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  第１２６回 横浜市都市美対策審議会 議事録 

議題 １ 「横浜市景観計画（変更の案）」及び「山手地区都市景観協議地区（案）」について（審議） 

２ 横浜市景観ビジョンの改定について（報告） 

３ 各部会の開催状況について（報告） 

４ 都市デザインの広報について（報告） 

５ その他 

日時 平成３１年３月２９日（金） １０：００～１２：００ 

開催場所 横浜市開港記念会館 １号室 

出席委員

（敬称略） 

西村幸夫（会長）、大西晴之、加藤仁美、加茂紀和子、国吉直行、塩田久美子、鈴木智恵子、関和明、野

原卓、矢澤夏子 

欠席委員

（敬称略） 

岡部祥司、真田純子、中津秀之 

出席した 

幹事・書記 
幹事：松嵜尚紀（政策局長代理 政策部政策担当部長）、河岸茂樹（環境創造局長代理 政策調整部政策

課長）、中川理夫（建築局長代理 企画部長）、曽我幸治（道路局長代理 計画調整部長）、小林

英二（港湾局長代理 みなと賑わい振興部長）、小池政則（都市整備局長） 

書記：堀田和宏（都市整備局企画部長）、嶋田稔（都市整備局地域まちづくり部長） 

梶山祐実（都市整備局都市デザイン室長）、鴇田傑（都市整備局景観調整課長） 
説明者 議題１：足立哲郎（都市整備局都心再生課長）、島田浩和（都市整備局都心再生課担当係長） 

議題２：山田渚（都市整備局都市デザイン室 担当係長） 

議題３：鴇田傑（都市整備局景観調整課長）、山田渚（都市整備局都市デザイン室 担当係長） 

議題４：野田恒雄（都市整備局都市デザイン専門職職員） 

 

開催形態 公開（傍聴者 0名、記者 0名） 

決定事項 議題１：本日の意見を踏まえ法定手続きを進める。 

 

議  事 

 

 

 

（１）「横浜市景観計画（変更の案）」及び「山手地区都市景観協議地区（案）」について（審議） 

 

 

○西村会長 議事（１）「横浜市景観計画（変更の案）」及び「山手地区都市景観協議地区（案）」につい

て、事務局から説明をお願いします。 

 

議題１について、事務局から説明を行った。 

 

○西村会長 ありがとうございます。このように、景観計画や都市景観協議地区の記載内容について、こ

れまでこの会でも報告いただきましたけれども、景観審査部会の場でご議論いただいてきております。そ

の内容を踏まえた案で、公聴会等の手続きを経て本日付議しているということになります。イメージや詳

しい事例は、ガイドラインで示していきながら運用していくというご説明でした。それでは、本件につい

て何かご意見ありますでしょうか。いかがでしょうか。 

○国吉委員 景観審査部会なので、あまり質問してはまずいのですけれども、宅地の細分化についての市

民意見です。それに対する答えとして「山手地区都市景観ガイドラインでは、ゆとりある敷地と緑豊かな

街並みの形成をまちづくりの方針として明確にしていきます。」と書いてあるのですが、このときの敷地

の規模とか、その辺は何か見通しはどういうふうに。今後考えていくのか、今、既に持っているのか、そ

のあたりがどうか。 

つまりは、敷地面積の見通しがあるかどうか。敷地の細分化を課題にしているわけですから、どの程度

を目指すのか、あるいは抽象的なもので終わってしまうのか、それとも一定の指針みたいなものをつくっ

ていくのか。そのあたりをどうされるのかということです。 

○説明者（島田係長） 現在、横浜市のほうでは、これまでの山手地区景観風致保全要綱のほうでも敷地

面積についての制限が書かれていなかったというところもありまして、抽象的な表現にとどめておりま

す。地元のほうでは、地域のまちづくりのルールの中で165平米以上という数字がありますので、一つそ

れは目標数字というところはあります。 

○国吉委員 既に開発されてしまった、細分化されてしまったのはやむを得ないとしても、やはり一定の

目標を定めて、地域の方の合意を得ながら、地区計画とかそういうところで一定のものを定めていくとい

うのをやっておかないと、結局やられた後、開発計画が出てきた後ではもう手おくれになるので、その辺

は今回だけではなくて、随時そういう対応を図っていたほうがいいのではないかなと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○説明者（足立課長） 敷地面積の制限につきましては、すごく重要な要素だというふうに認識していま

す。実際、説明でもありましたが、地元にも何回か直接やりとりにお邪魔しているのですけれども、やは

り全体の方向性はいいのだけれども、敷地面積だけが気になる、いいのかということが意見としてありま

す。地元には山手まちづくり協定というのがありまして、以前は地域まちづくり推進条例に基づいて認定

がされていた基準なのですが、今はいろいろ経緯があって認定されていない状態なのですけれども、その

中では165平米以上にするということが書かれています。しかし、実際地域の皆さんの議論の中では、地

域で定めた165という数字さえ小さいので、もっと大きな200とか300であるべきだと、いろいろな意見が
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あります。一方で、認定基準として皆さんが共有しているのは165であったりして、実際、事業者さんが

例えば165を守っていても、もっと大きくするべきといった議論をどうしてもされてしまう状況です。な

ので、今現在、我々としましては、先ほどの34ページの細分化につきましては、やはり敷地面積の制限は

非常に権利を制限することになります。ただ一方で、山手の景観にはすごく重要な要素だというふうにも

思っています。なので、やはり地域の方々が皆さんの中でそういった議論をしていこうかどうかというと

ころがすごく重要だと思っていまして、地域としてそういった議論をしていこうということであれば、

我々も全力でサポートしようというふうに思っています。そういったことも含めて、まだまだ地元の皆さ

んとは話を重ねていかなければいけないかなとは思っているところです。なので、今現在では、そういっ

た見通しは持てていないというのが状況です。 

○国吉委員 160か165か200かというのはあるのかもしれませんが、165という従来協定でつくっていた案

そのものもどこにも明記されないと、それすらも崩れてしまうということがあって、その辺を、200でな

ければだめなのか、最低限のところで食いとめる方法も手を打っておかないともっとやばくなるのではな

いかという感じがしましたので、その辺、工夫をお願いしたいと思います。 

○説明者（足立課長） 引き続き、地域の皆様とはいろいろやりとりを交わす機会もありますので、しっ

かりそういった観点も議論し続けていきたいと思っています。 

○加藤委員 教えていただきたいのですが、パワーポイントの39、40、41の部分なのですけれども、外観

の変更に伴わないものは届出対象としていない。では、中身の用途の変更の話で、山手本通り沿いは飲食

店の営業を積極的に誘致しているので云々とあるのですが、建築基準法との関係をぜひ教えていただきた

いということです。私も柔軟に考えてよろしいとは思っているのですけれども、48条の許可があって、そ

の許可の基準の中にこの要綱の文言が入っていたりするのかとか、その辺のところを教えてください。 

○説明者（島田係長） まず、用途の話ということですけれども、山手町は第一種低層住居専用地域がベ

ースになっておりまして、現状、山手本通りで幾つか有名なレストランが実態としてはございますけれど

も、それらは用途地域の指定をされたのが昭和48年、山手地区景観風致保全要綱が制定されたのが昭和47

年という前年度でございまして、用途地域が指定される前の昭和40年代に建てられた飲食店ということ

で、そういうところで現在、既存不適格ということです。第一種低層住居専用地域では、店舗については

併用住宅のパターンで、店舗の面積が50平米以下というところが基本的なものでございます。今ある飲食

店というのは既存不適格の物件でございまして、新規の物件は実態としてはないという状況でございま

す。 

○加藤委員 今後、新規に認めていく中ではどうされるのかなと思ったわけなのですけれども、その辺は

いかがでしょうか。 

○説明者（島田係長） 基本的には、48条のような特例の許可というのはこれまでもなかったので、そう

いった物件がもしある場合は非常に慎重にならなければならないと思っております。山手町は観光地的な

ところもございますけれども、やはり居留地時代からの生活圏といった、学校ですとか教会とか、生活に

必要なものがある文教地区という特性があり、住居系の、住民がたくさん住んでいる場所でもございます

ので、そういった点から１件１件、そこは場所等も見きわめながら考えていけたらと思っております。基

本的には山手本通り以外には現状、飲食店というのがほとんどないというところでございますので、それ

以外は認めていかないというところは山手要綱の精神でございますので、それは引き続きやっていこうと

思っております。 

○加藤委員 例えば、協議にあがってくるみたいな話はあるのですか。 

○説明者（足立課長） 法律上は、まずこの景観制度の中では、用途の変更は対象になっていません。建

築基準法も、飲食店であれば特殊建築物と呼びまして、これまでですと100平米を超える変更をしようと

しますと建築確認が必要になります。最近その100平米がもうちょっと緩まってしまいそうなので、より

捉えにくくなるかもしれません。例えば50平米以内ですと、第一種低層住居専用地域に合う50平米ぐらい

のお店ですと、ほぼ建築的な手続きはなく法律的にはできてしまいます。一方で、飲食店であれば、区の

生活衛生課のほうに営業許可の手続きがありますので、そういったところでの情報共有はしっかりしてい

かなければいけないかなと思っています。そういった手続き環境の中で、いろいろなご相談があるとすれ

ば、今、係長が申し上げましたように、一つ一つ慎重に対応していく必要があるかなと思っています。 

○西村会長 今の確認ですけれども、40ページの反対意見の下のほうにある「山手本通り沿いの飲食店の

営業を積極的に誘致しており」というのは、事実誤認であるということなのですね。 

○説明者（足立課長） はい。そういった趣旨で表現をしているものではありません。ただ、否定せずに

きちんと議論をしていこうというスタンスではいるということになります。 

○野原委員 逆に言うと、「山手本通りに面する敷地以外での飲食店などの営業は避ける」なので、併用

も基本的には認めないとは言えないと思いますが、通り沿い以外は併用も含めてやらないように指導して

いくということでしょうか。 

○説明者（島田係長） そうですね。一応、通り沿い以外ですと、住宅地というのがここの地区の特徴で

ございますので、そういう姿勢でいこうと思っております。 

○説明者（足立課長） 恐らく用途地域の許可をする際には、建築審査会のほうでもそういった地域のま

ちづくりのルール等は尊重した上での話になると考えていますので、そういった対応を想定しておりま

す。 

○野原委員 私も景観審査部会なので、内容は前からお伺いしているのですが、ちょっと引いた目で見ま

すと、もともと山手地区はいろいろな制度が何重にもかかっていたので、一般の方々には非常にわかりに

くいというのが課題としてあったと思うのですけれども、今回もやはりわかりにくいなとちょっと思いま

した。うまく伝える術があるのかな、ないのかなというのがちょっと気にはなっていまして、例えばさっ

き高さの件も、地区計画の部分だけ抜くのですけれども、そういうのが全体で特定地区とかいろいろかけ

ているのに、中を見ると地区計画のところだけは地区計画が見ますみたいになっているのです。例えば、
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全く同じで地区計画に合わせた高さで景観計画も書くというのは難しいのかどうかということが気になり

ます。 

 あとは、基本的な質問で恐縮なのですけれども、準特定地区というのは特定地区と何が違うのでしたっ

けというのがちょっとわからなかったのです。それも特定地区Ａ、Ｂではだめなのかなとか、それぐらい

してもわかりにくいのはわかりにくいのですけれども、少なくともなるべく、ここの地区にはこういうも

のが制限になっているんだよというのができる限りわかりやすく伝わらないと。結果的には全部かかって

くるので全部チェックしなければいけないという意味では最終的にわかると思うのですけれども、何とな

くそこが複雑で理解しにくいなというところもあるかと思うのです。もちろん、技術的な部分もあると思

いますので、できる範囲は限られているとは思いますけれども、せっかく制度が変わっていくタイミング

なので、シンプル化をできるといいのかなと思いました。その辺、いかがでしょうか。 

○説明者（島田係長） ご意見ありがとうございます。実際運用していく中で、以前から複雑でわかりに

くいというご指摘がたびたび景観審査部会でもありましたので、今、策定を進めている都市景観形成ガイ

ドラインのほうで地区別、どの地区にどんなルールがかかっているのかといったものをわかりやすく表に

まとめたものや、図でまとめたもののページの作成を予定しております。実務的にはそういうところを見

てご理解いただけるよう、補完する形での用意をしております。 

 また、先ほどの特定地区と準特定地区の分けの違いは何かというところでございますが、特定地区につ

いては、今、具体的に言うと山手町と元町のところにかけておりまして、こちらの地区はもともと従来か

ら地元のほうでのまちづくりのルールがございまして、地元も運用する体制が整っているというところ

で、そういう形で、全域の基準と、もともと地元が持っているきめ細かい基準を、制度移行できるものは

今回制度移行しておりますので、そういう形で特定地区という位置づけにしております。準特定地区につ

きましては、市としてはこれから景観をよりよいものにしようと考えていくところでして、今回の場合

は、石川町の駅前のあたりの地区をかけてございます。ここは従来からまちづくり協議指針という、市の

ほうで持っていたものがございますが、内容的に緩やかなルールでございまして、それを今回、制度移行

はしておりますが、石川町の駅前は今、ＪＲさんのほうで駅のバリアフリー化が整備し終わったところで

して、別のところで駅前の河川の水上利用ということで、桟橋の検討とかも地元の皆さんとやっていると

ころがございまして、いろいろとまちづくりの機運が今後高まっていくというところがございますので、

そういったところですみ分けをして、このような形で整理しております。 

○野原委員 それは、かなり近い段階で特定地区に、言い方が正しいかわからないですけれども格上げを

目指しているので、あえてこういう書き方をしているという理解でいいですか。 

○説明者（島田係長） はい。今後そういうことになったら。 

○西村会長 ありがとうございます。複雑でわかりにくいのはガイドラインで別途対応するということで

すね。 

○鈴木委員 山手町に関してですけれども、西洋館を保存して公開するなどの観光地化も、市の歴史を生

かしたまちづくりとして、そういうのも大分ＰＲをしてきていますが、お住まいになっている方というの

は、基本的認識というのは住宅地と文教地区ということですよね。そうすると、両方の多少のせめぎ合い

みたいなことが出てくると思うのです。だから、地区の住民の方が理想としている山手の景観とかまちづ

くりとかそういうものと、外から来た方が横浜の異国情緒を楽しみたいといっても、今、関内地区がそう

いう歴史的建造物が激変してしまってあまりないですから、山手地区というのは本通り沿いに外交官の家

のほうからずっと港の見える丘公園のほうまで歩いても外から来た方も楽しいというか、面的に残してく

れているということをよくおっしゃられるのです。私なども時々行って感じるのですが、例えば飲食店は

積極的には誘致していないということですけれども、土地を歩いていて、20分、25分ぐらい端から端まで

歩くと、真冬とか真夏とかにすごく疲れてしまったりして、途中にちょっとお店があると休めていいなな

どと思う場所もやはりあるのです。そんなこともあるので、もし山手の景観に貢献するようなものであっ

たら、そういうものも多少許可する方向でもいいのかななどと思ったりすることもあります。というの

は、やはり外から歩いてきた方などは、どこに休めるところがあるのかわからなくて、夏などは顔を真っ

赤にして公開している洋館に飛び込んでくるのです。冬もやはり凍えそうな顔をして飛び込んでくるなど

というのを見ていますと、もし観光的なところも配慮するなら、多少そういうところは緩めつつ、もちろ

ん変わってはいるのですが、いらっしゃる方が、景観自体の全体の印象は20年前と変わらないねとおっし

ゃってくれるととてもうれしくて、そういう形でいいところを残してやっていくためにいろいろご協議い

ただいているのだと思うのです。話が飛んでしまったかもしれないですけれども、そういう市民的な視点

というか。 

 私もこれがきのうの朝送られてきて読んだのですが、いろいろ一生懸命やろうとしているということは

わかるのですけれども、あまり理解できなくて。例えば、高さの制限などにしても、大規模なマンション

が建ってしまったら山手の景観は本当にだめになってしまうし、もともと個人住宅地の良好な景観形成と

いうのがだんだんと崩れつつあるのかなと思いながら、高さとかいろいろな細かいことの取り決めをして

いかなければいけないのかなと思っています。前に山手町の住民の方が、まちづくり協定ですごく細かく

対応していらっしゃったのだけれども、それが今、あまり機能していないみたいなので、山手地区全体と

して意見を出せないと、例えば開発業者さんなどにも強いことは言えないと思います。地区での意見もよ

く聞いていただきたいなと、取りとめのないふうになってしまいましたけれども、そんなふうに思いまし

た。 

○西村会長 ありがとうございます。そういうご意見があるということですね。何かありますか。 

○説明者（島田係長） 地元には、まちづくりの協定がございまして、地元のいろいろな状況もあってう

まくいっていなかった時期も確かにございましたけれども、現在はまちづくりのルールを運用する地元の

組織も機能しておりまして、開発の案件があるたびに私たちとも連携しながらこれまで運用してきていま

す。きょうご説明したスライドの最後のほうでも、今後の話として、市のほうでは景観計画、都市景観協
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議地区に基づいて行政として指導してまいりますけれども、地域のほうでも地元のルールを使って事業者

と協議をしていきまして、お互い連携をしていきますので、そういう内容によって、先ほどの観光的な視

点でどうかといったところも、地域の意見も聞きながら、それがいいのか悪いのかということを横浜市と

地域のほうで一緒に話し合いながら、案件ごとに考えていきたいと思っております。ご意見ありがとうご

ざいました。 

○関委員 質問です。21のスライドの景観重要樹木、それから景観重要建造物の指定の方針ということ

で、これも景観審査部会で出ていましたので、項目というかポイントは理解しているつもりです。ここに

「今後、方針に基づき、指定の検討を行っていきます。」ということで、これはまだこれからの話だと思

うのですが、1980年のころに教育委員会の事業で最初の悉皆調査ですとか、歴史的建造物に相当するもの

を調べたときには、将来的には伝建地区にしていくみたいな想定もあったのです。それはちょっと部局と

いうか、都市計画的なことと関連はありますが直接イコールではないのですけれども、今、横浜市の認定

歴史的建造物もかなりありますし、市自体が取得している洋館もあって、減りこそすれ増えることはない

のですが、将来的にそういうものがどういう形になっていくかという、構想レベルでも何か。中期的な話

かもしれませんけれども、今回の景観計画等のちょっと範囲は超えてしまうのですが、何かありましたら

教えていただければと思います。 

○説明者（島田係長） 西洋館が年々減ってしまっているという点につきましては、デザイン室とともに

非常に危惧しております。今回、景観法に指定することによって、景観重要建造物という指定もできると

いうことで、これまで市のほうでは、市の認定歴史的建造物というものとか、市の指定有形文化財とか、

あとは景観条例というもので特定景観形成歴史的建造物といったツールを持ってございましたが、景観法

をつくることで景観重要建造物というツールもできるということです。昔は伝建地区みたいな話しかあり

ませんでしたけれども、建物単位でも今はいろいろな制度がございますので、洋館の相続の関係などでご

相談があったり、市のほうに開発の相談があったりするときには、デザイン室と一緒に連携して所有者さ

んとお話をさせていただいたりしております。そういった所有者様の意向などを聞きながら、どういった

制度が活用できて保存につなげられるのかというのは、局内で連携して引き続き考えていきたいというふ

うに思っております。 

○関委員 お答えありがとうございます。もう一点、鈴木委員の話されたことにちょっと関連するのです

けれども、観光地化していくので、休息場所とかでちょっとしたカフェみたいなものが必要ではないかと

いうことで、もともとはこの山手町の丘の上の地区に関しては元町がそういう機能で、丘の上は、おりて

いかなければだめなのですが、そちらで商業的な活動をというすみ分けが自然とできていたわけです。で

すから、それになるべく配置しないように、全部だめだということではないですが、例えばエリスマン邸

カフェとか外交官の家でしたか、増築したそういうところとか、点在はしているので、なるべくそういう

ところへおさまっていくように。あとは、既にある既存のものでうまく滞留していただくとか、そういう

進め方をぜひお願いしたいというふうに思います。住民ではないのでおせっかいというか、近くに住んで

いる市民としてですけれども、元町を使ってくださいみたいなことで観光のマネジメントをお願いしたい

と思います。 

○説明者（島田係長） 今、元町のＳＳ会さんのほうで、街の回遊施策的に山手町とうまく連携していき

たいというふうにいろいろと検討しておりまして、例えば山手町のほうで「花と器のハーモニー」とい

う、春先にあるお花のイベントを元町のほうまで昨年度は持ってきて一緒に連携してやったりとか、そう

いう中で、山手町を散策していただいた方に元町のほうにきていただいて、買い物、食事を楽しんでいた

だくということで、地元間でそういった連携も少しずつ図っていただいております。市もそういう元町の

まちづくりの話し合いの中にも参画しておりますので、そういうことも、できるようなことを積み重ねて

いきたいなと思っております。 

○関委員 ちょっとつけ加えると、アメリカ山に立体公園でエレベーターができて、以前は坂を上がって

こなければいけないというので、多少そういう便利なトランスポーテーションができていると思います。

そういうのをうまく告知していただいてという、ソフトの面でというのもあると思いますので、よろしく

お願いします。 

○西村会長 ありがとうございます。ちょっと確認ですけれども、関委員の最初の質問の、山手地区の

中・長期的な何か地区のビジョンはあるのかという質問だったと思うのですが、特にはないということで

すね。単体として対応していくというお答えだったけれども、ということですね。 

○説明者（島田委員） はい。 

○西村会長 わかりました。いずれにしても、景観重要建造物になれば、相続税の適正評価ということで

３割減になるので、それは大きいですよね。 

○鈴木委員 ちょっともう一つだけ。景観重要道路として、山手本通りと谷戸坂の２つが指名されていま

すけれども、山手は坂道がすごく多くて、大きなものだけでも４、５本あると思います。そういう坂道を

もう少し活用して、確かに私も上まで上がれる公園ができて坂道を全然歩かなくなってしまったのですけ

れども、でもやはり坂道は坂道の魅力があると思いますので、そういうのも景観の一つのポイントという

か、そういうものにしてほしいなという、これは要望ですけれども思いますが、いかがでしょうか。 

○説明者（島田係長） 景観計画の中で、坂道の見通し景観の確保というものも定めておりまして、坂道

からの山手の丘の上から関内側の市街地を見る、そういう眺望が古くから親しまれて、すばらしい景色も

ございます。そういった景観を守っていけるような、坂道の見通し景観確保も求めていきますので、そう

いったことをやりながら坂道の魅力アップに努めてまいりたいと思っています。 

○野原委員 40、41ページの意見の中で坂の話があって「骨格となる坂道というのは全部の坂だと思うの

だけれども、どこですか」という質問に対して、ご回答が「主に代官坂など」と書いてあり、日本語的に

はおかしいと思うのですが、谷戸坂は違うのかなとか。要は、こんなの言わないほうがよかったのにとい

うか、具体的な坂道をガイドラインでわかりやすく示したほうがよかったような気がしてしまったので
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す。決まっているのだったらちゃんと言ったほうがいいし、そうではなくて、もっと多様に坂道を考えて

いくのだということであればガイドラインで示すほうがよかったかなと思うのですけれども、これはどう

いう意図で回答されているのかというのを教えてください。 

○説明者（島田係長） まだ検討中のガイドラインの中で、これだというところを景観審査部会の議論の

中でもお示しができていなかったのでこのような回答をしているのですが、現在策定しているガイドライ

ンの中で、具体的にこの坂だというふうにはっきり文章として記載をしようと思っております。今おっし

ゃられた谷戸坂とか代官坂とか、アメリカ山公園から続く坂というのも、今、アメリカ山公園にも駅から

の直通エレベーターができまして、非常に人通りが多い坂になっておりますので、そういった坂を示して

いるときちんとわかるように、文章として記載をしようと考えております。 

○野原委員 せっかく基準と行為指針があるので、全部の坂でもちゃんと配慮はしてほしいなと思ったり

するので、書くことによってうちの坂は関係ないとならないようにしてほしいなと思います。とはいえ、

やはり骨格になる部分はより高めていきたいということであれば、それがわかるような表現をしていただ

けるといいなと思います。 

○西村会長 確認ですけれども、意見書が出て、意見書には反対意見と書いてあるけれども、むしろ規制

を強化すべきだというので、計画そのものに反対しているという感じはしないのです。それともう一つ

は、それに対する市の見解はどういう形で公表されているのですか。これはどこかに、こういうふうに考

えているというのが公になるものなのでしょうか。 

○説明者（足立課長） 既に横浜市のホームページで公開しています。 

○西村会長 こういう形で答えがでているということですね。わかりました。 

○説明者（足立課長） ただ、制度が始まりますと、こういった見解とかは全く皆さんが参考にされず

に、あくまでガイドラインとか、そういった内容でご案内していきますので、今の野原委員のご心配の部

分につきましては短期間的になくなっていくようなものだと思っていますので、しっかりガイドラインで

指導していきたいというふうに思います。 

○西村会長 ガイドラインができればね、それがもう根拠になりますから。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございました。たくさん意見が出ました。昭和47年にできた要綱とい

うので、これは日本で最初にできた、総合的な眺望景観を保全するような非常に先進的なものがこういう

形で法定化していったということは非常に感慨深いものがあるわけでありますが、そういう事案でありま

した。 

 

 

（２）横浜市景観ビジョンの改定について（報告） 

  

○西村会長 議事（２）「横浜市景観ビジョンの改定について」、事務局から説明をお願いします。 

 

議題２について、事務局から説明を行った。 

 

○西村会長 改定したビジョンをこれからどう生かしていくかということに関して、何かいろいろな知恵

があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 まず確認ですが、基本的にはホームページ上にＰＤＦで載せていて、それを見てもらうというのがメー

ンなのですね。 

○説明者（山田係長） そうですね。本編だけでも、実践ガイドだけでもダウンロードできます。 

○加藤委員 ２つあるのですけれども、景観づくりの周知と啓発というのがあり、１つは 18 区の区役所

に、担当部署というか、担当の職員は配置されているのでしょうか。ないのであればぜひということが１

つです。 

 それから、２つ目です。開発調整の機会を云々とあるのですけれども、例えば今回山手でもありました

が、ある一定規模の建物というか、開発による建物等というのは、周辺に及ぼす影響が非常に大きいの

で、これをまさに開発協議をする、景観協議をするようなシステムにしていくとかができるといいなとい

うふうに思うのです。その辺はいかがでしょうか。 

○説明者（山田係長） ご意見ありがとうございます。まず、18 区につきましては、各区の区政推進課に

建築職や土木職という技術職員を中心にまちづくり担当職員がおり、その中で、建築協定ですとか、市民

による景観づくりに関するようなところの窓口にもなっており、そういうところがまずは市民の方々の要

望を受けるというところになっておりますので、そことの連携を強くしていくことで意見を吸い上げて、

景観づくりのきっかけづくりをしていきたいなと思っております。 

 次に開発調整の機会なのですけれども、今も景観条例で景観協議地区ですとか、あとは地区計画の策定

時や、マル環案件で、都市デザイン室もエリア担当としても、開発の業者さんや設計者さんと一緒に協議

をするという機会がたくさんあります。今回改定に際しては、なかなかそこで景観の意義というのを理解

していただくというのが難しいという課題も、制度を始めて10年経った中でありました。そういった協議

の場でより使える景観ビジョンにしようと、内容も事業者の方々が見てわかりやすいようなものにした

い、横浜市が何を目指しているのかわかりやすくしたい、ということで記載しておりますので、ぜひこの

景観ビジョンを使って、協議の場で示しながら円滑に進めていきたいというふうに思っております。 

○加藤委員 ということは、郊外部でも景観協議の場があると思ってよろしいのですね。 

○説明者（山田係長） あると思います。 

○加藤委員 わかりました。こういう規模のものについてはやらなければいけないということが位置づけ

られたりしているのですか。 

○説明者（山田係長） 先ほども山手の中でありましたけれども、景観協議地区というのが、特に都心部
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の関内ですとかみなとみらい地区、あとは今度新しく山手もできますし、そういったところでは協議をす

るということになっておりますので。 

○加藤委員 郊外では特にないわけですね。 

○説明者（山田係長） 郊外では、例えば地区計画を策定するときに、形態意匠制限に合致するかという

ところで、ある程度の規模のところについては協議を、都市美等に付議して行うということになっており

ます。 

○加藤委員 都市美担当の方との協議ということですね。 

○説明者（山田係長） エリア担当がおります。例えば、郊外部ですと地域まちづくり課といったところ

で地区計画の策定等の機会で協議をしております。 

○加藤委員 わかりました。そういうことですね。専門家との協議ですね。やや市民レベルとの協議があ

るのだったらいいなと思っていたのですけれども、それはちょっと趣旨が違うのかな。何か市民も巻き込

んでそういうことができるといいなと思ったというのが私の意見でございます。 

反対運動になってはまずいと思うのですけれども、そういうことの中からその地域の景観がどうあるべき

かということを練り上げていく素材にはなると思うのです。将来的にでも結構ですけれども、そういうふ

うな流れになるとよいのではないかというふうに私は思っています。意見でございます。 

○西村会長 実践ガイドはそういうふうに使えるように随分工夫をされた、議論はやりましたけれども。

要望があるということです。 

○野原委員 今回非常にチャレンジングというか、魅力的な景観ビジョンを策定いただいたのですけれど

も、ただ、正確に言うと景観ビジョンというより「景観づくりビジョン」な気がしています。つまり、つ

くり方が書いてあるのですけれども、どんな景観にしますというのはあまり書いていないですよね。つま

り、みんなこれを見て考えなさいと、みたいなことになっているのです。今の加藤委員のお話にも関連し

て、街全体で何かが起こったときにやはりよりどころがないと、そこからみんなで考えましょうと言って

いる間に建ってしまいましたということになるとなかなか難しいという意味で、考えることは大事なので

すけれども、考えた結果をどういう形で制度に含めて反映していくかというのがすごく大事なのではない

かと思います。今、そういうふうな形で具体的にあるのは、まさに先ほどあった特定の景観協議地区しか

ないのではないかという気がしています。今回、今は４地区なのですが、増やしていこうという目標なの

か、それとも、また別の仕組みを使って、実際の景観ビジョンそのものというか、景観の中身をこういう

ふうですよというのをみんなで考えたりして、それをアウトプットして、かつそれをみんなで守っていく

というか運用していくというものなのか。そういう形をつくらないと、実際は考えるだけで、個人が頑張

りなさいというのであれば個人はこれを見るのでしょうけれども、街全体の景観のあり方というもののア

ウトプットが、最終的にどの単位のどんなものになっていくイメージなのかというのをちょっと教えてい

ただければと思うのです。 

○梶山書記 もちろん、景観計画のエリアを増やすことが必要なところについては今後も順次増やしてい

きたいと思っておりますが、そういったところはかなり限られてくるとは思います。地域のまちづくり等

をどういうふうに担保していったり、それをルール化していくというのは、もともとある地域のまちづく

りのルールの制度ですとか、例えば建築協定みたいなものが適している地区ですとか、多分地域によって

どういった制度に位置づけていったらいいかなど、特色がそれぞれ異なってくると思います。いろいろな

制度を活用しながら、必ずしも景観計画ですとか景観条例に限らず、あとは事業でいろいろ動かしていく

というエリアも相当多くなってくると思いますので、そういう中で地域に合わせた形でのいろいろな対応

を考えていきたいというふうに思っています。 

○野原委員 他自治体さんでもこういう景観をやるとき、最近アドバイザーとか協議というのはどんどん

増えてきていると思います。皆さん困るのは、よりどころがないというか、指導するときに何を根拠に指

導していいかわからないというのがいつもあるような気がしています。そういう意味では、ここで一番大

事にしているのはこの部分なので、この部分に関しては何とかみんなで大事にしていきましょうというの

が明確であればあるほど、そういうところでは使いやすいと思うのです。これはでも、そういう部分もみ

んなでちゃんと考えていきましょうというふうになっていて、非常にチャレンジングでいいと思うのです

けれども、その考えた先がどこに落ちつくのかというのも、今後あわせて考えていただけると。実際、実

務レベルではどこもその辺でみんな困っているところがあるのかなと思いますので、ぜひその後のあり方

も少しご検討いただきたいと思います。 

○西村会長 横浜は創造的協議とうたっているので、その辺も創造性を持っていないといけないという。

難しいことになるわけですけれども、でもそれも大事なのかと。 

○大西委員 今回の景観の改定版も大変な力作だと感心しておるのですけれども、こういう景観をつくる

にしても横浜市全体としてエリアごとの長期のまちづくりとか、そういうことが土台にならないと、どう

いうふうに指導していくのかとか、どういう方向に進むのかというのが非常に難しい話だと私は思うので

す。先ほど、山手地区の話が出まして、またこれからやはり、関内だとか関外だとかをどういう街にする

のかというマスタープランみたいなものがないと、景観一つにしてもどういうような方向に進んでいった

らいいのかなと迷うと思います。一つの例として、20 年以上前になりますけれどもみなとみらいのプラン

ができたときに、ああいう大きなマスタープランができて、20 年かかってやっと最終段階を迎えているわ

けです。非常に時間はかかったけれども、一つの街というかエリアというか、非常に統一性のとれたもの

ができてきて、今度脚光を浴びて、横浜でも中心的な位置を占めたというのも、ああいうマスタープラン

があって、それに沿って進めてきた結果ではないのかなというように私は思っております。そういう意味

で、横浜といっても非常に中心地と郊外地と全然条件は違いますけれども、エリアごとに、身近な例で言

えば、関内・関外はこういうようなまちづくりをする、そのためには景観もこういうふうに指導したいと

か、そういうことをもし考えていただければ、私は非常にいいのではないかなという一つの意見を持って

おります。 
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○梶山書記 こういった景観の計画などを考える上で、大きな街のビジョンですとか、そういったものは

必要だと思っております。例えば今、現状でも都心臨海部とかでいきますと、都心臨海部マスタープラン

ですとか、そういったものもございます。一つ事例でいきますと、今度、現庁舎の街区周辺にいろいろ開

発が起こるというところになりまして、その中でエリアコンセプトブックという、エリアのコンセプトを

今後の将来の計画として出していくというようなことをやっております。やはり大きなエリアの話と、も

う少し限られたエリアのところでもそういった計画が必要なところは順次今後も検討していきながら、そ

れとあわせてこういった景観計画を運用していくということが重要だというふうには思っております。 

○西村会長 全てをこの中で描き切ることは難しいので、役割がそれぞれの計画にあるのだと思います

が、非常に重要なご意見だと思います。 

○加茂委員 長年にわたる協議の中でこういうような本ができて本当によかったと思っているのですけれ

ども、ずっとここの中でも多分議論があった、ではこの本をつくってどうするのか、やはりそこだと思う

のです。私もこの審議会とかに参加させていただいて初めて知るようなことがいろいろあって、あとは横

浜に事務所を移してから 15 年ぐらいあって、横浜も見ることがあって、こんなところがあるのかみたい

な、そういう知ることということがすごく重要なのだなと思っています。愛着というのは、やはり知らな

いとわからないという種類のものだと思います。ぜひ、以前にもここで話題になったと思うのですけれど

も、何か横浜めぐりのようなツアーを企画していただくとか。横浜はバスルートが各地をめぐっているの

です。バスって、行くと結構いろいろなところが地盤めぐりから見えて、ただ、非常にわかりにくいとこ

ろもあるので、ある交通網とのネットワークの中でこういうところがあるよというようなことを位置づけ

ていただくようなマップだったり、日常的に横浜を知っていくという、そのようなものの仕掛けの中から

愛着を生み出すとかに、これは非常に役立つ一つのテキストブックになっていくのではないかなと期待を

持っています。 

 それから、子供とのワークショップの絵が後ろのほうにあったりするのですけれども、やはり小学校の

とき、中学校のときという、自分の地元というようなものが、地域というようなものが非常に意識され、

これから教育環境もそういうふうになっていくと思うのですが、ぜひ総合学習のところにこういうような

ものを組み込んでいただく。それは働きかけや教育との関連の中で本当に組み込んでいければいいことな

のではないかなと思いました。 

 あと、私たち世代とかも、時々街を歩いていると結構ご高齢の方々が連れ立って街歩きをしていらっし

ゃるような姿も見ることが多いのです。私も非常に街歩きは楽しみにしていまして、そういう市民運動と

いうか、そういうようなものがもっと盛んになって、楽しみを持ったまちづくりみたいな視点、そういう

ものが培われるような仕掛けを一緒にしていただけるといいなと思いました。以上です。 

○西村会長 今後の使い道としてですね。ありがとうございます。 

○関委員 ちょっと感想みたいなのですけれども、確かに景観づくりのビジョンということだと思うので

す。大きく６つにゾーンを分けて、これは今ある現状の性格を分類したというか、その中でポイントとし

て挙げられている10の要件、魅力的な街並みとかで、もちろん全ていいのですけれども、それが先ほどの

高密度な既成市街地、山手はそうなっていると思います。では、その山手の中で一つ一つの項目が具体的

にどうなるか。あと最近の例では、国吉先生のもと、金沢八景駅前が30年かかって、それぞれのローカル

な場所で、こういう枠組みはなかったのですが、結果的には共通するようなことをずっと考えてきて、実

際のまちづくりあるいは景観づくりが行われているというのがあるので、やはりそれを何か、この活用の

中でいろいろ項目を、実際に誰がそういうアクション、活動をするか。実際に動くか行動するかみたいな

こと、先ほどの若い世代に対する景観の教育と言うとあれですけれども、何か知ってもらって、重要だと

いうようなことを理解してもらうとかという、実際にそれをやっていくというための体制が必要かなと。 

それをどうやるのか、学校を使うのか、またいろいろなグループを立ち上げるのか、先ほどの18の区に

それぞれ景観ビジョンに基づいて広めていくというか普及していくような担当の方を配置するのか、いろ

いろなことがこれから必要になってくると思うのです。金沢八景も30年以上前からやってきて、進み出す

と一気になるのです。その辺が街の変化の、特に駅前の開発みたいなのが、いわば最初に想定していたも

のとは随分意外な形で実現したりするというのをつい直近で体験したので、これも非常に息の長い話にな

ると思いますけれども、この 10 のポイントを実質化していく、その活動が、行政だけではなくて、事業

者、市民でまさに必要だという。感想で申しわけないのですけれども、じっくり読ませていただいて、何

かお手伝いできればみたいなことも考えていました。 

○国吉委員 具体的にどう展開するかというときに、大体こういうビジョンをつくるときには、普通はこ

ことここをやろうとかいうふうに思って実際の狙いがあるのですよね。ですからやはり幾つか、郊外部で

はこことこことか、都心部ではこことか、狙いを定めて、少しその気運があるところをプッシュするみた

いなことでいかないと、ゼロから開発するととてもじゃなくて。あるいは先ほど関先生にお話しいただい

た金沢八景周辺はやっと山を越えたのですが、あとは地域の委員会がやることになっていて、市は一歩引

いて市街地調整課とかでバックアップするのですけれども、事務所はなくなるのです。そのときに何かや

はり市のほうでもサポートするみたいな感じで、今がチャンスで一緒にやりませんかというふうにやると

かですね。あるいは、地域まちづくり条例絡みなどとも関係して、そういうビジョンづくりの運営費をち

ょっと補助するとか、そういうので気運を高めていくとか、そういうものも少し必要で、具体的な事例が

少し可能性のあるところで幾つかあれば、そこだと区役所のこともわかりやすいので、そこを軸に少し広

げてみるとか、そんなことの作戦をお考えになったらどうかなと思います。これは提言です。 

○西村会長 使い方の戦略的な利用法ということですね。ありがとうございます。 

○加藤委員 この冊子はきれいにできているのですけれども、やはりよりどころをつくるためにはどう使

うかという話があると思うのです。それで、先ほどの街歩きの話ですとか、頑張るエリアがあるのではな

いかというお話がありましたけれども、まず基本的に地図があって、その中で、例えば前も申し上げまし

たが、地域まちづくり計画で頑張ったところとか、それから地区計画がかかっているところ、建築協定が
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かかっているところ、これはまさに景観と大きな絡みがあるわけですよね。もちろん横浜市にはあると思

うのですけれども、そういうのをもう一つ実践バージョンみたいな形できちんとつくって、それを持ちな

がら、では、そのエリアではどんな景観ガイドラインというのが必要なのか。それも小さなエリアになる

かもしれませんけれども、そういうのを積み重ねていかないと何もよりどころができないと思うのです。

なので、そういうステップに今度は行くように、ぜひ区ごとに頑張っていただきたいなというふうに思い

ました。 

○西村会長 いろいろサジェスチョンをいただいたので、うまく使ってください。よろしくお願いしま

す。 

 

 

（３）各部会の開催状況について（報告）  

 

 ・各部会の開催状況について、事務局から説明を行った。 

 

 

（４）都市デザインの広報について（報告）   

 

・都市デザインの広報について、事務局から説明を行った。 

 

 

○西村会長  

 議事は以上ですけれども、何か事務局から簡単に確認していただけますか。 

 

○梶山書記  

それでは、本日の審議案件について、確認をさせていただきたいと思います。議事１「横浜市景観計画

（変更の案）」及び「山手地区都市景観協議地区（案）」について、今後の運用について敷地面積の最低

限度の話、店舗用途の取り扱いなど、いろいろご意見をいただきましたが、案についてはご了承いただい

たということで、今後、都市計画審議会のほうで意見聴取を行いながら、最終的な案の確定をしていきた

いと思っております。議題については以上でございます。 

 また、本日の審議会の議事録につきましては、あらかじめ指定した者の確認を得た上でそれを閲覧に供

することとなっております。本日の議事録は会長の確認をいただき閲覧に供することとさせていただきた

いと思います。 

 

○西村会長 

 ありがとうございました。次回の日程等について、事務局からご説明ください。 

 

○梶山書記 

 現在の委員の任期は 2019 年８月６日までとなり、この構成による本会は今回で最後という形になりま

す。次回は改選後になると思いますので、また改めて日程調整をさせていただきます。 

 

閉 会 

資  料 資料１：「横浜市景観計画（変更の案）」及び「山手地区都市景観協議地区（案）」について 

資料２：横浜市景観ビジョンの改定について 

資料３：各部会の開催状況について 

資料４：都市デザインの広報について 

資料５：都市美対策審議会市民委員募集について（その他資料） 

その他：第 125 回横浜市都市美対策審議会議事録 

特記事項 ・本日の議事録については、会長が確認する。 

・次回開催の日程等は、別途個別に日程調整する。 

 



横浜市都市美対策審議会（令和元年８月７日～） 部会構成（案） 

 

（敬称略） 

政策検討部会 

部会長 西村 幸夫 神戸芸術工科大学大学院芸術工学研究機構長・教授／東京大学

名誉教授（都市デザイン） 
委員 大西 晴之 横浜商工会議所 
〃 国吉 直行 横浜市立大学客員教授（都市デザイン） 
〃 真田 純子 東京工業大学環境・社会理工学院准教授（景観） 
〃 鈴木 智恵子 公益財団法人日本文藝家協会会員 
〃 関 和明 関東学院大学名誉教授（建築史） 
〃 中島 美紅 公募市民委員 

 
 

景観審査部会 

部会長 国吉 直行 横浜市立大学客員教授（都市デザイン） 
委員 加茂 紀和子 名古屋工業大学工学部社会工学科教授（建築） 
〃 小林 徹 公募市民委員 
〃 野原 卓 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院准教授（都市計

画） 
〃 福岡 孝則 東京農業大学地域環境科学部造園科学科（ランドスケープ） 
〃 矢澤 夏子 神奈川県弁護士会弁護士 
〃 山家 京子 神奈川大学工学部建築学科（都市計画） 

 
 
表彰広報部会 

部会長 関 和明 関東学院大学名誉教授（建築史） 
委員 大西 晴之 横浜商工会議所 
〃 真田 純子 東京工業大学環境・社会理工学院准教授（景観） 
〃 鈴木 智恵子 公益財団法人日本文藝家協会会員 
〃 中島 美紅 公募市民委員 

 
 
措置命令部会 

部会長 矢澤 夏子 神奈川県弁護士会 弁護士 
委員 大西 晴之 横浜商工会議所 
〃 加茂 紀和子 名古屋工業大学工学部社会工学科教授（建築） 
〃 関 和明 関東学院大学名誉教授（建築史） 
〃 野原 卓 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院准教授（都市計

画） 
 

資料２ 



関内駅前地区における景観計画の変更等について（報告）

１ 趣旨

現在の景観計画及び都市景観協議地区の「市庁舎前面特定地区」は、関内駅前に市庁舎があること
を前提に定められています。
そのため、市庁舎移転及び現市庁舎活用事業にあわせて、景観計画及び都市景観協議地区の変更を

行います。また、「関内駅前地区地区計画」において、建築物等の形態意匠の制限を定めます。
以上に関して、今後、政策検討部会でご審議いただきながら進めていきます。

２ これまでの経緯

資料３－１

■平成30年３月７日 第124回都市美対策審議会（親会）
「現市庁舎街区等活用事業の進捗について（報告）」

＜添付資料＞関内駅周辺地区の高さの考え方等について

■平成30年７月13日 第125回都市美対策審議会（親会）
「現市庁舎街区等活用事業の進捗について（報告）」
＜添付資料＞横浜市現市庁舎等活用事業の進捗状況について

ACB （景観部分抜粋）

■平成30年12月11日 第47回都市美対策審議会景観審査部会
「現市庁舎街区等活用事業の進捗について（報告）」

＜添付資料＞現市庁舎等活用事業の進捗について
ACB （景観部分抜粋）

４ 景観計画・都市景観協議地区の変更について

５ 関内駅前地区地区計画の策定について

関内地区の玄関口として魅力と品格のある景観形成を行うため、「市庁舎前面特定地区」と「関
内駅前準特定地区」を一体として「関内駅前特定地区」とし、普遍的な景観形成上の要素を継承し
つつ、景観形成基準及び屋外広告物の制限等を定めます。併せて、計画図の変更を行います。
なお、変更内容については、政策検討部会でご審議いただきます。

関内駅前地区（左図エリア）において、新たに地区計
画を定め、市庁舎移転後のまちづくりの推進・「国際的
な産学連携」「観光・集客」機能の誘導を行います。
地区計画における、建築物等の形態意匠の制限の内容

については、政策検討部会でご意見をいただきます。

６ 今後のスケジュール（予定）

景観計画変更等の手続き （参考：現市庁舎街区活用事業）

2019年

９月頃 事業予定者決定

10月頃 政策検討部会① 基本協定の締結（予定）

11月頃 政策検討部会②

12月

2020年

～ 景観計画変更手続き

６月 （縦覧等） 市庁舎移転

７月

８月頃 都市美対策審議会

～

11月頃 都市計画審議会

12月頃
景観計画等変更の告示（予定）
地区計画等の都市計画告示（予定）

定期借地権設定契約等の締結（予定）

2021年 １月以降 工事着手

３ 関内駅前地区における景観の考え方

横浜市では、これまで横浜市景観計画における下記４つの方針に基づいて、関内地区の街並みを更に魅力
的なものとし、世界に誇れる横浜の顔づくりを行ってきました。
【関内地区全域の方針】
Ⅰわかりやすく、奥行きと賑わいのある界隈を巡り歩いて楽しめる街を創る。
Ⅱ関内地区の街並みの特徴を生かし、ミナト横浜を感じる眺望が楽しめる街を創る。
Ⅲ開港の歴史や文化の蓄積を活かしながら新しい文化を生み出す街を創る。
Ⅳ多様な都市機能がコンパクトに複合する、活力ある街を創る。

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。
これまで横浜市では、現市庁舎街区の周辺を横浜市景観計画において、「市庁舎前面特定地区」等に位置

付け、調和した街並みとゆとりある空間となるよう景観形成に取り組んできましたが、新たなまちづくりを
進めるにあたっては、
○関内地区の玄関口としての風格のある景観と、多くの人で賑わう魅力的な駅前空間の形成
○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
○「開港の地」としての歴史性

を普遍的な景観形成上の要素として継承しつつ、一部基準の改正などを行いながら、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。
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。

現市庁舎街区活用事業においては、事業者公募に際し、現庁舎街区の活用に期待する方向性やイメ
ージを伝えるために「関内駅周辺地区エリアコンセプトブック（以下、ACB）」＜資料３－２＞を策
定し、公募資料としています。ACBのうち、景観に関する項目については、下記の都市美対策審議会
及び景観審査部会においてご意見をいただきながら策定しました。

ACBでは、関内駅前地区における景観について、次のように定めています。

【 ACB  P.10 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～】

関内駅前地区地区計画の範囲（検討中）



関内地区における山手の丘からの眺望景観や水際からの眺望景観は、「ミナト横浜」を特徴付ける
ものです。これまで街づくり協議指針や景観風致保全要綱、地区計画などにより建物高さや壁面位置
等の誘導を行ってきました。そのため、関内地区において高層の建築物を建てる場合は、高層部の色
彩や街並みとの向き・形態、圧迫感や長大感の軽減などに対して配慮をした魅力ある眺望づくりが求
められます。

●遠景について

関内・関外地区の特徴は中低層の建築物を主体とした街並
みの連続性です。これまでに地区計画やまちづくり協定など
により高さの規定を設け、景観形成に取り組んできました。
関内地区の顔ともいえる当該敷地では、駅前の大規模空間と
しての象徴性だけでなく、周囲の街並みとの調和も重要であ
り、主に中低層部分による近景の形成の中で、その配慮が求
められます。
また、高層建築物を建てる場合は、その高層部分において

も、魅力的な近景の形成が重要です。歩行者の視点からの駅
前空間の印象に配慮し、高層部の形態意匠を工夫し、視点場
からの魅力的な眺望景観の演出が求められます。

●近景について

●緑の配置と演出
■歩行者動線を意識した
緑の配置
緑の軸線を構成する周辺の

環境を踏まえつつ、施設の特
性やそれに応じてこの場所で
生み出される人の交流等を想
定して、効果的な緑の配置を
検討することが重要です。

■歩行者の視線を意識した
緑量感の演出
歩行者の視線を意識した建

物の緑化などにより緑量感を
演出することで、落ち着いた
潤いのある空間を創ることが
できます。

●形態意匠（魅力ある施設・空間）
これまで関内地区においては、横浜市景観計画における関内地区全域の10の行為指針にもあるよう

に、「歩行者空間」「通りの低層部のしつらえ」「連続性ある賑わい」「関内地区の魅力、個性、街
並みの特徴」「中層、高層のデザイン」などを重視して景観形成を行ってきました。本事業において
施設を計画する際は、低層部においては、これまでの関内らしい景観形成の方針を継承し、高層部を
設ける場合は、低層部との関係性を重視することが求められます。

●その他、現市庁舎建物を活用する場合の手法等

【参考】ACBで示した、現市庁舎街区活用に求める景観の考え方（抜粋）

◇既存建物を全て活用 ◇既存建物を部分的に活用 ◇復元して活用 ◇特徴ある部位を活用

視点場例１：海側より（大さん橋より）

視点場例２：山手より（山手イタリア山庭園より）

要素１：回遊性ある足元空間 要素２：周辺と調和した低層部 要素３：品格ある中高層部

要素４：歴史と格調ある空間 要素５：外と連続性のある屋内空間

A：壁面の緑化 B：立体的緑化 C：屋内緑化

A：回遊性を生む
緑の配置

B：賑わいや滞留を生む
緑の配置

C：視線を誘導し、
つなぐ緑の配置

視点場A：関内駅南口からの見え方 視点場B：横浜公園からの見え方 視点場C：ベイスターズ通りからの見え方

視点場D：尾上町通りからの見え方 視点場E：大通り公園からの見え方 関内地区における中低層の建築物の街並み
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関内駅周辺地区の
新たなまちづくり 

 
現市庁舎街区活用
に期待するもの 

関内駅周辺地区エリアコンセプトブックとは
　関内駅周辺地区は、横浜の顔として長年にわたり市民に

親しまれてきた地区です。この地区の市庁舎移転後の新た

なまちづくりの方向性と現市庁舎街区における開発計画

は、今後の関内・関外地区をはじめとした都心臨海部全体

にとって非常に重要なものとなります。

　そこで、現市庁舎街区活用の公募においては、募集要

項と連動して新たなまちづくりの方向性等を示すものと

して、「関内駅周辺地区エリアコンセプトブック」（以下、「エ

リアコンセプトブック」という）を策定します。

　エリアコンセプトブックでは、第１章において、「関内駅周

辺地区の新たなまちづくり」を示し、第２章において、現市

庁舎街区の公募の提案者に向けたメッセージとして、募集

要項と連動した複数の望ましい活用イメージ例など「現市

庁舎街区活用に期待するもの」を示します。

第１章 第２章
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関内駅周辺地区の新たなまちづくり

第１章

１



0 0.5 1km

関内・関外地区のまちづくり１-１
都心臨海部における関内・関外地区の位置付け

　横浜市の都心臨海部は、開港を契機に、海外諸国との交易の中心地となり、世界中から集まる人・モノ・カネ・情報・文

化であふれ、近代日本の成長をけん引するエリアとして、目覚ましい発展を遂げてきました。中でも、その中心にあった現

在の関内地区では、外国人居留地の誕生など、国際性豊かな市街地が形成されるとともに、外国人技術者による近代的

な技術の導入等が進められ、時代の先駆けとなるまちづくりが進められてきました。

　その後、高度経済成長を迎える一方で、様々な都市問題が発生する中、現在の横浜市の骨格をつくる「六大事業」の中

の一つである「都心部強化事業」により、港湾機能の質的転換が図られ、当時分断されていた関内・関外地区と横浜駅周

辺地区の二つの核がみなとみらい21地区でつながり、一体化した新しい都心臨海部が形成されました。

　横浜駅周辺地区やみなとみらい21地区では、国際的な企業が立地する業務拠点をはじめ、広域的な商業拠点、国内有

数の大規模コンベンション施設など、横浜経済をけん引する都心機能がコンパクトに集積しています。

　一方、関内・関外地区においても、古くからの地場産業や、個性豊かな界隈など、都市の活動を支える様々な機能が集

積しており、近年では特に、港町ならではの個性的で魅力ある資源を活かした文化芸術活動が展開され、都市の新しい

価値や魅力が創出されています。

1章　関内駅周辺地区の新たなまちづくり
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出典：横浜異人商館之図
貞秀図　文久元年

（横浜開港資料館所蔵）

馬車道

中華街 象の鼻 山下公園

日本大通り 元町

出典：横浜各国商館真図
三代広重画　明治５年
（横浜開港資料館所蔵）

出典：横浜パノラマ〔絵はがき〕
20世紀初頭

（横浜開港資料館所蔵）

出典：山下公園〔絵はがき〕
昭和期

（横浜開港資料館所蔵）

　横浜港の開港以来、横浜の中心地として発展を遂げてきた関内地区には、港町ならではの歴史・文化が息づいており、

街中には、開港時の面影を色濃く残す歴史的建造物や土木産業遺構などが点在し、横浜の歴史や物語を伝える横浜な

らではの風景を構成しています。また、異国情緒あふれる飲食店やバーなどが残り、開港の地ならではの国際的な雰囲

気が感じられる街となっています。

　これらは、横浜らしさを語り継ぐ貴重な資源として、文化財制度とも連携しながら、まちづくりの中で保存・活用が進め

られており、現在でも多くの人々に親しまれています。

　また、公園や緑地、パブリックスペース等の積極的な整備や、港を意識した街並み景観の形成に取り組んできました。

その結果、都心と港・水際線がつながる臨海部の空間・景観は、横浜ブランドを構成する大きな魅力として広く認識され

ています。また、街中でも、地域の魅力と個性を活かした都市デザインの取組が展開され、美しさ、楽しさが感じられる豊

かな都市空間が形成されています。

　関内・関外地区は、17世紀の吉田新田の開墾にはじまり、幕末の外国人居留地誕生とともに、それを支える日本人街が

形成され、併せて官公庁施設などの立地が進んだことで、横浜の原点として発展を遂げました。その後、諸外国との交易

の急速な発展により、貿易に関連する業務機能及び物販店・飲食業などの集積が進み、業務機能や商業機能を中心とし

た街が形成されてきた歴史があります。

関内・関外地区の歴史と、人々を惹き付けるまち

■関内駅周辺地区AREA CONCEPT BOOK
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　憩い・くつろぐ緑豊かな空間
に加え、スポーツの拠点となる
横浜スタジアムにより街の賑わ
いが生まれている。

横浜公園・
横浜スタジアム

　緑の軸線として関内駅から関
外側へ伸びる長さ1.2kmの公園
であり、憩いの場であると同時に
地域活性の空間となっている。

大通り公園

　「する、みる、ささえる」すべて
の人が楽しめる大会として、ス
ポーツ振興や健康増進に寄与す
るとともに、経済効果やシティプ
ロモーション効果が期待される。

横浜マラソン

　関内・関外地区には、横浜公園・大通り公園・山下公園などの都市公園や横浜文化体育館・横浜スタジアムといったス

ポーツ施設、国内外の観光客の玄関口となる客船ターミナル、創造界隈拠点など、港町の歴史と文化に基づいた魅力的

様々な魅力がある関内・関外地区

■関内地区における業務機能強化の取組 ■文化芸術創造都市・横浜

横浜市の企業誘致に関する取組については下記リンク先をご覧ください。
〈経済局URL〉 http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/yuchi/

　

　大企業の本社・研究開発拠点が集積している横浜駅周辺
地区やみなとみらい21地区と隣接している関内地区の立地
特性を活かし、イノベーション人材が集まる交流の場づくり
等の取組を進め、次世代産業を生み出すビジネスエリアと
なるために企業の更なる立地を促進します。
　また、本社・研究所や観光・ＭＩＣＥ施設の立地に関する
支援を上限50億円（助成率12%）に拡充し、賃貸ビルの建替
え等に対する支援制度も新たに創設しています。

　横浜の「港を囲む独自の歴史や文化」
を活用し、芸術や文化の持つ「創造性」
を活かして、都市の新しい価値や魅力
を生み出す創造都市の取組を進めてお
り、市民・NPO・アーティスト・クリエイ
ター等と協働しながら、創造的な活動を
発信する「創造界隈拠点」として、臨海
部の歴史的建造物・公共空間等を有効
活用しています。また、民間主体による
空き店舗等のリノベーションが行われ
ています。

関内・関外地区活性化推進計
画に基づく業務機能強化のモ
デル事業
（mass×mass関内フューチャ
ーセンター）

な施設が多数あります。さらに、業務機能強化の取組や

文化芸術創造都市・横浜を象徴する様々なイベント、ス

ポーツを通じた健康づくりなどの取組を進めています。

　これらの街の中にある資源と現市庁舎街区の機能を

結びつけることで、新たな視点で魅力が再発見されるな

どの相乗的な効果の創出を誘導していきます。

1章　関内駅周辺地区の新たなまちづくり
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横浜日ノ出桟橋

大岡川桜桟橋

横浜市芸能センター
（横浜にぎわい座）

◆ 急な坂スタジオ

横浜市民ギャラリー

野毛山動物園

● 野毛山公園

橋橋橋橋橋

センターーセンセンンンタンタタターー
い座）いい座い座座座））

ラリーララリラリーー

YCCヨコハマ
◆  創造都市
 　 センター新市庁舎

横浜文化
大通
り公
園

教育文化
センター跡地

横浜市技能
文化会館

現市庁舎
街区

● 県立青少年センター

● 県立音楽堂●
横浜能楽堂

● 掃部山公園

●
福富町西公園

   ●
県立歴史博物館

●
山吹公園

グランモール公園
●

横浜美術館 ●
横浜

みなとみらい
ホール

●

●
新港パーク

　●
日本丸メモリアルパーク
横浜みなと博物館

●
日ノ出川
公園

　　●
寿町公園

みなとみらい21地区

歴史・文化芸術
業務再生

横浜市
市民文化会館
関内ホール

港町民間
街区

国際的な産学連携
観光・集客

スポーツ・健康

横浜横横横横浜浜横横

大岡川桜大大大大岡岡川桜大岡川川桜大大

◆ 
初黄・日ノ出地区

体育館



　横浜市では、横浜駅周辺地区、みなとみらい21地区、関内・関外地区、山下ふ頭周辺地区、東神奈川臨海部周辺地区の５地区を対象とした
横浜市都心臨海部再生マスタープラン（平成27年２月）を策定し、これに基づいて各地区のまちづくりを積極的に進めています。例えば、横浜
駅周辺地区では、「国際都市の玄関口にふさわしいまちづくり」に向けて、JR駅ビル等の駅周辺の整備が進み、みなとみらい21地区では、観
光・ＭＩＣＥ機能の強化に向けて、様々な目的に対応する３つのホールの集積が進んでいます。

横浜市都心臨海部再生マスタープランについては下記リンク先をご覧ください。　
＜都市整備局URL＞http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/kikaku/toshinmp/

象の鼻テラス

YCCヨコハマ
創造都市センター

再整備後は、メインアリーナと
サブアリーナ合わせて、年間で
100万人規模の動員が予想され
るなど、関外地区の新たな集客
拠点となる。

横浜文化体育館

国内外の客船が多く発着する
ほか、都心臨海部における主要
観光地の一つであるなど、横浜
港の象徴的存在の一つである。

横浜大さん橋
国際客船ターミナル

花と緑にあふれる魅力ある
「ガーデンシティ横浜」を推進する
リーディングプロジェクトとして、
全市的に展開。大岡川のサクラ、
横浜公園・日本大通りのチュー
リップ、山下公園のバラなど花や
緑による魅力・賑わいを創出。

ガーデンネックレス横浜

■スポーツ・健康
大規模スポーツイベントの誘致・開催や地元プ

ロスポーツチームとの連携を通じ、市民が一流の
プレーを観戦する機会や、夢や感動を共有する機
会を創出するとともに、集客促進や地域経済活性
化を目指します。
　また、誰もが身近な場所でスポーツに親しめる
環境づくりを推進し、スポーツや健康を通じた市民
の暮らしの充実や街の活性化を図り、スポーツ都
市横浜の実現を目指します。

Photo：DAICI ANO
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横浜大さん橋
国際客船ターミナル

横浜赤レンガ倉庫

横浜市開港
記念会館

山下公園

● 吉浜町公園

● 新港ふ頭

　　　　●
　　　 開港広場

●

●

●
産業貿易センター

● 横浜人形の家

アメリカ山公園
●
港の見える丘公園

●　　　

開港資料館

横浜マリンタワー横浜

◆THE BAYS 
横浜公園

日
本
大
通
り

　　  ●
山下町公園

山下ふ頭
周辺地区

港港港港港港港浜市開開港港浜市開開開開港浜浜市開市開開
館館館館記念念会館会館記念念会会会館会館会館記記念念会会会館

●●●● ● 公園園園園園町公町公園園公公園公園公公町町浜浜町町浜浜浜浜浜町町浜吉吉浜吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉浜浜吉吉浜浜町浜浜町浜浜町

●●●●●●●

港港開開港開港開 広場広場開開開開開港港港広広開開開開開開港開港港港港広港
　

●●●

●

●●●●●●●
産業産業貿貿業産業産業業産業産業産業産 貿易業貿業業貿貿貿貿易業貿業産業業業貿

ア

料料館館館館館館港資開港港資料料館資料資料館館館

横横浜浜横浜浜横横浜浜浜浜浜浜浜浜横浜浜浜横横浜横横

HE BBAAYYSSSHEE BBABAYAYYSSSS E◆◆TTHH◆◆◆◆◆◆ AYYSS
公園園園園園公園園園園園園園園園園公公公公園公公園園園園横横横横横横横横横横横横横横横横横横浜浜公公横 公公公公浜浜浜公公浜公公園園園園園園園園園園園園園

日
本
日
本
大大
本
大
本本本
通通
りりりり

日
本
日
本
日日
本
日
本本本
通
大
通
大
りり

大大
通通

本
大
通
大
通通
り

◆

●●●●
山山下 公公園園山山山 園園山山下下町町公町公公園園園

● 扇町公園

◆ 象の鼻テラス

スタジアム

神奈川芸術劇場

神奈川県民
ホール
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　 ●
都市発展記念館

横浜ユーラシア
文化館

観光・集客



　関内・関外地区は、横浜市内で最大の従業者数が働くエリアであり、横浜市全体の経済・雇用をけん引する役割を担っ

ています。

関内・関外地区の現状

　しかし、近年は横浜駅周辺地区やみなとみらい21地区の開発が進み、都市構造や社会・経済情勢が変化したことに

よって、関内・関外地区の商業機能の低下などが課題となっています。

　一方で、横浜市の観光集客実人員、観光消費額は上昇傾向となっており、横浜市主要ホテルの客室稼働率は86%（平

成28年）の高稼働となっているほか、市内の外国人延べ宿泊者数も年間72万人となり、過去最高となっています。

　しかし、横浜市を訪れる観光客は、みなとみらい21地区や、横浜赤レンガ倉庫などの臨海部を回遊しており、観光客の

目的地となる施設が少ない関内駅周辺地区を回遊する人の流れができていないのが現状です。

従業者数の推移
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関内側
エリア
（P.9）

関内側エリアと
関外側エリアの
連携強化（P.12）

…関内駅周辺地区

関外側
エリア
（P.11）

●JR 関内駅

関内・関外地区活性化推進計画（H22）

関内駅周辺地区に求められる機能

環境・景観

歴史・文化芸術・
業務再生

国際的な
産学連携 観光・集客 スポーツ・

健康

まちの新たな動き

○起業促進、関連企業の誘導　○滞在や居住機能の導入
○交通結節点機能、回遊性強化、歩きやすい地区

関内駅周辺地区を核とした関内・関外地区の活性化

　関内駅周辺地区は、ＪＲ関内駅を中心とした一体のエリ

アを指します。開港以来、横浜の発展をけん引してきた関

内・関外地区の中心であり、長年にわたり市民に親しまれて

きた横浜の顔ともいうべき地区です。

　関内・関外地区の結節点でもあるこの地区で、連鎖的に

行われる大規模土地利用転換を通じて、知と創造の活動の

場を呼び込みます。地区内に新たな風を吹き込み、人が集

まる魅力を高めることで、関内・関外地区の再生及び都心

臨海部の活性化につなげていくため、「国際的な産学連携」

「観光・集客」をテーマとし、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します。

　あわせて、来街者や住民が安心して楽しく歩ける「歩きや

すい地区」となることを目指し、通り沿いに連続した賑わい

の創出や歩行者目線の景観形成、駐車場設置の地区ルー

ル、自動車流入の抑制などを進めます。

関内駅周辺地区の新たなまちづくり１-２
関内駅周辺地区

関内・関外地区の
まちづくりに関する施策

●文化芸術創造都市施策の
基本的な考え方（H24）

◇横浜都心臨海部における
観光ニーズの上昇

◇横浜文化体育館再整備・
横浜スタジアムの機能強化

◇市庁舎の移転●横浜市都心臨海部
再生マスタープラン（H27）

●山下ふ頭開発基本計画（H27） 等

■関内駅周辺地区AREA CONCEPT BOOK
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　先端技術や文化芸術、スポーツ、健康医療、

国際、観光など、横浜市の施策や関内・関外地

区のまちづくりと関連する分野、今後成長が期

待できる分野について、国内外に発信力のある

研究機能や人材を呼び込むことで、関連産業の

集積や新たな産業・サービス・人材を創出し、

関内・関外地区の業務機能再生をけん引して

いきます。

国際的な産学連携
　観光客の目的地となる新たな魅力を誘導す

ることで、都心臨海部における新たな集客の拠

点を作り出すとともに、高まる都心臨海部の観

光ニーズを関内駅周辺に引き込み、周辺と結

ぶことで、関内・関外地区の回遊性を高め、商

業需要の向上につなげていきます。

観光・集客

　平成30年10月、関内地区は、都市再生を進めるべき地区として、国から、都市再生特別措置法に基づく「都市再生緊急

整備地域」の指定を受けましたが、その中で、関内駅周辺地区は、都市の国際競争力の強化を図るうえで特に有効な地域

として、世界に直結し成長する都市を目指す「特定都市再生緊急整備地域」に指定されました。

　横浜市では、これらの指定を受けて、民間都市開発投資を呼び込みながら、関内・関外地区が目指すまちづくりを力強

く進めます。

　都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域内では、都市計画等の特例や金融支援や税制措置を

受けるための認定等の特別な措置を受けることができます。

※都市再生関連施策については下記リンク先をご覧ください。

〈国土交通省URL〉 http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000008.html

…都市再生緊急整備地域

…特定都市再生緊急整備地域

関内駅周辺地区

平成 30 年 10 月に拡大された区域

1章　関内駅周辺地区の新たなまちづくり
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　現市庁舎街区や港町民間街区等、連鎖的に大規

模な土地利用転換が見込まれる関内側エリアにお

いては、現行の基準の見直しも視野に入れ、地区計

画等の都市計画手法等を活用した適正な誘導を通

じて、関内・関外地区の活性化の核となるような新た

なまちづくりを行います。

　また、景観誘導や基盤整備を通じて、関内・関外地

区の新たなまちを印象付けるシンボルとなる景観を

形成し、都市再生へつながる業務・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

を推進します。

（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。また、その効果を関内・関外地区全体の魅力向上へと波及させていきます。

　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。

　具体的には、エリア内を区分したうえで、機能の誘導を目指します。

A　現市庁舎街区：関内・関外地区では希少な大規模街区であることを活かし、地区全体や都心臨海部へとインパクト・
波及を与える規模の大きな開発によって、「国際的な産学連携」「観光・集客」の中心的機能の積極的な誘導を目指

す街区です。そのため、核となる施設は非住居用途としますが、それを補完し相乗効果を発揮して、まちづくりに寄与

する居住機能については、一定の制限のもとでの導入を検討します。

B　港町民間街区 ・ C　駅前北街区：低層部の賑わいの連続性を保ちながら、関内駅前という立地を踏まえ、市街地再開
発事業等の集約化を通じて結節点機能の強化を図ります。「国際的な産学連携」「観光・集客」機能を誘導することに

あわせて、「商住共存地区（※）」と同様に、業務・商業機能と居住機能が適切に共存したまちづくりを目指す街区です。

D　駅周辺街区：低層部の賑わいの連続性を保ちながら、「国際的な産学連携」「観光・集客」に寄与する開発の誘導を行
うとともに、隣接する「商住共存地区（※）」と同様に、業務・商業機能と居住機能が適切に共存したまちづくりを目指

す街区です。

E　横浜公園：明治9年開園の歴史ある公園であり、外国人と日本人双方が利用できたことから「彼我（ひが）公園」と呼ば
れていました。緑豊かな公園は市民が憩い・くつろぐ場として貴重なことに加え、横浜スタジアムはプロスポーツや

市民スポーツの拠点となっています。歴史と緑を尊重し、周辺環境とも協調しながら、街の賑わい創出につながるよ

う、公園の魅力を高めます。

※商住共存地区…関内側エリアを除いた関内地区において、都市計画により指定されている地区。
　　　　　　　　住宅の容積率を制限しているが、業務・商業機能等の併設によって緩和が認められる。

 

駅周辺街区

E：横浜公園

A：現市庁舎
街区

B：港町
民間街区

C：駅前
北街区

D：駅周辺街区
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●
桜木町駅

馬車道駅

●みなとみらい駅

日本大通駅

元町・中華街駅

石川町駅

伊勢佐木長者町駅

●

●

●

●

●

関内駅周辺地区

●●●
桜木町駅駅駅駅桜桜木町駅桜木町桜桜 町

元元元元元元元町町町町・・町町町町 華街駅華街駅華華中華街街華街駅街駅華街華華街街街街街街街街街街街華華華中華華華華
●●●●●

都心臨海部の回遊性向上

関内駅
●●●

関内駅関内駅周関関関内関内関内内内駅駅駅周周

関内関内駅関内駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅関関関 駅内駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅内駅関関

羽田空港との
アクセス向上

観光地との
アクセス向上

他都市とのアクセス向上

「観光・集客」に資する
交通機能の導入

安全で快適な歩行者空間

 

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～
　横浜市では、これまで横浜市景観計画における下記４つの方針に基づいて、関内地区の街並みを更に魅力的なもの

とし、世界に誇れる横浜の顔づくりを行ってきました。

【関内地区全域の方針】
Ⅰ わかりやすく、奥行きと賑わいのある界隈を巡り歩いて楽しめる街を創る。

Ⅱ 関内地区の街並みの特徴を生かし、ミナト横浜を感じる眺望が楽しめる街を創る。

Ⅲ 開港の歴史や文化の蓄積を活かしながら新しい文化を生み出す街を創る。

Ⅳ 多様な都市機能がコンパクトに複合する、活力ある街を創る。

　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。

　これまで横浜市では、現市庁舎街区の周辺を横浜市景観計画において、「市庁舎前面特定地区」等に位置付け、調和し

た街並みとゆとりある空間となるよう景観形成に取り組んできましたが、新たなまちづくりを進めるにあたっては、

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

○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

○「開港の地」としての歴史性

を普遍的な景観形成上の要素として継承しつつ、一部基準の改正などを行いながら、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。

　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。

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（交通広場につ

いては、港町民間街区の再開

発及び基盤整備と合わせて整

備予定）・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。
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（２）関外側エリア

大通り公園
（実証実験の
  様子）

サブアリーナ
（完成予想図）

メインアリーナ
（完成予想図）

関東学院大学
新キャンパス
（完成予想図）
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横浜文化体育館
アクセス強化

緑の軸線

回遊性向上

回遊性向上

C
B1

A

B2

C

 
 

　関外側エリアにおいては、関内側エリアのまちづ

くりの動きとともに、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2,500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（上図緑色矢印）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（上図青

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（上図オレンジ色矢印）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。

A：関東学院大学　新キャンパス
　関東学院大学が、約2,600㎡の土地に約2,500人の学生規模をもつキャン

パスを設置します。ホール等の一部施設を市民に開放し、カンファレンス・講

演会・演奏会などを開催することにより、地域への賑わい創出に貢献します。

マッチングオフィスを併設したコワーキングスペースを設置し、市民が大

学のリソースにワンストップで接続することで、様々なイノベーションを誘発

します。

B：横浜文化体育館の再整備
　約5,000席のメインアリーナでは、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す。最大3,000席となるサブアリー

ナでは、現在の横浜文化体育館の機能に武道館が併設され、スポーツだけ

ではなく武道の拠点として整備されます。また、サブアリーナには総合案内所

が設けられ、施設の利用に関する問合せに留まらず、周辺の街の情報発信拠

点となります。

C：大通り公園
　延長1.2キロメートルの緑の軸線をなす緑のオープンスペースであり、市

民が憩いくつろぐ公園です。石の広場では地元等のイベントのほか社会実験

が実施されています。関東学院大学新キャンパスや横浜文化体育館の再整

備などに関わる新たなプレーヤーによる活用等により、周辺環境とも協調し

ながら、街の賑わい創出につながるよう公園の魅力を高めます。　

A

B1

B2

C

■関内駅周辺地区AREA CONCEPT BOOK
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（３）関内側エリアと関外側エリアの連携強化

 

再整備検討区間

みなと大通り

横浜文化体育館再整備事業

横浜スタジアム
　増築・改修

教育文化センター
跡地活用事業

現市庁舎街区活用事業

緑の軸線

横浜文化体育館への
アクセス動線

横浜市開港記念会館

横浜赤レンガ倉庫

象の鼻
パーク

開港当時の港崎町遊郭（右）と遊郭通り（現みなと大通り）
出典：神奈川横浜華郭之光景　万延元年

（横浜開港資料館所蔵）

開港当時の関内

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、地区の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。

みなと大通りの歴史
　嘉永６年（1853年）のペリー来航以降、江戸幕府が開港の場所とし

て、横浜村（現関内地区）を定め、都市が形成されてきました。この時、

現横浜公園の位置に港崎廊（遊郭）が作られ、港から遊郭を繋ぐ道と

して、みなと大通りの原型となる遊郭通りができました。

　みなと大通りは、開港と同時期から原型が見られ、明治初期には現

在とほぼ同形状となった、横浜の発展とともに歩んできた道路です。

写真２：横浜文化体育館沿道の現状

1章　関内駅周辺地区の新たなまちづくり
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写真１：みなと大通りの現状



現市庁舎街区活用に期待するもの

第２章
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審査項目との関係２-１
　この章では、現市庁舎街区活用に期待するものとして、活用の考え方や活用イメージの例などを示しています。

　活用イメージの例と審査項目との関係は下記のとおりですが、これらの例は、提案の質を高めるための手がかりとして

利用いただく事を目的としており、提案内容を制限するものではありません。例示に沿った提案でなくとも、創意溢れる優

れた提案については高く評価します。

エリアコンセプトブックと審査項目の対応イメージ

関内駅周辺地区
エリアコンセプトブック 第２章 審査項目

現市庁舎街区に求める役割
（１）事業コンセプト

※この項目は全ての視点に関係します。

（２）建物用途

（３）施設計画

（４）マネジメント

（５）事業計画

歩行者動線と広場

横浜らしいまちなみ景観

関内駅周辺地区のマネジメント
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現市庁舎街区に求める役割２-２
　本事業では、「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。

　

関内・関外地区に持続的な創造的活動と経済活動が生まれる

関内・関外地区の
既存プレイヤーの
取組とのつながり

人や企業をつなぐ投資家を集める

そこに行くと誰か
に会える環境がある

創造的人材を育成する

新しいデザイン・技術による
新しいサービスがある

イノベーションを
生み出し産業を育てる

地域で実証する

現市庁舎街区に
求める役割

　関内・関外地区では、歴史的建造物の活用等による創造界隈拠点の形成により、アーティスト・クリエイターの育成支

援等を進めてきました。また、持続的な産業創出についても積極的に取り組んでいます。（下記”イノベーション・エリア”参照）

　この地区が次世代産業を生み出す先進的なビジネスエリアとなるために、本事業を通じて、下記イメージのような新

たな風を吹き込み、研究者・起業を志す人・アーティスト・クリエイターなどの多様な人材が集まって持続的に創造的な活

動が生まれる場所となることが期待されます。

◆次世代産業創出事業による“イノベーション・エリア”の形成 （横浜市経済局）
　企業の“イノベーション創出”に向けた動きが活性化する中、みなとみらい21地区に企業の研究開発拠点が続 と々立地しており、関内地

区にはスタートアップ企業が集まりつつあります。特に関内地区は、歴史や海が感じられる開放的な雰囲気があり、クリエイティブな事業

活動に適したビジネスエリアとして、スタートアップ企業の集積地となる大きなポテンシャルを有しています。

　経済局の「次世代産業創出事業」では、「ビジネス創出支援」、「人材育成・交流」、「投資の呼び込み」等、新たな産業を生み出す“イノ

ベーション・エリア”の形成を目指して取組を進めています。関内地区に国内外からイノベーティブな人材や企業を集め、交流を促してい

くことで、周辺や地域企業へ波及、連動し、特徴的なエリア形成につながっていきます。

国際的な産学連携
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　新しい技術や新しいサービスが敷地内で展開され、テストマーケティングできる環境があることで、

活発なデータ収集とフィードバックを促し、新たな事業の創出につなげる。また、一般利用者や地域と

のつながりを意識した展開とすることで、地域に開かれた創造的活動となる。

例：テストマーケティングできる店舗・空間など

　新たな事業につながる出会いや国内外のネットワークが生まれるなど、そこに行くと誰かに出会え

る、交流を通じて発想が刺激し合う、多様な主体が集まりコミュニティが生まれるフィールドがある。

また、創造界隈拠点やアーティスト・クリエイターと繋がり、新たな化学反応を生み出す環境がある。

例：交流機能、コンベンションホールなど

ノウハウ提供・事業マッチング・情報発信等を通じて、施設内や周辺地域で生まれた創造的人材

や企業の成長を促すと共に、外部のプレイヤーや投資機関の関心を集めることにより、ビジネスへと

つながる環境を整え、関内・関外地区での持続的な産業の育成につなげる。

例：投資環境をつくる取組など

・創造的人材を育成する

Link NYK （ニューヨーク）

District hall （ボストン）

　新たな事業を創造する人材、研究開発を行う人材、関内・関外地区の国際交流に貢献できる人材、地

域や社会の課題に取り組む人材など、関内・関外地区が創造的で多様な発想に溢れる街になるため

に、創造的人材を供給する。

例：研究機関、教育機関、インキュベート機能など

※「国際的な産学連携」　「観光・集客」 の機能と相乗効果を発揮する居住
　現市庁舎街区に求める中心的機能は非住居とします。一方で、「国際的な産学連携」「観光・集客」の機能と相乗効果を発揮し、まちづくり

のテーマに貢献する内容の住機能については、開発の主要素とならない範囲で認めることとします。

 
〈住機能を提案する場合の条件〉

①施設計画上の制限（施設面積の２割以内とし、最上階は避ける）
②住居機能上の制限
  （クリエイティブ活動の拠点やサービスアパートメントといった、まちづくりに寄与する賃貸形式のものとする）

海外の留学生や研究者が居住
してコミュニティを形成し、地域イ
ベントへの参加をバックアップ
〈概要〉
　留学生と海外研究者向けの
シェア型賃貸住宅。（ホテル・賃貸
住宅の用途と合築）

・ 柏の葉インターナショナルビレッジ
多様な用途を兼ね備えた、クリエイティブ活

動の拠点
〈概要〉
　店舗、シェアオフィス、オフィスの入るビルの
高層部に賃貸住宅を配置。住宅の一部はクリエ
イター等の集まるコレクティブハウスとなって
おり、その活動が地域に様々な刺激を与える。

・ 渋谷キャスト

D-School （スタンフォード）

・そこに行くと誰かに会える環境がある
・人や企業をつなぐ

“Demo_DesignThinking_dSchool_Teamlabs_Mad_05”
by torbakhopper

Y Combinator（ボストン）

“Mark Pincus and Jessica Livingston”
by Robert Scoble

“LinkNYC kiosk at 23rd and 8th 4”
by Epicgenius

・新しいデザイン・技術による新しいサービスがある
・地域で実証する

・投資家を集める
・イノベーションを生み出し産業を育てる
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横浜公園

山下公園

日
本
大
通
り

大通
り公
園

横浜公園園園公公公公園園公横浜公公園公公公横浜浜公浜公園園園園園

日
本
大

日
本
大

日
本
日
本

大大

公園

大通
り

大通
公園公園

　国内外から多くの人を集める拠点とは、現市庁舎街区に新たな魅力を創り出し、横浜を訪れ、関内・関外地区を回遊す

る来街者の新たな目的地となることを目指すものです。

　世界レベルのコンテンツ・ここにしかない体験・横浜の文化を感じる機会など、国内外の人々を惹きつける拠点が、アク

セスしやすい位置にあることで、関内・関外地区に新たな人の流れを生み出すことが期待されます。

観光・集客

・若者を惹きつける世界レベルのコンテンツを発信する
　関内・関外地区にある文化と結びつきながら若者を惹きつけるコンテンツ（音楽・スポーツ・ファッ

ションなど）を伝える場、世界に発信する場がある。文化と結び付くストーリーのあるコンテンツは、国

内外から人を集める魅力と特色を持ち、ムーブメントの中心となる。

例：様々なコンテンツを発信する場

・魅力ある表現に触れることができる
・ここでしかできない体験ができる
　貴重な絵画など創作物の展示、アーティストの制作風景、製品の製造過程、空間を作品として体験

させるインスタレーションなど、特色と魅力のある展示・表現に触れる機会がある。また、五感を使い、

遊びを通じて楽しみながら学ぶことができる場がある。

　楽しい・面白い・考えたいと感じるここでしかできない体験は、子供から大人まで、様々な人の創造

力や探究心を刺激する。

例：展示・表現に触れられる場、経験・体験ができる場

　横浜に来て横浜の文化を感じたい人が立ち寄るような、横浜の食、文化体験、宿泊体験、ショッピン

グ等を楽しむ場がある。施設を利用する中で横浜が持つ雰囲気（海と港、国際性、進取の気性など）を

感じ、横浜を知り・考え・体感することができる。

例：横浜を感じる商業施設など

・横浜の文化を感じ、横浜を楽しむ

“Chelsea market”
by hebdromadaires

チェルシーマーケット（ニューヨーク）

■国内外から多くの人を集める拠点

18

2章　現市庁舎街区活用に期待するもの■関内駅周辺地区AREA CONCEPT BOOK



横浜公園

山下公園

日
本
大
通
り

大通
り公
園

横浜公園園園公園公公公園園公横浜公公園公公公横浜浜公浜公園園園園園園

日
本
大

日
本
大

日
本
日
本

大大

公園

大通
り

大通
公園公園

・地域の資源へと誘うプラットフォームとなる
　外国人も含めた来街者向けの観光案内・情報発信機能により充実したサービスを得られ、また、商店街の隠れた魅力や地域で活動するアー

ティスト等との交流といった、ガイドブックに載っていない情報が収集できるなど、一人ひとりにあった観光情報を入手することができる。

　回遊を生み出すためには、情報発信に加えて、あらゆる目的地にアクセスするため

の様々なモビリティを活用することができる拠点となることも重要です。

　様々な交通事業者が利用で

き、空港、他都市、観光地等にア

クセスできる広域交通の発着点。

※「観光・集客」に資する交通機能の導入イメージ

　巨大なタッチスクリーンテーブルが

インタラクティブに個人の旅程を作成

し、情報を携帯電話や２Dマップに転

送するサービス。

　ガイドブックに載っていないローカ

ルな情報を地元民のスタッフが収集

し、観光客が地域を面的に回遊する流

れをつくる。

◆多様な交通手段 ◆観光バス等

　時代ごとに変化する交通ニーズに対応し、来街者

が多様な交通手段を選択でき、周辺地域との回遊

を生み出す。

◆新たな交通システム（横浜市の取組）

　都心臨海部を回遊するバス交通など、新たな

交通システムについては、港町民間街区の市街

地再開発事業に合わせて整備する予定の交通

広場へ導入することを検討します。

“Rocinha Favela Tour”
by Daytours4uby  Albert Vecerka/Esto

Official NYC information center The Favela Adventure

出典：一般社団法人日本
ロンドンバス協会

周辺と結ばれ、回遊を生み出す拠点とは、関内・関外地区をはじめとした横浜市内外の様々な資源や文化と結び付き、
面的な連携を行うことで、横浜市を訪れる来街者にとって魅力のある場所となることを目指すものです。
例えば、都心部の歴史文化体験・新たなスポーツの体験・郊外部の農や自然体験などの周辺の魅力的な情報を発信す

る機能とそれらの場所をつなぐ交通機能の双方を組み合わせることで、新しい価値や感動を産み出す観光が創造され、
何度も横浜を訪れたくなるまちのファンを増やすことが期待されます。

■周辺と結ばれ、回遊を生み出す拠点

出典：公益社団法人日本交通計画協会
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　本事業では、

 ・  現市庁舎街区が、関内地区において希少な

　 大規模な空間であることを活かす

 ・ 関内地区のヒューマンスケールの街並みと

　親和する

という２つの視点による、歩行者動線と広場の提

案が求められます。

　歩行者動線については周辺との回遊性を考慮

したネットワーク、広場については関内地区の玄

関口として新たな街を印象付ける空間の配置計

画、また、それらが魅力的になるような運営方法

が求められています。

東京国際フォーラム 日産グローバル本社 ハイライン

　回遊性のある足元をつくり賑わいを
創出した、都市軸が意識できる大規模
な歩行者空間

　建物を貫通し、ネットワーク動線と賑
わいを引き込む

　デッキによって敷地上空をつなぎ、曲
がりながら立体的な回遊性をつくる
ネットワーク

運動 散歩 遊び ミーティング読書

歩行者動線と広場２-３

　本事業では、日本大通り・横浜公園から大通り公園へとつながる都市軸となる歩行者動線を形成することにより、関内・

関外地区の結節点としての接続を強化し、周辺地域への回遊性を高めていくことが求められます。動線計画にあたって

は、屋外・屋内や直線的・路地的など、様々なタイプの魅力的な提案が考えられます。

横浜スタジアム

横浜公園

JR 関内駅

広場大通り公園

歩行者動線

朝活
　出勤前のビジネスパーソンや
近くの住民向けに、広場があま
り活用されていない朝の時間帯
を開放してエクササイズなどを
行う。

無料で使えるアメニティ
　移動式ベンチ、wifi,充電、本、
ゲーム、ボードゲームなどを広場
で貸し出し、自由に遊んだり利用
できるツールの設置と管理運営。

屋外展示
　歩行空間沿いや広場周辺ス
ペースに気軽に見ることができる
展示設備を設けることで、様々な
人が楽しめる展示が行われる。

親水空間
　親水空間をはじめとして、子ど
もたちやお年寄りなど様々な年
代の人達が気軽に遊びに来るこ
とができる。

朝食 昼食

“closing in on worrior one: sun salutations, dave ford yoga 
in the park dolores park sanflancisco (2013)”

by torbakhopper

“Tokyo HDR-17” by Kabacchi “#NYC #HighLine #throughglass” by brownpau

“Bryant park has a Reading rrom” by Jack Drosey
（ブライアントパーク）

歩行者動線

デッキ整備検討位置デッキ整備検討位置
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　屋上に直接アクセス出来る場所をつくること
で建物の圧迫感を軽減しつつ、立体的な広場を
生み出す。

KITTE なんばパークス

idea A ： 青空広場

idea C ： 屋内広場

idea B ： 屋根付き屋外広場

idea D ： 屋上広場

品川シーズンテラス アオーレ長岡

　建物の足元に広大な緑地を持ち、低層部の
商業施設と一体となって賑わいを創出する。

　歩道から地続きに広がる屋根付き空間がある
ことで人々の動線が交わり、賑わいの結節点を
つくる。

　建物内部に全天候型の空間をつくり、低層部
の賑わいの密度を高める。

セミナー 買物帰り デート 交流会サークル
飲み会

　新たなまちを印象づける、象徴となる広場空間の形成が期待されています。

　広場の作り方については、青空広場・屋根つき屋外広場・屋内広場・屋上広場などの様々な形態が考えられます。また、

広場は、誰もが利用できる環境の提供や、イベント等で持続的に賑わいが生まれたり、建物と広場が一体的に利用され

るといった活かし方が期待されます。

プログラム・ツアー
　環境プログラム、レクリエー
ションプログラム、歴史やアート
など特定分野でのガイドツアー
などを行う。

イルミネーション
　横浜の魅力のひとつである夜
景に、新たなスポットとして人々
に認知されることで、臨海部から
の回遊性を高める。

エンターテイメントプログラム
　大道芸人などパフォーマーが
日常的に演目を行ない、集客の
要素となる。

星空上映会
　仕事帰りのサラリーマンや学
校帰りの学生、たまたま居合わせ
た人達でも気軽に参加できるイ
ベントが行われることで、新たな
コミュニティが形成される。

休憩 夕食

 by Kulmalukko（コベントガーデン） by Ixtlilto（ハイライン） “Fallas 2015” by Phil Blackburn by Yaletown BIA

“niigata_20180306092703” by inunami

“NAMBA PARK” by Ting Wei Chang“KITTE” by Dick Thomas Johnson

“SHINAGAWA SEASON TERRACE” bySuzuki Yuya

広場
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　関内地区における山手の丘からの眺望景観や水際からの眺望景観は、「ミナト横浜」を特徴付けるものです。これまで

街づくり協議指針や景観風致保全要綱、地区計画などにより建物高さや壁面位置等の誘導を行ってきました。そのため、

関内地区において高層の建築物を建てる場合は、高層部の色彩や街並みとの向き・形態、圧迫感や長大感の軽減などに

対して配慮をした魅力ある眺望づくりが求められます。

視点場例１：海側より（大さん橋より）
　海側からの遠景に影響を与える建物の場合は、その形態や素材、色彩、向き、頭頂部のデザインなどに対して「ミナト横
浜」としての一体的な視点でのデザインが求められます。

視点場例２：山手より（山手イタリア山庭園より）
　山手からの遠景に影響を与える建物の場合は、ランドマークタワー等シンボル性のある周辺建物とともに景観全体の質を向
上させる視点でのデザインが求められます。

横浜らしいまちなみ景観２-４
　現市庁舎街区は、開港の地としての歴史性や関内・関外地区では希少な大規模街区であることに加え、ＪＲ関内駅前と

いう立地、また市庁舎跡地という経緯から、関内地区の顔ともいえる街区です。まちの活力と賑わいを生み出す機能を誘

導するとともに、景観においても、眺望の視点場からの遠景や、通りや駅からの近景を十分考慮し、関内地区の玄関口とし

ての風格あるデザインを求めます。

　なお、現行の横浜市景観計画「市庁舎前面特定地区」等の景観ルールについては、これからのまちの活力と賑わいを生

み出すという本街区が担う役割を踏まえ、

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

○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

○「開港の地」としての歴史性

を普遍的な景観形成上の要素として継承しつつ、一部基準の改正などを行いながら、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。

　また、建築物の低層部には、関内・関外地区の新たなまちづくりの象徴となるような駅前空間の賑わいを誘導すると共

に、高層部については、関内・関外地区の都市再生を印象付けるシンボルとしての魅力と品格のある眺望景観の実現に

向けて、現行の最高高さの目安にとらわれないものも含め、様々な提案を認めます。

遠景（都心臨海部における調和）
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　関内・関外地区の特徴は中低層の建築物を主体とした街並みの連続性です。これまでに地区計画やまちづくり協定な

どにより高さの規定を設け、景観形成に取り組んできました。関内地区の顔ともいえる当該敷地では、駅前の大規模空間

としての象徴性だけでなく、周囲の街並みとの調和も重要であり、主に中低層部分による近景の形成の中で、その配慮が

求められます。

　また、高層建築物を建てる場合は、その高層部分においても、魅力的な近景の形成が重要です。歩行者の視点からの駅

前空間の印象に配慮し、高層部の形態意匠を工夫し、視点場からの魅力的な眺望景観の演出が求められます。

近景（周辺環境との関係）
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C

B

AE

D

視点場 E：大通り公園からの見え方

視点場 A：関内駅南口からの見え方 視点場 B：横浜公園からの見え方

視点場 C：ベイスターズ通りからの見え方

視点場D：尾上町通りからの見え方

関内地区における中低層の建築物の街並み

重点歩行者
ネットワーク街路 (※)

（※）…現市庁舎街区が面する尾上町通りは、横浜市景観計画において重点歩行者ネットワーク街路に指定されています。沿道においては、店舗配置や歩き
　　　  やすいしつらえなど、連続した賑わい形成への配慮が求められます。

■関内駅周辺地区AREA CONCEPT BOOK 第２章　現市庁舎街区活用に期待するもの



　横浜市では、中期４か年計画において「花と緑にあふれる環境先進都市」という中長期的な戦略を掲げ、魅力あふれる

都市環境の充実と豊かな暮らしの創出を目指しています。横浜市景観計画における関内地区全域の方針の一つである

「わかりやすく、奥行きと賑わいのある界隈を巡り歩いて楽しめる街を創る」を実現するためにも緑の保全・創出は重要で

す。また、本事業においては、当該敷地が重要な都市軸である「緑の軸線」上に位置しており、これまでくすのき広場が潤

いとゆとりある街路空間を形成してきたことも踏まえ、歩行者動線を意識した緑の配置や、歩行者の視線を意識した緑量

感の演出が求められます。

　緑の軸線を構成する周辺の環境を踏まえつつ、施設の特性やそれに応じてこの場所で生み出される人の交流等を想
定して、効果的な緑の配置を検討することが重要です。

　歩行者の視線を意識した建物の緑化などにより緑量感を演出することで、落ち着いた潤いのある空間を創ることがで
きます。

緑の配置と演出
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idea A ：  回遊性を生む
　　　　緑の配置

　緑の軸線と歩行者の回遊性を意識し、
大通り公園と横浜公園・日本大通りを繋ぐ
ように、線的に緑地を配置する。

idea B ：  賑わいや滞留を生む
　　　　緑の配置

　広場の形成や屋内空間との連続的利
用を意識し、人々の交流を促す空間とし
て、面的に緑地を配置する。

idea C ：  視線を誘導し、つなぐ
　　　　緑の配置

　歩行者が誘われ、かつ小規模の憩いの
場として利用されることを意識し、緑のま
とまりを視覚的に連続させ、点在するよう
に緑地を配置する。

■歩行者動線を意識した緑の配置

idea A ：壁面の緑化

■歩行者の視線を意識した緑量感の演出

　壁面は歩行者の視線から捉えやすいた
め、多様な植物を活用することで、彩りのあ
る表情豊かな緑化空間を演出する。

idea B ：立体的緑化
　地上レベルと連続的に立体的な緑化
を行うことで、施設全体の緑量感を演出
する。

idea C ：屋内緑化
　屋内空間を緑化することで、屋外緑化と
組み合わせた緑量感を演出する。

ヨドバシカメラマルチメディア京都 太田市美術館・図書館
“niigata_20180306092703” by inunami “R0010508” by Hiro - Kokoro☆Photo

アトーチャ駅
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　これまで関内地区においては、横浜市景観計画における関内地区全域の10の行為指針にもあるように、「歩行者空間」

「通りの低層部のしつらえ」「連続性ある賑わい」「関内地区の魅力、個性、街並みの特徴」「中層、高層のデザイン」などを

重視して景観形成を行ってきました。本事業において施設を計画する際は、低層部においては、これまでの関内らしい景

観形成の方針を継承し、高層部を設ける場合は、低層部との関係性を重視することが求められます。

形態意匠（魅力ある施設・空間）

“Markthal - City of Rotterdam” by Frans Berkelaar
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要素１：回遊性ある足元空間
　外部道路から敷地内へと”路地”が連続的に引き込まれ、“路地”に対して内
外の境界が曖昧になっているなど、回遊性のある空間が奥行きをもって展開
される足元空間が形成されることにより、関内地区の歩行者空間と接続した
賑わいの連続性が生まれます。

代官山ヒルサイドテラス

要素２：周辺と調和した低層部
　低層部を”歩行者空間に最も近い部分”としてヒューマンスケールや景観
的連続性を意識してデザインし、周辺地区の景観と違和感なく調和する低層
部が形成されることで、関内地区の街並みの特徴が継承され、魅力と個性が
高まります。

COREDO室町

要素３：品格ある中高層部
　地区の新たな顔としての象徴性を持ちつつ、圧迫感を軽減した透明感あ
るファサードをもち、周辺の景観に対して適度な品を備えた中高層部が形成
されることで、関内地区のこれまでの中低層としての街並みとの共存性が高
まります。

ジョン・ハンコック・タワー

要素４：歴史と格調ある空間
　歴史性と新規性を適切なバランスで融合し、双方がもつ特徴や良さを引
き出し共存させることで、懐の深い奥行きと広がりをもつ空間が形成され、
地区の街並みにゆとりと風格が生まれます。

ソフィア王妃芸術センター

要素５：外と連続性のある屋内空間
　屋外空間と屋内空間が一体的・連続的に利用できるよう平面・断面・開口
部・建具などをトータル的にデザインすることで、多様な活動が外部と連続
する屋内空間が形成され、関内地区の新しい魅力が創造されます。

釜石市民ホール

“Hillside Terrace A B 2010” by Wiiii

by Nobuyuki Hayashi

“2007-0925-Boston-JohnHancockTower” by Bobak Ha'Eri

“Kamaishi Civic Hall” by  Ty19080914
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idea A ：既存建物を全て活用

idea B ：既存建物を部分的に活用

idea C ：復元して活用

idea D ：特徴ある部位を活用

・行政棟は活用を基本としつつ、「横浜らしい街並み景観の形成」及び「地区の活性化」等に資する提案があれば柔軟に

対応し、様々な提案を公平に評価します。

・市会棟・市民広間等については、活用又は解体して新築棟を整備するなど、地区の活性化と魅力向上につながる様々

な提案を求めます。

※現市庁舎建物について

活用する場合の手法

“British museum Hall (London)” by Guillermo Viciano

“Courtyard, Villard Houses (New York, NY)” 
by takomabibelot 

 by Mark Pegrum
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　既存建物を全て活かすことが施設計画の中心となっていて、新築や増築を行う場合もそ
れらと機能が補完し合う関係性等を構築し、意匠も新旧のコントラストをつけることで、これ
までの街並みの景観的な価値を保持します。

備考：新築部分との関係性
　増築や別棟の新築等を行う場合は、既存部分との関係性など、設計思想の整理を行うことも、既存建物を活用する上で重要な
視点となります。

ヴィラード邸

　既存建物の特徴を読み取って活かし、棟単位で既存棟と新築棟を組み合わせたり、特徴
を残しつつ一部を大胆に刷新したりするなどして、新旧が混ざり合う新たな性格と特徴を
もった建物をデザインすることで、歴史と新しさを併せ持つ関内・関外地区らしい、まちの新
たなシンボルとなります。

　解体した既存建物を、新築棟との配棟関係や建築計画などを考慮した上で記録を元に復
元し、新旧が共存する豊かな外部空間や内部空間などの新たな空間を生み出すことで、地
区の文化的・歴史的な背景を考慮した、独自の景観的な深みと魅力を創出します。

三菱一号館美術館

ナショナル・ギャラリー・シンガポール

　外壁や内壁、階段など、既存建物の特徴ある部位を抽出し、また、例えば外壁を内壁として
利用するなど新たな活かし方をデザインすることで、魅力的な空間を創出します。

大英博物館

“Mitsubishi Ichigokan Museum” by Wish.F
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現在の市会棟本会議場

現在の市民広間

現市庁舎建物は、耐震診断により補強が必要との結果を受け、平成14年度に市会１号棟・市会２号棟・市会３号棟の耐震補強工
事、平成21年度に行政棟の耐震補強工事が完了しています。行政棟の耐震補強工事に際しては、既存建物に免震装置を組み込む、
免震レトロフィットが採用されています。

 

・現市庁舎建物は開港百周年事業の一環として昭和34年に竣工しました。
・指名設計競技により、村野藤吾氏の設計案が採用されました。
・「庁舎と市会は市民広間をもって連結され、市民に開放され、市民と市当
局との公的接触の場となる」との設計意図により、尾上町通り側の１階に
市民広間が配置されています。
・市民広間は彫刻家の辻晋堂氏による陶器製のレリーフで覆われ、市会棟
本会議場の天井には彫刻家の須田晃山氏の石膏レリーフが貼られてい
ます。

 昭和34年竣工時

現在の俯瞰

市民広間

構造的な分離
（ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ）

構造的な分離
（ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ）

構造的な分離
（ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ）

①行政棟
②市会１号棟
③市会２号棟
④市会３号棟

階高
地上８階・地下１階
地上４階・地下１階

地上３階
地上２階

地上１階・地下１階

延床面積
20,756.45 ㎡
5,821.59 ㎡
606.40 ㎡
1,027.54 ㎡
1,820.30 ㎡

建築面積
2,740.21 ㎡
1,598.61 ㎡
278.29 ㎡
562.24 ㎡
664.34 ㎡

竣工年
Ｓ34年
Ｓ34年
Ｓ53年
Ｓ41年
Ｈ21年

構造
SRC造
SRC造
RC造
RC造
S造⑤中庭棟

・昭和34年竣工
・平成21年耐震補強工事(免震)

①行政棟

・昭和34年竣工
・平成14年耐震補強工事

②市会１号棟

・昭和53年増築
・平成14年耐震補強工事

③市会２号棟

・昭和41年増築
・平成14年耐震補強工事

④市会３号棟

・平成21年増築
⑤中庭棟

※備考 ①②は当初建築（設計：村野藤吾）、③④⑤は増築
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緑の軸線を構成する重要な場所として「市庁舎のデザインとの関係を密にし、さらに他の
建築物群へと広がるインパクトを持つリズム感あふれる歩行者空間」をコンセプトに昭和
49年に整備しました。通行者だけでなく、にぎわいのある都市において静かに過ごしたい個
人にも配慮されており、当時の車優先の社会において歩行者空間の形成とまちづくりは、全
国でも先駆的な都市デザインプロジェクトとなりました。平成27年の改修の際にも、立体的
な緑・多面的な緑を加えつつ、歩行・休息空間、溜まり空間、アクティビティなどが考慮されて
います。 現在のくすのき広場

73.40m 

37
.2

5m
 

100.00m

37
.2

5m
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1950年代には日本の各地に多くの地方自治体の庁舎が建てられたが、横浜市庁舎はこの時期の市庁舎建築
を代表するものの一つである。プランは高層行政棟と低層議会棟を２階分吹抜けの「市民広間」でつないだ矩形
の釣り針型である。この非対称な高層棟と低層棟をバランスよく組み合わせることにより、中央に立派な車寄せを
設けた左右対称のモニュメンタルで厳めしい戦前の庁舎を廃して、よりモダンでフレキシブルなものとなってお
り、この手法は当時盛んに行われたが、横浜市庁舎はそのすぐれた一例だといえる。
設計者は、コンペを勝ち得た村野・森建築事務所で、その当選は行政棟庁舎と議会棟をつなぐロビー「市民広

間」の存在が高く評価されたが故という。村野・森建築事務所の主宰者村野藤吾は、日本近代の建築家を代表す
る存在であり、この市庁舎は、村野の市庁舎建築を代表するものといえる。また、しばしば濃密な細部をもつことで
知られる村野の作品としては、比較的シンプルで本来のモダニズム建築に近い。施工は、指名競争入札が行われ、
戸田組（現・戸田建設）が落札して実施された。その後、平成19年から平成21年にかけて耐震補強工事（免震）が
行われた。 
基本的にはシンプルなモダニズムの外観を持っているが、コンクリート打ち放しの柱・梁に対して、壁面は褐色

の特製厚型タイルが張られている。また壁面は、滑り出しの窓のある部分と無窓の壁面、それにバルコニーを設け
て壁面を後退させた部分があり、単調ではない凹凸のあるやや複雑なファサードをつくりあげている。さらに、上
にいくにつれて２階ごとに柱の太さが細くされており、上層は軽快な感じとなるよう細かな配慮がされている。こう
した配慮によって、より変化に富んだ外観をつくりだしている。また、屋上に置かれた円錐形籠状鉄塔も、外観のシ
ンボルとなっている。 
内装も概ねシンプルであるが、「市民広間」の広大な壁面は辻晋堂の手がけた泰山タイルによる壁画によって

飾られている。市議会議場の採光は両側壁のルーバーから行われる独特のもので、天井からの間接照明もユニー
クである。そして、天井の両サイドには須田晃山による二羽の鳩と二つのオリーブの樹を描いた石膏レリーフが施
されている。

現市庁舎は市制施行以降の横浜市の７代目の市庁舎であり、開港100年記念事業の一環として建設されたも
ので、歴代の市庁舎の中で最も長く市庁舎として使われ続けた建物であり、横浜の戦後建築を代表するものの一
つである。また、現市庁舎の敷地は、開港50周年記念として建てられた２代目及び４代目市庁舎も同じ場所に建
てられており、敷地内から２代目基礎遺構も発見される等、横浜市政の歴史の半ば以上は、この建物と敷地で展
開されてきた。創建時は日本の各地に市庁舎がたくさん建てられた時期であるが、そうした市庁舎を代表する一典
型たり得ている。 

若干の増改築は行われているものの、基本的には創建当初の姿をよく保って使い続けられている。壁面に張ら
れた多様な色合いをもつ褐色のタイルは、近隣のみなと大通りと日本大通りの左右に点在するいくつかの歴史的
建造物と呼応して、よき都市景観の構成物ともなってもいる。  

（１）建築的・土木的価値などの建造物価値

（２）歴史的価値

（３）景観的価値
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関内駅周辺地区のマネジメント２-５

持続的な活動を行うための体制

　関内駅周辺地区では、現市庁舎街区活用事業のほか、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、将来的に連携していくことで、関内駅周辺地区の持続的

な活性化につながっていくと考えられます。

　関内駅周辺地区のマネジメントは、様々な関係者が話し合って長期的な体制や取組を決めていくことになります

が、現市庁舎街区の事業者には、将来的に、関内駅周辺地区のマネジメントにおける中心的な役割を担うことが期

待されています。

　持続的に活動を行うためには、長期的な体制づくり・新たな担い手の育成・活動のための財源が必要となります。

　50年以上にわたる長期的な体制をつくるためには、初期段階でどのような組織体制とするかに加えて、新たな担

い手をどのように育成していくかという視点も重要です。また、持続的な財源については、全国で展開されている

エリアマネジメントにおいても課題になることが多いため、財源創出の考え方について、あらかじめ検討しておく

ことも有効です。

関内駅周辺地区のマネジメントと、関内・関外地区内の他地区と連携した活性化イメージ

日本大通り

大通り公園

関東学院大学

横浜文化体育館

横浜公園
港町民間街区

現市庁舎街区
関内駅周辺地区

横浜中華街・山下町地区

山下公園通り・山下町地区

元町・石川町地区寿・松影・吉浜町周辺地区

浦舟町・阪東橋周辺地区

不老町周辺地区

お三の宮周辺地区

初黄・日ノ出地区

伊勢佐木町
３～７丁目
周辺地区

伊勢佐木町
１・２丁目、
吉田町地区

野毛周辺地区

関内・馬車道地区

園公園園園園園浜公公園園園園園公公園園園公園園園園園浜公園浜公園
公

区区区区

港

大通大大通大通り大
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まちの価値を高めるための様々な活動

コミュニティづくり

関内・関外地区内の他地区との連携

まちの魅力づくり

コミュニティづくり

災害時の共助の取組公共空間の活用

イベントの実施

公共空間の活用

回遊性の向上

民間施設の利活用

関内駅周辺地区

　関内駅周辺地区の新たなまちのブランドを形成するためには、長い年月をかけて様々な活動を積み重ねていくこ

とが必要です。下記には、関内駅周辺地区で行われる取組イメージとして事例を示していますが、現市庁舎街区の

事業者には、様々な取組を通じて関内駅周辺地区へ根ざす存在へとなっていただきたいと考えています。

　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・関外地区全体の活性化における重要なプレイヤ

ーになっていくことが期待されています。

・まちの情報発信
・各敷地が連携したイベントの実施
・公園等の公共空間を活用した賑わい
　づくり
・災害時の共助の取組
　（高齢者・乳幼児等を含む帰宅困難
　　者の受入れ等）
・駐車場マネジメントなど、歩行者優先の
　まちづくり

などの取組を継続的に行うことにより、
まちの価値が高まっていきます。

　市民や観光客を惹き付ける
特色のあるプログラムの実施
など

　関内駅周辺地区に愛着を持つプレイヤー
を新たに育て、地域に根ざした組織体制を
構築することが重要です。

　様々な特徴を持つ地区が集まっているこ
とが、関内・関外地区の大きな魅力です。
今までも積極的にエリアマネジメント活動
を展開してきた各地区が連携して、相乗効
果を発揮することにより、関内・関外地区
の多様性が他地区にない強みとなり、地区
全体のブランドが向上します。

　ボランティアへの参加を促し、
地域活動に関わる人の裾野を広げ
る活動など（株式会社nest）

　周辺のまちづくりと連携し
た賑わい創出の取組など
（NPO法人 大丸有エリアマネ
ジメント協会）

まちの情報発信
　ウェブによる情報発信やカフ
ェ機能も備えた情報発信拠点の
設置など（一般社団法人渋谷駅
前エリアマネジメント）

　様々な観光資源や活動と連携して回
遊が促進される取組を行うなど、他地
区との連携によって相乗的な効果が発
揮される。（Better Bankside）

　民間施設を非営利活動で利用しやすい
仕組みを創ることなどにより、多様なプ
レイヤーが活動しやすくなることで、地
区全体のイメージや価値が高まる。
（3space）

　大学や地域と連携した帰宅困
難者訓練のためのイベントの実
施など（一般社団法人渋谷駅前
エリアマネジメント）
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“Balboa Park Earth Day 2011” 
by Ctorbann

http://www.3space.org/

http://www.betterbankside.co.uk/
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景観計画及び都市景観協議地区の見直し検討について 
 

 

 

１ 背景 

本市では、平成 16 年の景観法施行を契機として、平成 18 年に本市の景観づくりの指針であ

る「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」を施行しました。

その後、景観計画及び都市景観協議地区を軸として、関内及びみなとみらい 21（中央・新港）

のエリアを中心にこれまで運用してきました。 

これらの景観制度の運用開始から約 10 年が経過し、景観づくりを取り巻く状況が変化する

中、国内外から多くの人や企業が訪れ、魅力と活力あふれる「選ばれる都市」を目指すため、

平成 30 年度に「横浜市景観ビジョン」の改定を行いました。 

 

２ 見直しのポイント 

景観ビジョンの改定においては、これまでのエリアごとの個性と魅力ある景観づくりに加え、

特に都心部を中心に、イベントや一時的な都市演出も含めた、来街者にも楽しんでもらえるよ

うなきめ細かい景観づくりを重視し、「人々の交流や賑わいの景観づくり」や「街の個性を引き

立たせる夜間景観」の推進について大事なポイントとしています。その推進のためには、公共

空間活用やイベントによる都市空間演出等の民間の活動との連携が必要です。そのため、策定

当初は想定していなかったような、日々進化する都市空間の演出技術や、エリアをまたぐ大規

模なイベントにも柔軟に対応し、効果的な魅力づくりをしていけるよう、景観計画や景観協議

の指針について見直しを行います。 

 

３ 今後の進め方 

①日々進化する都市空間の演出技術や、エリアをまたぐ大規模なイベントを踏まえた、新しい

景観のあり方について検討します。  

②制度について、エリアごとの個別の運用だけでは対応が困難な項目については、横断的に検

討を進めるとともに、エリア間で細かいルールに差異がある項目については、内容を精査して

いきます。 

③制度の変更内容については、部会において今後ご審議いただく予定です。 

 

報告事項 

 景観計画及び都市景観協議地区について、時勢を考慮した内容変更及び細かいルール変更

を行うための検討を行います。変更内容については、今後、部会でご審議いただきます。 

【資料４】 
令和元年８月 26 日 
都 市 美 対 策 審 議 会 
都市整備局景観調整課 



 

 

＜景観審査部会＞ 

○連節バスを活用した「高度化バスシステム」について（審議）（令和元年６月 25 日） 

【資料５－１】 

【付議理由】 

  本市では、連節バスを活用した「高度化バスシステム」を導入する予定である。この停留所につ

いて、車両との統一感を持たせる「トータルデザイン」や、これまで市内で展開してきた「広告付

きバス停上屋」の事業スキームを活用することを念頭に、検討を進めてきた。 

  今回「高度化バスシステム」で整備する停留所のうち、みなとみらい 21 新港地区内の新港ふ頭

に設置予定の広告付き上屋については、景観計画における屋外広告物の設置等に関する行為の制限

について一部ただし書きを適用することを考え、その景観形成の考え方について付議した。 

【計画概要】 

・令和２年までに「高度化バスシステム」を横浜駅東口から山下ふ頭間で導入する。 

・停留所については、場所ごとの条件に合わせ広告付き上屋及び専用標柱を設置するが、それらのデザ 

インは車両との統一感をもたせる「トータルデザイン」を採用している。 

 ・みなとみらい 21 新港地区における景観計画の、第三者広告物の掲出制限について、ただし書き 

を適用する。 

【結論】 

  みなとみらい 21 新港地区での広告付き上屋の設置可否については、提示された資料では審議で

きない。横浜市としてみなとみらい 21 新港地区をどのようなエリアにしたいのかという展望も含

め、条件を整理した上で再度付議する。 

 

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

○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番２号）（審議）（令和元年６月 25 日） 

【資料５－２】 

【付議理由及び経緯】 

都市景観協議地区内では、「特定都市景観形成行為」（関内地区の場合、高さが 45ｍを超える建

築物の新築又は移転等）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あたっては、

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。 

本件は平成 30 年の第 41 回から第 43 回までの景観審査部会にて付議し、協議事項及び協議の方

針について了承いただいたが、今回計画を一部変更することとなったため、改めて付議を行った。 

【計画概要】 

・建築物の高さ約 64ｍ（地下２階、地上 17 階）のホテルの新築計画。 

・１階部分への店舗配置、街路樹配置、地下鉄の出入り口設置により足元回りに賑わいを創出 

・低層部は周辺の歴史的な街並みとの連続性に配慮した外観デザインとし、高層部はセットバッ

クすることで圧迫感の軽減を図る。  

【結論】 

  高層部における圧迫感を軽減するための手法について、引き続き協議すること。 

 

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

○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

観協議地区中区山下町 282 番）（報告）（令和元年６月 25 日） 

【資料５－３】 

横浜市都市美対策審議会 各部会の開催報告について 

資 料 ５ 



【付議理由及び経緯】 

都市景観協議地区内では、「特定都市景観形成行為」（関内地区の場合、高さが 45ｍを超える建

築物の新築又は移転等）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あたっては、

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。 

本件は平成 31 年３月の第 50 回景観審査部会にて協議事項及び協議の方針については概ね了承

いただいたが、本町通り沿いの歩行空間と車寄せの関係性や貫通通路の設え、建物外観の演出な

どについてその後の協議状況の報告を行うこととなっていた。 

【計画概要】 

・建築物の高さ約 75ｍ（地下１階、地上 19 階）のホテル（低層部にレストラン・カフェ・オフィ

ス）の新築計画。 

・本町通り沿いについて、快適な歩行者空間の確保と賑わいの演出を行う。また、本町通り沿い

の街並みの調和と連続性に配慮した外観デザインとする。 

・神奈川芸術劇場側に、神奈川芸術劇場の遺構展示を生かした貫通通路を整備する。 

【結論】 

報告内容について了承するが、出た意見をふまえて、引き続き協議を進めること。 

 

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

○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（みなとみらい 21

中央地区都市景観協議地区西区みなとみらい５丁目１番地）（報告）（令和元年６月 25 日） 

【資料５－４】 

【付議理由及び経緯】 

都市景観協議地区内では、「特定都市景観形成行為」（みなとみらい 21 中央地区の場合、高さが

100ｍを超える建築物の新築又は移転等）に該当する行為に関し、協議事項及び協議の方針を定め

るにあたっては、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。 

本件は特定都市景観形成行為にあたる計画となっているが、今回はその計画概要の説明と、今

後協議を進めるにあたり都市景観アドバイザー制度を活用することについて報告を行った。 

【計画概要】 

・建築物の高さ約 153ｍ（地上 28 階、塔屋２階）のオフィス及びホテル（低層部に店舗やにぎわ

い施設など）と、高さ約 86ｍ（地上 15 階、塔屋２階）のオフィス（低層部に店舗など）の２棟

の新築計画。 

・当街区は都市軸であるキング軸とグランモール軸とが交わる街区であり、また地区計画及び「み

なとみらい 21 街づくり基本協定」において街のランドマークとなるような超高層建物を積極的

に誘導することが位置付けられている。 

・協議結果をもとに基本計画協定締結後、令和２年３月までに土地の売買契約を締結予定。その

後、令和２年 12 月着工、令和５年 11 月しゅん工予定。 

【結論】 

都市景観アドバイザーとして国吉委員を選任することに異議なし。今後、都市景観協議の進捗

に応じて景観審査部会に付議すること。 

 

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

○広告付案内サイン・公衆無線ＬＡＮ整備事業における景観形成について（報告・審議） 

（令和元年６月 25 日、令和元年８月５日） 

【資料５－５】 

【付議理由及び経緯】 

歩行者系案内誘導サインの整備については、平成 28 年度末から平成 29 年度にかけて３回、都



市美対策審議会の本会に付議し、事業内容や公募結果とその提案内容について説明した後、平成

30 年度には第 47 回と第 48 回の部会において、景観計画における屋外広告物の設置等に関する行

為の制限について一部ただし書きを適用するにあたり、景観形成の考え方について付議していた。 

令和元年６月の部会では、本事業において静止画デジタル広告を活用することについて報告し、

８月の部会では、試験的に設置した静止画デジタル広告付案内サインの現地確認を行い、静止画

デジタル広告が景観に与える影響について付議した。 

【計画概要】 

・広告付案内サイン150基を契約締結時からラグビーワールドカップ2019までに整備。（公衆無線

LANについては60基を目標に整備。※今後の事業者との協議により決定。）整備対象範囲は横浜

駅周辺地区、みなとみらい21地区、関内・関外地区、新横浜駅周辺地区。 

・静止画デジタル広告活用については、８月に横浜駅周辺、みなとみらい 21 中央地区、新横浜駅

周辺において３基先行的に設置し、現場確認を行った後、９月頃に同エリアに 20 基程度本格設

置を行う予定。 

【結論】 

 ６月の部会では、「本事業における静止画デジタル広告の活用について、整備の方針は理解した。

静止画デジタル広告が景観に与える影響や、異なるタイプの広告付案内サインが併存することに

対しては、景観審査部会による現地確認も行いながら、検討を進めること。」という結論になった。 

 実際に現地確認を行った８月の部会では、「ポスター広告とデジタル広告を現地で確認したところ、

景観へ与える影響に大きな差異はないことがわかった。設置場所、コンテンツ、色、明るさなど、不快感を

与えないような工夫については引き続き検討するとともに、今後、個別の配置を検討していく中で、景観審

査部会にも付議しながら進めていくこと。」という結論になった。 

 



＜表彰広報部会＞ 

令和元年５月９日：表彰式及びティーパーティー 

 

 

 

 

 

 

 

 

市庁舎及び各区パネル展示 
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1 

連節バスを活用した「高度化バスシステム」の広告付きバス停上屋の設置について（審議） 
審議事項 

みなとみらい２１新港地区の景観計画における屋外広告物の設置等に関する行為の制限のただし書

きの適用について 

令和 2（2020）年までに連節バスを活用した「高度化バスシステム」を横浜駅東口～山下ふ頭間で

導入します。

 この停留所について、車両との統一感を持たせる「トータルデザイン」や、これまで市内で展開し

てきた「広告付きバス停上屋」の事業スキームを活用することを念頭に、検討を進めてまいりました。 

今回整備するエリアの内、みなとみらい２１新港地区は、景観法に基づく景観計画において、第三

者広告物の掲出を制限していますが、ただし書きにおいて、諸条件を満たし、市長が認めたものは、

この限りではないとしています。 

本件は、新港ふ頭停留所における広告付き上屋について、ただし書きの適用をお願いするものです。 

《ただし書きが適用可能と考える理由》 

・まず、バス停留所上屋については、バス停留所標識としての機能を備えており、案内・誘導サイン

の役割を果たすものと考えています。

・そのうえで、全線にわたりデザインを統一します。

・また、第三者広告物については、従来の広告付きバス停留所上屋の整備事業と同様の広告審査基準

および外部委員による審査の仕組み（図１）を踏襲することで、これまでと同様に都市の空間に

資する質の高い広告を掲載します。

以上のことから、案内・誘導サイン等広域の範囲で統一してデザインされたものであり、新港地区の

魅力的な景観形成に寄与するものと考えています。（すなわち、新港地区の魅力的な景観形成に支障

がないものと考えています。） 

  整備イメージ図（審議対象の停留所） 

みなとみらい２１新港地区    ・・・審議対象停留所位置

整備前 

新港ふ頭 

整備後 

新港ふ頭 

令 和 元 年 ６ 月 2 5 日 

議 事 １ 資 料 １ 

交 通 局 路 線 計 画 課 

図１ 広告付きバス停上屋の広告審査フロー【参考】  図２ 審議対象の停留所位置 

資料５－１

01152107
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図４ バス停留所上屋イメージ（標準型） 

図５ バス停留所上屋イメージ（省スペース型） 

【参考】既存バス停留所上屋 図６ 専用標柱イメージ 



1-（7）-イ-(エ)

2 . 歴史と文化の蓄積を感じさせる街並みと調和した品格ある景観の形成

開港記念館（ジャックの塔）大正6年 横浜中央電話局（ユーラシア文化館）
昭和4年

横浜税関（クイーンの塔）昭和９年横浜貿易協会　昭和4年 神奈川県庁舎（キングの塔）昭和3年 ホテルニューグランド　昭和２年

■低層部
・周辺の歴史的建造物の輪郭やスケールに合わせ、低層部を設
ける。

・1つの建物としてリズムを刻むこととユーラシア文化館との緩
やかな共通項をつくることを踏まえた窓配置。

・2階や7階の高さに白色を基調とした水平ラインを設けること
で、対面のユーラシア文化館と呼応した低層部を形成。

■高層部
・業務エリアである関内地区になじむ横長の窓を基調としたデザ
イン構成とする。
・桁行及び妻側外壁の一部をセットバックし、垂直ラインを強調
することで高層部を分節。
・低層部のコーニスや周辺建物の横基調のデザインに合わせ庇を
設けることで、建物全体のデザインをまとめる。中景からは外
壁と外部空間の間に庇による緩衝空間を設け、景観に配慮。

関内地区における歴史的建造物

■色彩計画
・低層部は前面のユーラシア文化館低層部の色味に合わせた色彩
を用いる。

・高層部は周辺建物と同系色の淡い色彩計画とし、調和した街並
みを形成。

歴史的建造物の高さに合わせて基壇部を
つくり、街並みの連続性を創出する。

1-（5）-ア-（ア）

高層部のボリュームをセットバックし
高さを周辺建物に合わせることで、街
並みとの調和を図る。

符号：「関内地区都市景観協議地区　第6行為指針」条文番号

4景観形成の計画 ( 中景 )

（仮称）アーバンネット横浜ビル建替え計画新築工事

2019.6.25

9
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横浜山下町地区 (仮称）第一種市街地再開発事業　B-2 街区施設計画 1

1．歩行者空間と車寄せの関係性
　　歩行者に車を意識させないながらも、より安全で快適な歩行空間の形成が必要

・車両乗り入れ時のバトラーの対応、歩道に車止め等の安全対策
・歩車道の段差は設けずフラットとする一方で、壁面後退空地の舗装と
歩道および歩道状空地の舗装と別素材とした。

⇒本町通りに沿って連続した歩行空間を意識させ、
より安全で快適な歩行空間とする。

Before After Day Time After Night Time

舗装材を変更

本町通りに沿った
連続した歩行空間

議事３
資料２

車止めの設置

歩道・歩道上空地の舗装は
KAATと合わせる

壁面後退空地の舗装は
別素材

資料５－３
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横浜山下町地区 (仮称）第一種市街地再開発事業　B-2 街区施設計画　　　2

２．貫通通路の設え
　　人を呼び込み惹きつける工夫が不足、植栽の生育環境等の懸念

	 ・建物との調和、歴史遺構へのアプローチを実現しながら人を呼び込む工夫

	 ⇒ガラスブロックのベンチと歴史遺構をモチーフとしたストリートファニチャーで
	 　歴史遺構を主役としたまとまりある空間に設える。

Before

After Day Time

After Night Time



横浜山下町地区 (仮称）第一種市街地再開発事業　B-2 街区施設計画　　　3

３．建物外観の演出
　　ライトアップ等、演出の必要性の検討。建物の透明感が表現されるか。

	 ・近隣の歴史的建造物（旧露亜銀行）もあることからライトア
												プは控えるべき。
	 ・賑わいの演出は低層部（ガラスブロック等）と高層部
	 		（バーラウンジ）で行う。
	 ・建物全体（客室階）は穏やかな灯りが自然に漏れ、
	 		透明感が表現されるものと考えられる。

Before
After Day Time After Night Time



 

１ 位置図

２ 事業予定者の提案概要 

（１）事業予定者（市有地の開発事業者公募により H31.3 決定）

(仮)みなとみらい 21 中央地区 53 街区開発事業者 共同企業体

（代表企業）株式会社大林組

（構成企業）ヤマハ株式会社、京浜急行電鉄株式会社、日鉄興和不動産株式会社

（２）建物概要

ＷＥＳＴ棟 ＥＡＳＴ棟

延べ面積 182,825 ㎡ 
高さ 153ｍ 85.5ｍ 
階数 地上 28 階 塔屋２階 地上 15 階 塔屋２階 
フロア構成 25－28 階 ホテル 

９－24 階 賃貸オフィス 
５－８階 自社オフィス

４階   全体共用

３階  カンファレンス、

小ホール等にぎわい施設

２階 店舗、オープンアトリウム

１階 駐車場、店舗、

オープンアトリウム

４－15 階 オフィス 
３階  オープンイノベーション

スペース、オフィス、店舗

２階  店舗

１階 駐車場、店舗

み
な
と
み
ら
い
１
号
線

地
区
街
路
２
号
線

みなとみらい21中央地区 53街区における景観協議について 議題4  資料1 

53街区 

敷地概要 
○所在地

西区みなとみらい五丁目１番１ほか

○敷地面積

20,620.33 ㎡

都市計画による制限 

○用途地域：商業地域

（建ぺい率 80％／容積率 800％）

○高度地区：（最高限）第７種高度地区

（最低限）最低限第１種高度地区

○地区計画：みなとみらい中央地区地区計画

ビジネスゾーンＡ

○みなとみらい 21 地区街づくり協議地区

○景観計画・都市景観協議地区

WEST 棟 

EAST 棟 

※建物概要及びイメージパースは、

事業提案時のものであり、今後変更

する可能性があります。

資料５－４
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３ 街区の位置づけと主な協議事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 隣接する 52 街区と 54 街区の状況 

 ・52 街区：公募売却する予定（2020 年度中に審査予定） 

 ・54 街区：2020 年２月しゅん工予定（地上 19 階、高さ約 100ｍ） 

 

５ 今後のスケジュール 

  令和２年（2020 年）３月まで   基本計画協定締結後、土地の売買契約 

令和２年（2020 年）12 月    着工 

  令和５年（2023 年）11 月    しゅん工予定 

横浜駅東口地区からほど近い位置に立地し、みなとみらい 21

中央地区の骨格となるみなとみらい大通り沿道地区と、都市

軸であるキング軸、グランモール軸とが交わる街区です。 

53 街区は、隣接する 52、54 街区とは元々ひとつの街区であ

り、52～54 街区全体でのビル群としての造形や眺望に配慮す

ることを求めています。また、52～54 街区の中で最も大きな

街区であることから、象徴的な街区となることが望まれます。 

みなとみらい 21 地区の主要なキング軸（地区施設：幅員 15

ｍ以上）が 54 街区側で整備される予定であり、53 街区側も

一体的な整備が求められます。 

「みなとみらい 21 中央地区地区計画（建築物等の整備の方

針）」及び「みなとみらい 21 街づくり基本協定（建築物等の

基準）」において、重要な都市軸上の当街区には、積極的に超

高層の建物を誘導し、街のランドマークとすることが位置づ

けられています。 

●低層部の回遊性 

●都市軸に沿った賑わいづくり 

●緑による空間演出 

●52～54 街区全体での群造形 

●象徴性のある「デザイン」「高さ」 

●魅力あるスカイラインの形成 

●コモンスペースなどの連担性 

●周辺と調和した街並み景観 

●夜間景観 

＜位置づけ＞ ＜主な協議事項＞ 

54 
52 



1 

広告付案内サイン・公衆無線 LAN 整備事業における静止画デジタル広告活用について 

報告事項 静止画デジタル広告の活用について 

○目的

広告付案内サイン・公衆無線 LAN整備事業を実施するにあたっては、平成３１年１月の景観審査部会

においてデザインや配置の基本的な考え方について承認をいただいておりました。本事業においては、

静止画デジタル広告の活用について検討をしておりましたが、このたび横浜駅・みなとみらい 21中央・

新横浜駅周辺地区において、静止画デジタル広告を一部導入し、検証を行いますのでご報告いたします。 

１ 静止画デジタル広告活用についての概要 

(1) 本事業における「静止画デジタル広告」の定義

デジタル機器で表示する広告で、静止画かつ一定時間で切り替わるものをいいます。

(2) 整備範囲

横浜駅・みなとみらい 21中央・新横浜駅周辺地区

(3) スケジュール（予定）

先行整備（８月頃）：３基

本格整備（９月頃）：20基程度（先行整備含む）

（参考） 全体の事業概要

・事業者：エムシードゥコー株式会社

・設置基数：広告付案内サイン 150基（ポスター広告・静止画デジタル広告）

うち公衆無線 LAN 60基を目標 

・スケジュール（予定）：令和元年６月頃工事着手、８月工事竣工、９月運用開始

２ 設置にあたっての現場確認 

 静止画デジタル広告を道路上に掲出することについては、照度など配慮する必要があり、横浜駅など

のエリアにおいて静止画デジタル広告を先行的に数基設置し、現場確認を行います。現場確認は、静止

画デジタル広告とポスター広告の比較のほか、掲出映像の美観、明るさ、広告の切り替えサイクルなど

について、各エリアの地元組織や来街者に景観に関するアンケート調査を行います。調査結果を踏まえ、

本格的に複数基を設置する予定です。

なお、静止画デジタル広告は緊急情報配信にも利用可能であるため、今回の静止画デジタル広告を設

置後に緊急情報配信訓練を行い、配信体制の確認を行います。

３ 今後の展開 

 今回の横浜駅・みなとみらい 21中央・新横浜駅周辺地区において整備する、静止画デジタル広告付き

案内サインの夜間景観に与える影響などを踏まえ、今後の展開について検討していきます。 

■静止画デジタル広告確認場所

・みなとみらい 21中央地区 ・横浜駅周辺地区

・新横浜駅周辺地区

横浜駅 

関内駅 

【凡例】 

●：広告付案内サイン整備予定箇所

★：広告付案内サイン（デジタルタイプ）

整備予定箇所

※そのうち、○は先行実施箇所（３基）

桜木町駅 

新横浜駅 

令 和 元 年 ６ 月 2 5 日 

議 事 ５  資 料 １ 

都 市 整 備 局 企 画 課 

資  料 ５ － ５

01152107
テキストボックス



 

1 
 

広告付案内サイン・公衆無線 LAN 整備事業における静止画デジタル広告活用について 

 

審議事項 静止画デジタル広告について 

今回、本市とエムシードゥコー株式会社が公民連携する中で設置する「静止画デジタル広告」の運用

にあたり、デジタル形式の広告面が周辺の良好な都市景観と調和することを検証するため、現場確認を

行います。 

 

○ 確認方法 

 （場所）：クイーンズスクエア前（みなとみらい中央地区） 

 （対象）：デジタル形式の広告を搭載する案内サイン 

（内容）： 

・内照式照明が配置されたポスタータイプの地図面とデジタルパネルが配置された広告面に同じ広告を

表示し、景観面や品質面（クオリティ）において、表示する広告の状況を確認します。 

・ポスター広告とデジタル広告の比較は、既存の広告付きバス停のポスター広告を歩道上（視点場①）

から確認するとともに、デジタル広告を近接する交差点周辺（視点場②）から確認します。 後に、新

設した広告付き案内サインのポスター広告を確認し、景観へ与える影響や静止画デジタル広告の品質（ク

オリティ）を検証します。 

・現場では、自動調整の明るさの程度や、各広告の切り替えサイクルを確認し、周辺環境との調和を検

証します。 

 

（確認事項） 

 ・明るさ（照度の自動調整） ：自動調整の明るさの程度を確認 

・切り替えサイクル  ：10 秒（理由：広告付きバス停のスクロール切り替え時間） 

 

 

    （地図面：ポスター形式）    （広告面：デジタル形式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 静止画デジタル広告確認場所 

 ・みなとみらい 21 中央地区 

 （位置図）                     （視点場①の見え方：広告付きバス停） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （視点場②の見え方：広告付き案内サイン）    （視点場③の見え方：広告付き案内サイン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 屋内におけるデジタルパネルの現状確認（エムシードゥコー社内） 

 
【明るさについて】 

・ポスタータイプは光が紙を通過する際に様々な方向に曲がるので

ぼんやりした感じになるが、デジタルタイプは光が直進するためく

っきりとした感じになる。 

・現場確認では、自動調整の明るさが周辺環境に調和しているか検

証いただきたい。 

 

【広告の切り替わりについて】 

・ポスタータイプの広告はポスターが上下にスクロールし、広告が

切り替わる仕組みになっているが、デジタルタイプの広告は、一瞬

で切り替わる仕組みとなっている。 

・現場確認では、切り替え順序についてご確認いただきたい。 

○地図面 

 ・合成紙ポスター 

○広告面 

・LCD HD ディスプレイ 

・画面サイズ：85 型 

 ・解像度：1920×1080 ピクセル 

      72dpi 以上 

 ・平均消費電力：600W 

 ・音声出力：非対応 

（参考） 

本体枠 ：アルミニウム合金 

ガラス枠：強化ガラス（t=8mm） 

令 和 元 年 ８ 月 ５ 日 

議 事 １  資 料 １ 

都 市 整 備 局 企 画 課 

天地 1710mm 

×左右 1160mm 

（1.98 m2） 

天地 1870mm 

×左右 1060mm 

（1.98 m2） 

現場確認時は、 

地図面にポスター広告を掲出します。 

デジタル広告 

ポスター広告（バス停広告） 



第 127 回横浜市都市美対策審議会 報告資料 

都市デザインの広報について 
令和元年度前期 ビジョン等広報普及活動 実績・予定 
★：実績 ◎：予定  

 

１ 発行物を作成して発刊 

★都市デザイン関係資料配布 

 パンフレット日本語版 約 300 部（横浜市大講義、等） 

 パンフレット英語版  約 30 部（韓国視察、等） 

 リーフレット     約 50 部（庁内研修等） 

 都市デザインビジョン概要版 約 50 部（埼玉県羽生市 WS 等） 

 景観ビジョン合冊版  20 部（庁内各部署、小学校・大学教諭等） 

 

２ 都市デザインに触れ深める機会づくり 

★出張講座・視察受け入れ等  

４月 19 日 横浜市立大学 受講登録者数 15 名程度 

４月 23 日 仙台市庁舎建て替えに関するワークショップ 40 名程度 

５月 23～24 日 宮城教育大学付属中学校 ５名 

６月４日、８日 みなとみらいかもめ SCHOOL 受講登録者数 20 名程度 

６月 11 日 象の鼻テラス開館 10 周年記念展 30 名程度 

7 月 11 日 プラットインスティテュート都市計画科 夏季日本視察  15 名程度 

★インターン生受け入れ 

８月 14 日-27 日 参加者数３名 

★景観ビジョンを活用した景観まちづくり教育＜通年＞ 

８月 22 日 瀬谷区総合学習研究会（まちの魅力発見ＷＳ） 瀬谷区小学校教諭 約 20 名 

◎９月 21 日 学校地域フォーラム見本市出展（出前講座などについて宣伝）市内小中学校の先

生、地域コーディネーター等 約 200 名 

 

 

★ 都市デザイン研究会 

 年３～４回開催 

７月 11 日 「NY の都市計画概要と SoHo/NoHo エリアの区画整理」 講師： Jonathan 

Martin 氏（NY Pratt Institute 大学） 

８月１日 「東横線跡地を歩く」（庁内限定街歩き） 解説：桂有生 

◎ 横浜市技術職員対象現場見学会 ※人事委員会主催 

２～３月頃 参加者予定数 30 名程度（職員採用試験対象者向け） 

◎ 横浜市新採用予定者向け都市デザインワークショップ 

３月頃 参加者予定数 30 名程度 

資 料 ６ 



 

３ 研究機関との連携による都市デザイン活動の促進 

★『大学連携』 

大学の知的資源・人材を活かし、都市デザイン活動の質を高めるべく、大学との連携事業に取

り組んでいます。中期４か年計画においても「大学・地域・行政との連携によるまちづくり」の

取組として位置づけられています。 

今年度テーマ：関内・関外地区の公共空間に関する研究 

取組期間  ：協定締結後、年度内まで 

連携先   ：横浜国立大学野原研究室 

 

４ 【庁内向け広報】都市デザイン行政の強化（行政職員の育成） 

★ 局転入者まちあるき研修 

４月 26 日 参加者数 19 名（異動者・新採用職員等向け） 

★景観カフェ 

景観協議担当者による横断的な情報共有の場として、不定期に開催。 

参加者：都市整備局（都市デザイン室、景観調整課、都心再生課、みなとみらい 21 推進課、地

域まちづくり課）、港湾局（整備推進課）等 

 

５ 【海外展開】都市デザイン行政の海外輸出 

◎パナマ市（パナマ国）・バランキージャ市（コロンビア国）へのノウハウ移転協力 

内容：公民連携による都市の魅力づくり・課題解決のために、横浜の都市デザインおよび都市デ

ザインビジョン風景スケッチを用いたワークショップの展開を世界銀行が実施するにあ

たって、技術協力を行う。（2018 年・10 月~ 2~3 年程度の予定） 

 4 月 7～13 日 パナマ国パナマ市 専門家チーム派遣 

 11 月(予定) コロンビア国バランキージャ市 専門家チーム派遣 
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