
 

 

＜景観審査部会＞ 

○特定都市景観形成行為に関する協議事項及び協議の方針に関する意見について 

 （関内地区山下町特定地区）（審議） 

（平成 27 年 11 月２日、平成 27 年 12 月 25 日）（資料３－１） 

【付議理由】 

 都市景観協議地区内では、協議手続が義務づけられている行為（都市景観形成行為）のうち「特

定都市景観形成行為」（関内地区では高さが 45ｍを超える建築物の新築又は移転）に該当する行為に

関し、その協議事項及び協議の方針について都市美対策審議会の意見を聴くこととしている。 

【計画概要】 

地上 21 階、高さ 75 メートルのホテル計画 

歴史的建造物である旧露亜銀行横浜支店を引き立てるとともに、賑わいを生み出す施設整備を行

う。 

【結論】 

11 月の部会では、広場や「柱廊」部分を含めた建築物の前面空間のデザインの工夫について主に 

意見をいただき、各意見に対応した見直しをした上で、12 月の部会では結論として、申出者の考え

方に対する市の協議方針については、概ね了承という形で引き続き景観協議を進めていくこととな

った。 

 

○新市庁舎整備計画（報告）（平成 27 年 12 月 25 日）（資料３－２） 

・平成 27 年６月 16 日に「高度技術提案（設計・施工一括）型総合評価落札方式」による一般競争

入札の公告を行い、10 月８日から 13 日の期間に５者から技術提案資料の提出及び入札があり、落札

者が「竹中・西松建設共同企業体」に決定した。 

・横浜市都市景観アドバイザーとして国吉委員を選任した。 

 

○特定景観形成歴史的建造物の指定に関する意見について 

（旧円通寺客殿（旧木村家住宅主屋））（審議）（平成 28 年１月 12 日）（資料３－３） 

【付議理由】 

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

審議会の意見を聴くこととしている。 

【計画概要】 

 旧円通寺客殿は、江戸時代後期に建てられた茅葺屋根をもつ歴史的建造物であり、茅葺屋根をも

つ旧円通寺客殿とその裏山とが織り成す景観は、金沢八景駅のホームから直接眺められ、当地の特

徴ある景観として市民に親しまれている。今後は、地域の歴史、風土を知る上で貴重な遺構として

（仮称）金沢八景西公園の施設として整備する。 

【結論】 

保存活用計画をもって旧円通寺客殿（旧木村家住宅主屋）を特定景観形成歴史的建造物として指 

定する。 

横浜市都市美対策審議会 各部会の開催報告について 
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○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 30 番１）（審議）（平成 28 年３月 23 日）（資料３－４） 

【付議理由】 

 都市景観協議地区内では、協議手続が義務づけられている行為（都市景観形成行為）のうち「特

定都市景観形成行為」（関内地区では高さが 45ｍを超える建築物の新築又は移転）に該当する行為に

関し、その協議事項及び協議の方針について都市美対策審議会の意見を聴くこととしている。 

【計画概要】 

明治屋跡地を利用した、高さ 60ｍの共同住宅・商業施設 

ゆとりと賑わいのある歩行者空間の創出を行うとともに、歴史的な街並みの連続性を創出する。 

【結論】 

申出者の考え方に対する市の協議方針については、概ね了承という形で引き続き景観協議を進め

ていく。 

 

○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 中区海岸通５丁目 25 番３）（審議）（平成 28 年３月 23 日）（資料

３－５） 

【付議理由】 

 都市景観協議地区内では、協議手続が義務づけられている行為（都市景観形成行為）のうち「特

定都市景観形成行為」（関内地区では高さが 45ｍを超える建築物の新築又は移転）に該当する行為に

関し、その協議事項及び協議の方針について都市美対策審議会の意見を聴くこととしている。 

【計画概要】 

客室数 2400 室、建築物の高さ 135ｍ（屋上構造物含めた高さ 145ｍ）のホテル計画 

万国橋ビルのファサードの復元を行うとともに、魅力ある水際空間の形成を行う。 

【結論】 

申出者の考え方に対する市の協議方針については、概ね了承という形で引き続き景観協議を進め

ていく。次回は「形態意匠制限の認定」について審議をする。 

 

（参考） 

○みなとみらい 21 中央地区 20 街区 MICE 施設整備事業の都市景観アドバイザー意見聴取状況 

（計５回聴取）（資料３－６） 

※第 26 回都市美対策審議会景観審査部会（平成 27 年 11 月２日開催）において、横浜市都市景観アド

バイザーとして野原委員を選任した。 

【付議理由】 

景観審査部会での審議が義務付けられている規模のものではないが、本市の景観形成上重要な案

件であるため、付議した。（平成 26 年 5 月 27 日（審議）、平成 26 年７月 22 日（報告）） 

【計画概要】 

ＭＩＣＥ市場規模の世界的な拡大や横浜での開催需要に対応するため、本市のＭＩＣＥ施設拠点

であるパシフィコ横浜の隣接地で新たなＭＩＣＥ施設の整備に向けたＰＦＩ事業を実施する。 

平成 27 年 1 月 6日に入札公告を行い、平成 27 年 8 月 31 日に落札者（竹中工務店グループ）が決定

した。 

【景観アドバイザーの主な意見聴取内容】 

みなとみらい２１街づくり基本協定、みなとみらい２１中央地区都市景観形成ガイドライン、に

則り、「キング軸と各棟の関係、賑わいの創出」「開かれた施設・場の創出」「ＭＭ２１地区全体

の群デザインの調和」を中心に、アドバイザーの意見を聞きながら協議を進めている。 

 

 



○エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会 アーバンデザイン部会の開催状況（資料３－７） 

・（仮称）横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業のデザイン評価について 

（第 18 回：平成 27 年 9 月２日） 

・（仮称）横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業のデザイン評価、地区計画案

について（第 19 回：平成 27 年１０月２６日） 

・（仮称）横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業の地区計画について 

（第 20 回：平成 27 年１1 月 12 日） 

※エキサイトよこはま２２エリア内の形態意匠の認定においては、専門的な観点から景観に関する意見を伺う

場であるアーバンデザイン部会にて審議している。 

【報告】 

第 18 から第 20 回では、横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業の、まちづくりガイド

ラインの景観分野における整合の確認、「エキサイトよこはま２２横浜駅西口駅前・鶴屋町地区地区

計画」の建築物等の形態意匠の制限について意見を頂いている。 

（スケジュール予定）平成 28 年 6 月 都市計画審議会→都市計画決定 

 

＜表彰広報部会＞ 

○第８回横浜・人・まち・デザイン賞について（審議）（別添リーフレット） 

・平成 27 年 10 月 16 日：第 12 回表彰広報部会 

選考方法について了承した。また、ＰＲ手法、受賞プレートのあり方について本日の意見をもと

に引き続き事務局で検討を行う。 

・平成 28 年１月 20 日：合同部会（横浜市地域まちづくり推進委員会表彰部会との合同部会） 

選考方法について了承した。第８回募集リーフレットについてはできるだけ本日の意見に沿う形

で、事務局で修正をした上で進めることについて了承した。 

 



▼既存歩道の一体整備
・未整備な既存歩道部分は新たに整備される歩道状空地や、周辺

歩道の整備状況に調和する一体的な整備を行います。

▼角地の広場は、
ロッジア・オープンカフェ・パブリックベンチのコンビネーション

・誰でも利用できるオープンカフェを計画します。
・シンボルツリーとベンチを組み合わせ、歩行者の利用を誘います。

今回修正提示する外観デザイン

協議事項への対応 ①

■前回の審議会を経て残された、主要な協議事項等
　●角地の広場について ●既存の公共アスファルト歩道の一体的整備
　●夜景景観について ●建物前面空間のデザインについて

■対応の概要

▼アイアンワークを活用した、低層部デザイン
・地域のイメージを想起させる「アイアンワーク」を使った

ロッジア風の低層部デザインで、旧露亜銀行を引き立てます。
・露亜銀行の前面位置や基壇ラインを連続させて街並に配慮します。
・神奈川芸術劇場の水平ラインとロッジア頂部のラインも連続し、

本町通りにおける左右の街並ラインの違いを調整します。
・ロッジアの素材は芸術劇場低層部に使用されている金属部分と

呼応して調和させ、旧露亜銀行とは対比的に扱います。

前回の審議会に提出された外観デザイン

20階の宴会場を、ベイブリッジ側に向け
ることによって、宴会場への動線に変化
をつけ、結果的にシンプルな外観立面に
アクセント効果を与えます。

頭頂部を、中高層部と同様にすっきりと
した外観にまとめました。さらに屋上階
の設備機器目隠し部分は、建物全体との
デザイン的な一体感を高め、中高層部に
おける外観デザインの統一を図り、低層
部との対比的バランスに配慮しました。

前回の計画では、高層階
における突出部の形状が
単純で、立面全体のバラ
ンス上違和感を指摘する
御意見もありました。

資料　＊＊
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宴会場

ベイブリッジの景観を楽しむ

20階平面構成

神奈川芸術劇場の街並ライン

旧露亜銀行の基壇ライン

▼中高層部をシンプルに

▼平面計画と外観アクセント

誰でも利用できる、
オープンカフェ

建物内部はカフェラウンジ。

シンボルツリー

アイアンワークを利用したロッジアが、人々の利用を誘います。

▼夜間照明は旧露亜銀を引き立て、街並に上品な賑わいを
・旧露亜銀行のライトアップと調和した計画とします。
・ホテルのインテリアが、上品に街に滲みだす照明とします。

ベンチは待ち合わせなど、自由に利用。
広場への滞留が活気を生みます。
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180mからの横浜駅周辺の眺望イメージ180mからの横浜駅周辺の眺望イメージ

グローバルスカイコモンズのイメージグローバルスカイコモンズのイメージ

横浜（日本）での快適なビジネス・生活
をサポートする機能の提供

ゆとりある生活水準を支える高水準の
生活利便施設の整備

短・中期滞在外国人に対して様々なスタイル
でサービスを提供（宿泊特化型ホテル・SA等）

□地区のポテンシャル

□目指す姿

□デッキ周りの考え方

■新たな研究・開発拠点やMICE・IR等のグローバルな活動拠点への
　近接による「職住近接」が可能な立地
■時差を超えたビジネスを支える交通利便性の高い立地
■日本の中枢機能が集積する首都圏の中で、エンターテイメント
　を楽しめる都心と豊かな自然や歴史に触れられる郊外のどちら
　にも近接した位置にある横浜
■横浜駅周辺には既存の外国人向けの施設（教育・娯楽施設等）
　も多く立地

「世界で一番ビジネスしやすい環境づくり」の一翼を担う「国家戦略住宅」
を核としたビジネス生活支援拠点づくり

鶴屋橋

計画敷地

西口広場 JR駅ビル

JR駅ビル
駐車場

グローバル企業誘致に不可欠な都市居住
促進のための国家戦略住宅を供給

１.グローバル企業誘致に貢献する
　 充実した居住機能

２.グローバルレジデントの多彩なニーズ
　 に応える各種付帯サービスの誘致

３.グローバルレジデントの不安を払拭する
　 優れた防災・防犯性能

■180mの眺望を活かした
     「グローバルスカイコモンズ」

■住宅内共用施設の充実

■24時間常駐の多言語コンシェルジュサービス
■多言語対応可能なメディカルモール
■外国人受け入れ可能保育施設、子育て支援施設

※各種付帯サービスの項目は検討中です。

■地震国日本においても不安を感じさせない
　優れた防災・減災性能

■グローバルレジデントの安全を確保する
　ハイクラスの防犯性能

※共用施設の位置は変更となる場合があります。

・横浜駅から横浜駅きた西口鶴屋地区
へ直結するデッキ上を積極的に緑化する
ことで、横浜駅から当地区を経由し、フラ
ワー緑道へと繫がる緑のネットワークを
創出　

■グローバルレジデントに応える
   各施設デザイン

■優れた環境配慮デザイン

※パースはイメージであり、今後の関係機関との協議や検討の深度
化により変わる可能性があります。

□計画概要

至
  川
崎
→

横浜駅

←
至
 大
船

鶴屋町

フ
ラ
ワ
ー

緑
道

事業主体

敷地面積

延床面積

建物の高さ

建物の最高高さ

階数

竣工予定時期

横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発準備組合

約６,７００㎡

約８０,０００㎡

約１８０ｍ

約１９０ｍ

地上４４階、地下２階

平成３３年度（予定）

都市再生の取組

建物高さ180mのタワー



□ 現在の当地区付近

□ 西側の歩行者空間整備イメージ

ゆとりとにぎわいある歩行者空間の創出
・道路拡幅や適切な壁面後退を行い、低層
部ににぎわい施設を導入し、ゆとりとに
ぎわいある歩行者空間を演出

接道部への積極的な緑化

・適切な壁面後退を行い、街路樹等を配し、
街並みに潤いを与えるゆとりある歩行者空
間を創出

歩行者デッキの整備

・周辺施設と連携して来街者や住民の利便性
・回遊性のほか、防災性向上のために歩行
者デッキを設置

・積極的な緑化と太陽光パネルの設置等を行
い、これまでの鶴屋町にはない潤いある心
地よい空間を創出

※パースはイメージであり、今後の関係機関との協議や検討の深度化により変わる可能性があります。

□ 歩行者デッキのイメージ

※パ スはイメ ジであり 今後の関係機関との協議や検討の深度化により変わる可能性があります

タクシー乗場の分散配置に貢献

・横浜駅周辺全体の交通環境の課題解消と機
能強化のため、タクシー乗場を整備

歩行者空間と一体となったにぎわい施設
の配置

・デッキや歩道に沿ってにぎわい施設を配置
し相乗効果によって駅周辺から鶴屋町へ新
たなにぎわいを引き込む

□ 歩行者空間沿いの整備イメージ

←
至
 横
浜
駅

←
至
 横
浜
駅

ゆとりとにぎわいを兼ね備えた鶴屋町の新たな拠点の創出

都市再生の取組
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