋がその拠点にな
っている。昔ながらの問屋街も残り、野毛地区とも近いので
今後も商業的な賑わいが期待される。 

協議の主体・関係者 

初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会／黄金町エリアマネジメントセンター／横浜市／神奈川県 

１ 明るく、住みやすいまちづくりを

進め、継続的なまちの賑わいを確

保するために新しく建物が建つ

ときのルール作りを行いたい。 

⇒街づくり協議指針の活用 
健全な商業の賑わいを取り戻す

ために、建物低層部への商業・業務
機能の配置、安全・安心で快適な歩
行者空間を確保するための建築物
の壁面後退等を定めた。 

２ 普段は地域に開かれたアーティストの拠点とし

て使いつつ、展示会の開催等、芸術と触れ合う場
やアーティストと交流する場を設けたい。 

⇒アートによるまちづくり 
⇒高架下にアート兼まちづくりの拠点を整備 
色々な高さに設

置された大きな出
窓が、スタジオ内
の様子をショーケ
ースのように見
せ、特徴的なまち
なみを生み出して
いる。 

受賞・認定等 
（協議会）安全・安心なまちづくり関係功労者 

表彰「内閣総理大臣賞」受賞（2009 年） 

（ＮＰＯ）田村明まちづくり賞 （2015 年） 

（かいだん広場） 

日本建築学会関東支部神奈川支所賞 （2015 年） 

（日ノ出スタジオ・黄金スタジオ） 

第５回 横浜・人・まち・デザイン賞（2011 年） 
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2 

３ 川沿いの道路を大岡川の景色や桜を楽しみな
がら気持ちよく歩けるようにしたい。 

⇒行政による大岡川沿道施設の整備 
太田橋～旭橋間の約550ｍの区間の歩道整備

を実施。大岡川への親水空間として横浜日ノ出
桟橋・大岡川桜桟橋を整備し、日常的に活用 
されている。 

 

４ 警察との協力による治安維持や景観維持

のための拠点が必要！ 

⇒地域防犯拠点の確保、複数拠点の展開 
⇒地域交流拠点への発展的転用 
⇒定期的なパトロール実施 
地域防犯拠点や安全・安心まちづくり拠

点等を設け、地域課題の解決のための地域
交流拠点とし 
ても活用する 
こととなった。 

５ 良好なまちのイメージを印象付け、住民が集

うことのできる地域の集いの広場が必要！ 
⇒ヨコハマ市民まち普請事業の活用 
⇒高架下にかいだん広場を整備 
協議会メンバーと地域住民有志、NPO

による「チームひろば」が結成され、市か
ら500万円の補助を受け、多用途に活用で
きる新しい広場を整備した。高架下スタジ
オと連続性のある立地で、高架下の高さの
ある空間を生 
かし、様々な 
人が集まれる 
階段状のデザ 
インとした。 

 

１ 

６ 安全・安心のまちづくりの実現やアート

のまちづくりを進めるために空き店舗を
有効活用したい。 

⇒空き家のリノベーションと用途変更 
⇒アーティストの誘致 
空き店舗をスタジオやショップ、カフェ

等へ用途を変更し、アーティストの誘致等
を併せて実施することで、アートによるま
ちづくりを進めた。 

３ 
４ 

５ 

６ 

地図掲載について 
関係課と調整中。 
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⑦ 様々な主体の努力による群としての景観づくり 
歴史と景観で街のシンボルとなる通りを形成している、日本大通り 

背景・概要 

関内の中心にあたる日本大通りは、日本最初の西洋式街路として 1871年頃につくられた。日本人

街と外国人居留地との延焼防止の目的につくられたので幅が広いのが特徴となっている。2002年、

みなとみらい線の開通をきっかけに、象の鼻パークと横浜公園という「開港の歴史の地をむすぶ並木

道」をコンセプトに歩行者にやさしく景観に配慮した道路として再整備された。地元要望もあり、道

路を活用したオープンカフェの実証実験を行うなど賑わい創出のための演出や、地元組織「日本大通

り活性化委員会」の結成を経て、横浜を代表する通りとなった。 

関連計画等 
✔ 日本大通り用途誘導地区 地区計画 

（日本大通り特定地区） 

✔ 横浜市景観計画 

✔ 関内地区都市景観協議地区 

周辺環境・立地的特徴 

象の鼻パークと横浜公園をむすぶ日

本大通りは官公庁等の業務施設や、観

光・文化施設が集積した地区に位置す

る。特に周囲には横浜三塔（神奈川県

庁本庁舎、横浜税関本関庁舎、横浜市

開港記念館）をはじめとする歴史的建

造物が建ち並び、伝統と風格ある落ち

着いた街並みが形成されている。 

協議の主体・関係者 

横浜市／日本大通り活性化委員会／神奈川県・県警／民間事業者 

受賞・認定等 
第 5 回 かながわ観光大賞（2014 年） 

平成 23 年度都市景観大賞 都市空間部門 大賞 

（日本大通り・象の鼻地区）（2011 年） 

第 4 回 横浜・人・まち・デザイン賞 （2009 年） 

２ 日本大通りに面した歴史のある建築物の多くは震災復

興時につくられており、開港以来の官庁街としての歴

史を感じさせ、通りの個性と魅力づくりに大きく寄与

しているので保全したい。 

⇒横浜市認定歴史的建造物に認定 
⇒所有者と協力してさまざまな保全・活用の実施 
横浜地方裁判所は建て直しの際に高層棟を増築・低層

部の歴史的建造物は新しくつくりなおし「復元」とした。 
横浜情報文化センター（旧横浜商工奨励館）は低層部

の歴史的建造物を現物保存し、市民が魅力を感じられる
よう、レストラン等に活用している。 

１ 人にやさしくて歩きやすい道にしたい。 

⇒ゆとりのある、段差の少ない歩道の確保 
歩行者が快適にゆったりと歩けるよう、車道を狭め、

歩道を広く確保した。誰もが安全に歩けるよう車道と歩
道を平らにし、歩車道間に車止めを設置、歩道の段差や
切り下げなどを極力少なくした。街中でのイベントにも
対応できるよう、車止めは動かせるようにした。 
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⇒横浜市認定歴史的建造物 

７ 拡幅した歩道空間をさらに 

魅力的にし、商業的な賑わい

を創出したい。 

⇒オープンカフェ社会実験 
⇒オープンカフェの常設化 
地元と協力して歩道を活用し

たオープンカフェを実験的に実
施した。また、地元組織（日本大
通り活性化委員会）と市とで協定
を締結によることでオープンカ
フェの常設化を実現している。 

５ 歴史的建造物の風格のある街並みと日本

大通りからみた景観をまもるため、地域の

ルールを定めたい。 

３ 関東大震災後の復興期から植えられ、通りのシ

ンボルとして市民に愛されてきたイチョウ並木

はこの通りにはなくてはならない景観要素。 

⇒景観重要樹木の指定 
関内地区の歴史を伝え、特徴的な街並みを構成

する樹木として景観重要樹木に指定し、管理者に
よる維持・保全が確実に行われるようにした。 

６ 景観に配慮した道路再整備をするべきである。 

 

⇒シンプルで、通りに調和するデザイン 
海への見通し（Vista）を確保するため、並木に囲まれた中

央の軸線上に照明機器などの構造物をなるべく設置しないよ
うにし、目立たないよう配置した。照明灯や車止めの素材には
鋳鉄を用いて歴史性を表現し通りに調和するデザインとした。 
周辺の歴史的建造物と調

和し風格のある舗装となる
ようアスファルト舗装の骨
材に黄・赤・灰色を混ぜ、
色味を調和した。 

⇒地区計画の策定 
建築物建て替え・建て増しの際は、通りか

らの圧迫感を軽減させ、歴史的建造物の風格
を阻害しないよう、歴史的建造物よりも高さ
のある建築物を大きく壁面後退させる。 

⇒都市景観協議地区の運用 
新設の建築物については景観協議を行い、

あえて現代的な素材・デザインを用いるなど
歴史的建造物に配慮する。 

２ 

１ 

３ 

６ 

７ 
４ 

５ 

４ 明治期のように通りから海を見通せ、港町の雰

囲気が感じられる景観としたい。 

⇒海への見通し（Vista）の確保 
象の鼻パーク整備に合わせて既存建物を撤去

し、海への見通しを確保している。 

舗装骨材調整中の写真 

写真は調整中 
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２身近な景観づくりのヒント集 
 みんなが使う広場のベンチを修理する際に、その色や形にちょっと配慮してみ
たり、そばにお花を植えてみたりしてみる。「まちをよくしたい」という行動の
中に、少し「景観」の視点を持つことで、身近な景観はより良くなります。また、
素敵なベンチやお花があると、地域の人が集まって交流が深められるかもしれま
せん。身近な景観が良くなることは、地域のまちづくりをより良い方向に進める
ことにもつながります。 
 ここでは、そんな身近な景観づくりのヒントとなる、まちづくりの事例を紹介
します。 

１ まちづくりの事例と景観づくりのヒント 

①  地域のシンボルとなる場所をつくる 

②  地域の資源を生かす 

③ 地域の課題を解決する 

④  愛着のもてる生活環境を守り、育てる 

⑤  コミュニティを育む 

⑥  地域の歴史を継承する 

２ まちづくりのステップと景観をよくするポイント 
３ 地域の魅力と個性発見キーワード 

空間・営み・感性キーワード 

４ 景観づくりにつながるまちづくりの手法や制度 
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左近山団地 左近山みんなのにわ（旭区）  
1960 年代に整備された団地で、人口減少と高齢

化が進み、空き家の増加が課題となっていた。そ
こで、住宅管理組合が横浜市団地再生支援モデル
事業を活用し、コーディネーターを迎えて議論を
重ねた。その結果、豊かな緑や子育て支援施設の
多さを地域の強みであると考え、建て替えでなく、
子育て層をメインターゲットとした地域の活性化
を選択。屋外空間を団地の最大の価値と捉え、地
域住民が交流できるよう、広場の再生案を公募。
管理組合が自ら発注し、整備した。 
関係者 左近山団地中央地区住宅管理組合 

コンサルタント、デザイナー 

実現手法 ・管理組合による広場整備 
・団地再生支援モデル事業活用 

 ☞グッド景観ポイント！ 

いつか子どもが増えたら再利用できるよう、壊さずに階段状の広場として子どもと再整備したプール
が広場の個性となっており、地域住民の記憶も残した個性ある景観になっています。地域住民が、日常
も、イベント時も集まる場所となっていて、賑わいや活動が見えることも良い景観となっています。 

 
景観の骨格となる空間が印象的であったり、様々な空間的要素が調和していたり、まちの魅力や個

性が端的に表れるような景観を生みだすことが、まちのイメージを代表する、地域のシンボルとなる

場所づくりにつながります。シンボルとなる場所は、奇抜なデザインで印象的な空間とするのではな

く、様々な視点（例えば、創造性や親近感、物語性等）での空間演出や活用しやすさ等を配慮した上

で、周辺環境との関係を意識した空間とすることが大切です。 

取組の対象となる場や要素の例 

建物 みち みどり まちかど 

① 地域のシンボルとなる場所をつくる 

１．まちづくりの事例と景観づくりのヒント                                        

景観づくりのヒント 
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各地域や身近な場所に地域の魅力と個性を生みだしている景観資源が数多く立地しているのも横

浜市の大きな特徴です。海や川等の水辺や里山等の自然的な景観資源だけでなく、商店街や広場、遊

歩道や公園・緑地などの賑わいや憩いの空間も地域の景観資源と捉えることができます。これらの資

源を活かすために、様々な営みによる景観づくりを試行し、生活を豊かにする身近な営みを地域で育

んでいくことが大切になります。 

取組の対象となる場や要素の例 

水辺（川辺） 水辺（運河） 商店街 坂道 広場 

 
商店街の写真 

②地域の資源を生かす 
長屋門公園（瀬谷区）        
旧大岡家長屋門は、長年地域に親しまれていた

明治 20年築の建物である。平成 2年に歴史的建
造物として登録され、市に寄贈されて公園として
整備し、運営は市民団体が行うことになった。開
園前の準備会で活用について議論を重ね、土壁つ
くりなどに地域の子どもに参加してもらうなど、
工事の段階から地域住民が参加した。開園後は、
市民団体によりひなまつりや七夕のイベント、小
学校の受入、寺子屋などを実施し、好評となって
いる。市民団体とボランティアにより、長期にわ
たって運営されている。 

関係者 長屋門公園歴史体験ゾーン運営委
員会 

実現手法 ・歴史を生かしたまちづくり 
・（指定管理制度） 

 ☞グッド景観ポイント！ 

門をくぐると昔の風景が広がり、子どもからお年寄りまで愛着のもてる、居心地の良い景観になって
います。通年にわたり様々な催しものがあり、多くの小学校の受入れを行うなど、公園として保存され
た長屋門と主屋を、市民団体が長期にわたって活用し続けていることも重要なポイントです。 
景観づくりのヒント 
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解決したい地域の課題は地域や状況によって多岐にわたりますが、空間を良くすることをきっかけ

に、課題が解決することもあります。その際の空間づくりにおける大事な視点は、テーマやポイント

を絞りつつ、空間づくりや営みの創出の場面で様々な人の共感を呼びながら、課題解決に向けた取り

組みを着実に進めていくことも大切です。 

取組の対象となる場や要素の例 

空き地 空き家 商店街 駐車場 公開空地 

③地域の課題を解決する 

景観づくりのヒント 

casaco（西区）        
あああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああ 

 

 

 

 

関係者 カサコプロジェクト実行委員 

実現手法 ・ヨコハマ市民まち普請事業 
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地域で大事にされている風景や街並みを守ることで、市民の地域に対する愛着を深めることが期待

できます。シンボルとなる景観資源を維持管理する際には、有志でイベントのように楽しみながら、

仲間を増やしていくことが有効です。建築物に関する権利者どうしでルールをつくって街並みを守り

合う際には、人口減少の時代背景も考慮しながら、単に見た目を美しくするのではなく、そこに生活

する人々が気持ちよく暮らし続けることができるよう、空間の活用や賑わいづくりも含めて検討する

ことが大切です。 

取組の対象となる場や要素の例 

玄関アプローチ プランター・植木鉢 花壇 生垣・庭木 前庭・カーポート 

④愛着のもてる生活環境を守り、育てる（仮） 

景観づくりのヒント 

柏尾川と桜並木（戸塚区）        
戸塚区の中心部を流れる柏尾川の魅力づくりに

賛同する活動団体や企業等で構成される「柏尾川
魅力づくりフォーラム」では、川の魅力を次世代
に引き継ぐため、河川敷の清掃や川遊びイベント、
生き物調査、絶滅危惧種「ミズキンバイ」の保護
などを行っている。 

また、プロムナードでは、いつまでも、きれい
な花を咲かせて欲しいという思いから、ボランテ
ィアの“桜セーバー”の皆さんが、桜の樹勢回復を
目的として樹齢に合わせた適切な維持管理など、
様々な活動を実施している。 

関係者 柏尾川魅力づくりフォーラム 
戸塚桜セーバー 

 
☞グッド景観ポイント！ 
桜並木が連なる柏尾川の風景は、自然環境や景観のシンボルとして親しまれ、水辺拠点やプロムナー

ドは憩いの場として活用されている。毎年４月に開催される「戸塚桜まつり」や、近隣の小学校の児童
が手作りした鯉のぼりが泳ぐ様子は、柏尾川の風物詩になっています。 

調整中 
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地縁型の、あるいはテーマ型のコミュニティを育んでいくためには、議論を行ったり、イベントや

事業を展開するなど様々な手法が考えられますが、様々な主体が関わりながら交流する空間をつくる

ことにより、コミュニティを育む効果が期待できます。空間づくりや営みの創出は目的を達成するた

めの手段であり、愉しむ「感性」の輪を広げていくことを意識することが大切になります。 

取組の対象となる場や要素の例 

広場 店先空間 交流スペース 都市農地 

ひだまりハンドメイドバザール（緑区）  
新興住宅街で、子育て世代をはじめとした多世

代の地域住民の交流の場や個性的な店が増えてほ
しいという思いから、数人の住民が取組みを始め
た。手作り品を趣味にしている友人や農家さんが
いることや、近くのコミュニティースペースとそ
の前庭が開放的で使えそうなことに着目し、区の
支援事業も使い、地域も年齢も多様な人が集まる
バザールを実施した。「楽しむこと」をモットーに
し、口コミも広がることで出展者は 20～30を数
え、定期的に開催している。 

関係者 ひだまり（地域団体） 

実現手法 地域課題チャレンジ提案事業（緑区） 

 

☞グッド景観ポイント！ 
多世代の住民交流という意識から始めた取組ですが、近くの公園や通りから見えることで、地域の賑

わいが感じられる景観にもなっています。少人数でできることから始め、活動における「楽しさ」や参
加者の多様性を大事にすることで、共感を生み、地域の活動へと広がっていくきっかけになっています。 

 
広場の写真 

写真検討中 

⑤コミュニティを育む 

景観づくりのヒント 
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旧東海道保土ケ谷宿（保土ケ谷区）    
地域の市民や事業者が地域の歴史をまちづくりに

生かしていくための組織（ほどがや 人・まち・文化
振興会）を発足させた。まちづくりについての具体的
な提言やイベント、まち歩き等の活動を実施してい
る。まち普請事業を利用して旧東海道を象徴する松並
木や一里塚を復元。水辺愛護会を設立し、整備後の維
持管理活動も行っている。さらに旧東海道の他の宿場
町と連携した活動等も行い、箱根駅伝では松並木にて
地域を挙げて応援するなど、宿場の人と人をつなぐ心
意気を今に伝えている。 

関係者 松並木プロムナード水辺愛護会 
ほどがや 人・まち・文化振興会 

実現手法 ・ヨコハマ市民まち普請事業 
・水辺愛護会 
・横浜市民共同事業 

 

☞グッド景観ポイント！ 
松並木や一里塚の復元に合わせてプロムナードを整備したり、宿場の市「ごうどいち」の復活や歴史

まち歩きイベントを通じ、地域の歴史を目に見える形であらわすだけでなく、整備した空間や史跡をま
ち歩きやイベントと絡めることで、身近な環境として親しむことができる景観が形成されています。 

⑥地域の歴史を継承する 

今ある景観は、これまでの様々な時代の積み重ねの上に成り立っています。時代を経ることで文化

的、歴史的価値を有している建物や土木構築物等の空間要素は地域の個性を表す貴重な資源となりま

す。地域の歴史を守り伝えていくために、残された歴史的な空間の価値を知るだけでなく、共感でき

る仲間を増やしながら、価値ある空間を守っていくことが大切になります。 

歴史的建物 橋梁 蔵 参道 歴史的遺構 

取組の対象となる場や要素の例 

景観づくりのヒント 
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E：具体的な景観づくりに取り組む 
例）地域まちづくり活動、歴史的建造物保全、公共空間活用 
 

２．まちづくりのステップと景観を良くするポイント                                         

景観づくりは、特別な取組ではありません。地域を良くしたいと

いう、地域のまちづくりの取組の中のひとつの方法として実践する

ことが大切です。まちづくりのステップの中で、景観の視点をプラ

スすることで、地域のまちづくりをより良く展開することができな

いか、考えてみてください。 

 建物等の空間のデザインだけが景観を構成しているわけではあ

りません。私たちが活動し、生活する姿そのものも、景観を形成し

ています。また、何が「良い景観」なのかは、地域によっても、人

によっても異なります。仲間や地域の人と話し合いを重ね、愛着や

誇りを持てる地域になるよう、楽しみながら取り組んでいくことが

大切です。 

A：きっかけ 

地域で困ったことや気になることな
ど、まちづくりのきっかけは様々です。 

例）・地域を活性化したい 

 ・地域をもっと住みやすくしたい 

B：みんなで話し合おう 
モヤモヤしていたものを、まずは地域のみんなで集まって話し合ってみましょう。 
例）現況調査、課題把握、資源発見、取組評価 

○地域を見る・撮る・歩く ○地域の魅力と課題を 
聞く・探る 

○地域の現状や特徴を
見える化する 

まちづくりのステップ 

A：きっかけ 

B：みんなで話し合おう 

C：まちの将来を考えよう 

D：まちの将来を描こう 

E：みんなで描いた将来像を目指しま

ちを育てよう 

【景観の視点】 

・残したい風景がある 

・周囲で大規模な建築計画がある 

【景観の視点】 

・地域の魅力や個性を探す 

・地域の歴史や地形を調べてみる 

調整中 
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B：まちを知る・評価する 
例）現況調査、課題把握、資源発見、取
組評価 

C：まちの将来を考えよう 
どうしたら解決できそうか、どんなまちになったらいいか、みんなで考えましょう。 
例）仲間づくり、構想・計画づくり 

E：みんなで描いた将来像を目指し 
 まちを育てよう 
みんなで決めたプランを少しずつ実現したり、ル
ールを守ることで、まちづくりを進めます。 
例）地域まちづくり活動、歴史的建造物保全、公
共空間活用 

○地域の未来の 
姿を考える 

○共感し合える
仲間を集める 

○小さな取組から始める 

例）NPO、協議会、
○○愛護会・・・ 

○共感する活動に
参加する・協力
する 

D：まちの将来像を描こう 
「こんなまちにしたい」とい 
う案を形にしてまとめます。 
例）実施内容の決定 
  事業決定 

○まちづくりの 
取組み方を定める 

まちづくりを 
続けるコツ 

①できること、小さいことから 
始めよう！  

②継続は力なり。楽しむことを 
忘れずに！ 

【景観の視点】 

・地域にどんな風景があ
るといいか考えてみる 

【景観の視点】 

・街並みを良くすることで解決できないか 

・地域の魅力資源を守ることで解決できないか 

・屋外活動を生む場づくりで解決できないか 

・屋外活動をすることで解決できないか 

【景観の視点】 

・まちづくりの取組が、街並みを良
くしたり、人々の活動や賑わいを感
じさせるなど、その地域らしい景観
をつくることに繋がります！ 
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３．地域の魅力と個性発見キーワード                        

 まちづくりのステップ「B：みんなで話し合おう」では、地域の魅力や個性を探すことがよ

い景観づくりにつながるヒントになることをお伝えしました。しかし、いざ地域の魅力と個性

を実際に考えてみると、「うちの地域には、たいした魅力も個性もない、ふつうの町だなぁ。」

と思ってしまうことが多いと思います。 

 でも、どんな地域にも魅力や個性はある！・・・はずです。そこで、キーワードの出番です！ 

 

 

 

景観ビジョン（本編）では、まちの景観を「空間」「営み」「感性」の３つの要素で捉えてい

ます。少し慣れない考え方だと思いますが、身近な地域の魅力や個性を考える時に、空間だけ

でなく、営みと感性も組み合わせて景観を捉えることで、今ある大切な景観資源の再発見につ

ながったり、実現したら面白そうなアイデアが生まれやすくなります。どの要素をきっかけに

考えても、多角的に景観を考えることで、人々の交流や合意形成、地域の課題解決の糸口とし

て役立つことがあるはずです。 

 

 

 

商店街 

語り合う 

心温まる 

緑地・農地 

手入れする 

楽しい 

空間・営み・感性のキーワード例（一覧） 

自然物・人工物などの物的
要素により構成される都市
基盤や環境 

１ 眺望スポット 
２ 建物・街並み 
３ みち 
４ 商店街 
５ 広場 
６ 駅 
７ 乗り物 
８ 水辺 
９ 樹林地・農地 
10 社寺・史跡 
11 路地・坂道 
12 店先・縁側 
 学校 
 ・・・・ 
 ・・・・ 

空間において展開される
人々の生活・活動 
 

１ 眺める 
２ 歩く 
３ 乗る 
４ 憩う 
５ 語り合う 
６ 遊ぶ 
７ 集う 
８ 祝う 
９ 商う 
10 つくる 
11 使う 
12 手入れする 
 奏でる 
 ・・・・ 
 ・・・・ 

人々が営みを行う際の動機
や欲求、および営みを通し
て得られる感情・感覚 

１ 元気がでる 
２ 楽しい 
３ どきどきする 
４ 愛着のある 
５ 心温まる 
６ わくわくする 
７ はれやかな 
８ 心地良い 
９ ほっとする 
10 ロマンチックな 
11 懐かしい 
12 誇らしい 
 ・・・・ 
 ・・・・ 
 ・・・・ 

空間 営み 感性 

地域に合わせて増やしていきましょう 
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キーワードの使いみち 

何をする？ 
 地域の魅力と個性を生み出している景観を想い描く 

どんなとき？ 
 まちに興味・関心をもって、景観の見方、見つけ方を知りたいとき 
 地域にある魅力や個性を景観の観点で見える化するとき 
 取組を進める際の景観の特徴を（基礎的なデータとして）整理するとき 

どうやって？ 
 例えば、まちあるきをしながら、「地域の魅力と個性」とキーワードを結びつける 
 例えば、地図を広げて、キーワードを頼りに「地域の魅力と個性」をマップ化する 

活用手順 ― キーワードを持ってまちに出て、魅力と個性を探す ― 
❶ みんなで地域を歩きながら、お気に入りの場所の写真を撮る 
すでに有名な場所だけでなく、自分にとって大切にしたい場所やシーンも探
してみましょう。また「ほっとする」や「わくわくする」場所を探すなど、
「感性」のキーワードも手掛かりにしてみましょう。 

➋気になった場所を地図に書き込みながら、周りの人と共有する 
同じものを見たり、同じ体験をしていても、感じることは人によって違いま
す。写真や感じたことを共有することで、新しい発見や思いもよらない観点
に気づくはずです。 

➌ 大切にしたい場所や、新しいアイデアを話し合う 
特に大切だと思う場所を守り育てたり、ある場所に「営み」や「感性」を掛
け合わせて、新しく活用したりするアイデアを話し合いましょう。（例えば、
水辺でお祝い事をしたらロマンチックかも・・・等） 

まとめ 
出てきた場所やアイデアの中に、その地域の魅力や個性があるはずです。他の人に話す、紙にまと
める、動画をつくる…等、共有してみましょう。その後のヒントは、景観づくりの取り組み例のペ
ージ（P●等）を参考に！ 

＜キーワードの組み合わせイメージ＞ 

 ①「空間」のキーワードに… ②「営み」と「感性」の 
キーワードを掛け合わせて… 

③例えば、「みち」に「遊ぶ」と 
「わくわくする」を組み合わせて 
想像すると… 
みちでバトミントン大会！ 
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「キーワード」の活用例 –景観を切り口に、まちの良いところを探そう- 

小学校の総合学習の時間を活用し、子どもたちが「キーワード」を使って、住んでいるまちの魅力

や個性を探すワークショップ（ＷＳ）を行いました。 

コラム 

■ワークショップの流れ 
① レクチャー（20分） 
私たちが見るまちは、空間や営み、感性という要素で捉えること

ができることを説明。（例えば、同じ川[空間]でも遊んでいる人[営み]
がいるかいないかの違いで、受ける印象[感性]が大きく変わる） 

② まち探検（100分） 
 子どもたちが班に分かれ、感性のキーワード一覧と地図とカメラを
持ってまちを歩き、まちの気になるところ、良いところを撮影。 

③ 良い景観を選ぶ（30分） 
撮った写真から、良い景観だと思う写真を班ごとに選抜。 

④ ワークショップ（60分） 
なぜその写真を選んだのか班ごとに発表。選ばれた写真について、

他の班の子どもたちに見てもらい、 [感性のカード※]を貼ってもら
う。様々な感じ方や印象を「見える化」することで、まちの写真（景
観）について、いろんな価値観、捉え方があることを知る。 
※[感性のカード]：心温まる、楽しい、誇らしい…などの[感性]の

キーワードを一つ一つ切り分け、小さなカードにしたもの。 
 

■ワークショップ結果の活かし方 
 今回のＷＳで見つけたまちの魅力や個性と、まちの方々へのイ
ンタビュー（別途実施）を参考に、まちのイメージアップとなる
ような大きな絵を、アーティストの方と描き、街なかに飾る。 

子ども達の感想 
 いつもはまちの良くないところを探していたけど、良いところを見つ
けられてよかった。 
 この学習を経験して、この場所の将来や理想を考えるようになった。 
 同じ景色でも、自分が思ったことと友達のそれが違っていて驚いた。 
先生の感想 
 写真を見て、感じたことを[感性のカード]で貼る手法は、ゲームのよ
うで子どもたちにとって面白かったのではないか。また、普段考えを
口に出さない子の意見も、カードを通して聞くことができ良かった。 

[感性]のキーワードを活用 

完成したアートの写真 

良いところを探す、まち探検 

カードが貼られた写真 

[感性のカード]の説明 

子どもたちと 
アーティストの方が描いた絵 

写真を見て感じたことを貼る 

「キーワード」の説明 

小学校名：横浜市立日枝小学校（南区） 
学年：5 年 １学級 ３５人 
対象教科：総合学習 
時間：3.5時間（本ワークショップ） 
総合学習の目標：日枝のまちのイメージ
アップのために、街なかに誰もが目にす
るような大きな絵を飾る。 
ＷＳのねらい：まちづくりに対する主体
性や価値観の多様さを理解する。 

背景：総合学習では地域の問題を探して改善する方法を考
えることが多く、このクラスでは１年間かけて、まちの問
題を改善することを目指しました。最初にまち探検をした
結果、子どもたちはいたずら書きなど欠点ばかり見てしま
い、まちの問題、つまり大人の問題を子ども達が解決する
ことに担任の先生は限界を感じました。そこで、横浜市の
景観担当職員がお手伝いし、景観を切り口にしてまちの短
所でなく良いところを探すＷＳを行うことになりました。 
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空間キーワード（その１） 

眺望スポット 

建物・街並み 

みち 

商店街 

眺望スポットは、まちを眺め、そのまちの特徴を俯瞰できるだけでな
く、身近で愛着のあるものを眺めるでもあります。遠くの海や山など
を眺める場所から、橋の上や公園、道路の一角、様々な場所が景観を
楽しむところになります。眺望スポットでまちを見ることでまちに親
しみ、まちへの誇りや愛着を育む舞台となることが期待できます。 

建物・街並みは、まちや通りの形そのもので、地区の雰囲気や印象を
左右する基本的な要素です。地形や周辺土地利用、人々の活動等に考
慮しながら、地区の特徴をつくっていくことができます。ランドマー
クとして建物を引き立てたり、歩いて楽しめる連続した街並みとした
りするなど、様々な観点での景観づくりが期待されます。 

みちは、景観を構成する大きな要素であると同時に、まちを体験する
場所にもなります。まちをつなぐネットワークとしてみちが使われる
だけでなく、まちなかの憩いやにぎわいを生み出していくような、新
たな景観づくりも活発になってきています。みちのベンチで休憩した
り、お祭りで練り歩いたり、景観を彩る舞台として期待できます。 

商店街は、普段の買い物や休日のお出かけなどで地域の人々が集まる
場所です。人々の交流や新しいものごとのとの出会いが生まれ、地域
の顔となるような個性のある通りとなっていきます。お店でほっと一
息ついたり、知り合いと話し込んだり、イベントでにぎわいを演出し
たりと、様々な使われ方をすることが期待できます。 

商店街の写真 
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空間キーワード（その２） 

広場 

駅 

乗り物 

水辺 

広場は、様々な人々の活動や交流を受け入れていく場になります。ま
ちなかの心地よい居場所となるような、想い想いに時間を過ごすこと
のできる景観づくりもひろがってきています。静かに読書したり、子
どもたちが遊んだり、ちょっとしたイベントに地域の人が集まったり
と、普段から様々な場面で使われることが期待できます。 

駅は、交通の結節点として様々な機能の施設や市内外の人々が集まる
ところです。日常的に利用されるとともに、何かのイベントの場とし
て、地域に根ざして親しまれることが大切です。地域の歴史や素材を
活かしたデザインをしたり、何度も出かけたくなるしかけをつくった
りと、地域の中心としてふさわしい顔づくりが期待されます。 

乗り物は、移動手段となるだけでなく、移動しながらまちを眺めて楽
しむことができます。また、まちなかを動くものとして、景観に変化
をもたらす要素にもなります。自転車やバス、電車、船などは、歩き
とは異なる視点や速度でまちを体感することのできる、景観を味わう
手段となることが期待できます。 

水辺は、まちの骨格となりうる要素であり、生活の中で様々な関わり
方がある重要な場です。水がつくり出す地形や文化などを尊重し、様々
な表情をもつ水辺を活かした景観づくりをしていくことが大切です。
自然を感じながら憩える場を設えたり、多様な生き物が棲む場所を守
ったり、快適な生活環境を整えていくことが期待されます。 
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空間キーワード（その３） 

樹林地・農地 

社寺・史跡 

路地・坂道 

店先・縁側 

樹林地・農地は、自然の恵みをもたらす場として大切なだけでなく、
活用することで憩いや安らぎの場にもなる重要な場です。都市の中で
貴重なオープンスペースでもあり、木々や花、農作物は季節感と潤い
を与えくれます。防災や教育、手入れを通して人が集まる場としての
機能もあり、私たちの生活を豊かにしていくことが期待されます。 

社寺・史跡は、地域の自然的特徴や歴史文化が色濃く景観に表れてく
るところです。まちの歴史を伝え、みどりのある憩いの場になるだけ
でなく、伝統的なお祭りや季節の行事などが行われるハレの場にもな
ります。地域の生活との結びつきをまもりながら、貴重な交流の場と
して活用していくことが期待されます。 

路地や坂道は、ただ通り過ぎるだけでなく、観光スポットにもなり得
る特徴的な場所です。地形や昔ながらの街並みを感じられたり、狭い
路地の先や階段の先には意外な景色が広がったり、連続的な変化が楽
しめます。塀や壁が見えやすいため、生垣など道路沿いのしつらえを
工夫することで、魅力的な場となる可能性を秘めています。 

店先や縁側は、パブリックな空間とプライベートな空間の中間にあり
ます。中の様子がわかることで住む人や働く人に親近感を感じやすく
なるため、まちの賑わいやコミュニティにとって大切な場所です。道
路に面して滞留できるようなスペースや、店の中や庭が見えるような
しつらえは、人々の交流や賑わいを生み出すきっかけになります。 

写真検討中 
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営みキーワード 

眺める 

歩く 

乗る 

憩う 

語り合う 

遊ぶ 

集う 

祝う 

商う 

つくる 

使う 

手入れする 
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感性キーワード 

元気がでる 心温まる ほっとする 

楽しい わくわくする ロマンチックな 

どきどきする はれやかな 懐かしい 

愛着のある ここちよい 誇らしい 
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空間・営み・感性キーワード（追加分） 

空間 営み 感性 

空間 営み 感性 

空間 営み 感性 

空間 営み 感性 
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 ４．景観づくりにつながるまちづくりの手法や制度 

まちづくりを進める上では、取り組みを応援する様々な手法や制度があります。景観づくりという点

からも利用できる一覧を参考に整理しています。また、まちづくりを支援する行政窓口もあります。迷

ったら、取組もうとする区の担当課や、景観関連の部署に相談してみましょう。 

手法・制度 概 要 
歴史を生かしたま
ちづくり 

所有者と協力し、要綱に基づき「登録」「認定」された歴史的建造物について、外観の保
全改修や維持管理に対して助成し、歴史的景観の保全・活用を図る制度です。 

歴史的景観保全活
用事業 

横浜サポーターズ寄付金（ふるさと納税）を通じた支援を原資とし、景観上重要な歴史的
建造物のリノベーションや、サイン・説明版の設置する制度です。 

ヨコハマ市民まち 
普請事業 

市民の方々が地域の特性を生かした身近な生活環境の整備（施設整備）を、自ら主体と
なって発意し実施することを目的として、市民の方々から身近なまちのハード整備に関
する提案を募集し、２段階の公開コンテストで選考された提案に対して整備助成金を交
付するなど市民が主体となった整備の支援を行う事業です。 

地域まちづくり 
ルール 

建物や土地利用などについて、地域まちづくり組織が地域住民等の理解や支持を得なが
ら、自主的に定めたルールを地域まちづくりルールとして、市長が認定する制度です。 

建築協定・景観協
定 

土地の所有者等の全員の合意によって、建築基準法等の「最低の基準」にさらに一定の
制限を加え、互いに守りあっていくことを「約束」し、その「約束」を市長が認可する
ものです。 

地区計画 都市計画法に基づいて定める特定の地区・街区レベルの都市計画です。 
まちづくりの方針や目標、道路・広場などの公共的施設（地区施設）、建築物等の用途、
規模、形態などの制限をきめ細かく定めるものです。 

公園愛護会、水辺
愛護会 

身近な公園や河川・水辺施設を横浜市と地域が協力して維持管理していく制度で、ボラ
ンティア団体として清掃・除草等の日常的な管理を行っていただくほか、公園での花壇
づくりでは行政が物品の提供や技術支援等を行います。水辺施設を活用した自主的な活
動も実施されています。 

社会実験 地域における賑わいの創出等の新たな施策や事業のために、関係行政機関、民間事業者、
市民等が、場所や期間を限定して活動等を試行、検証します。 

デザインレビュー 専門家を交えて関係者が一堂に会し、コンセプトや周辺との調和、地域の文脈との整合
等のデザインについて意見交換することで、良好な景観形成につながることが期待でき
ます。 

ワークショップ 参加者・利用者の意見を確認しつつ、デザインや活動内容等を共有しながら検討します。 
クラウドファンデ
ィング 

インターネット等を活用して不特定多数に対して取組への協力を呼びかけ、共感した
人々から資金調達を図る方法です。 

 景観制度に関すること：都市整備局景観調整課 

歴史的建造物に関すること：都市整備局都市デザイン室 

まちづくりの相談窓口：各区区政推進課 

地域のまちづくりに関すること：都市整備局地域まちづくり課 

市民活動や支援制度全般：市民活動支援センター 

地域まちづくり課発行 市民活動支援センター発行 
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