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次 第 

 

 １ 開 会 

 

 ２ 委員・幹事紹介 

 

 ３ 局長挨拶 

 

 ４ 会長挨拶 

  

５ 議 事 

（１）第 5 回「横浜・人・まち・デザイン賞」について（審議） 

（２）横浜市都市美対策審議会部会委員の変更について（審議） 

（３）その他 

 

 ６ 閉 会 
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 第１０８回 横浜市都市美対策審議会議事録 

議題 １ 横浜市景観計画の変更の案（斜面緑地の開発行為に関する景観計画）について（審議） 

日時 平成 21 年７月 16 日（木） 14 時 30 分から 15 時まで 

開催場所 ヨコハマ・クリエイティブシティ・センター ３階 

出席者（敬称略） 委員：岩村和夫（会長）、岩田武司、金子修司、齋藤裕美、篠崎次男、宮崎郁子、山崎洋子、吉田鋼市 

幹事：二宮智美（まちづくり調整局長代理 企画部長）、小田嶋鉄朗（環境創造局長代理 企画部担当係

長）、森秀毅（道路局長代理 企画課長）、北村圭一（港湾局長代理 港湾整備部技術担当部長）、

櫻井文男（都市整備局長） 

書記：宮浦修司（都市整備局都市づくり部長）、国吉直行（都市整備局上席調査役）、中野創（都市整備局

都市デザイン室長） 

説明者：議題１：黒田浩（まちづくり調整局企画課長）、清田伯人（まちづくり調整局企画課担当係長）

欠席者（敬称略） 委員：卯月盛夫、北沢猛、佐々木葉、高橋晶子、並木直美 

幹事：小松崎隆（都市経営局長） 

開催形態 議題１：公開（傍聴者１名） 

決定事項 議題１：了承する。 

 

議  事 

 

議題１：横浜市景観計画の変更の案（斜面緑地の開発行為に関する景観計画）について（審議） 

○横浜市景観計画の変更（斜面緑地の開発行為に関する景観計画）について、説明を行った。 
 

審 議 

（岩村会長）斜面緑地の景観計画については、これまでここで何度も議論してきた経緯がある。 
      ご意見をお願いします。 
（委員全員）－無し－ 
（岩村会長）では、ご意見無しとします。 
 
まとめ 
（事務局）  
議題１：ご意見無しで了承いただきました。 

 
○その他 
６月１日から公募市民委員として選任された篠崎委員、宮崎委員から挨拶いただいた。 
８月６日をもって委員交代となる齋藤委員から挨拶いただいた。 

資  料 ・第１０７回横浜市都市美対策審議会議事録 

・横浜市景観計画の変更の案（斜面緑地の開発行為に関する景観計画）について（審議） 資料１ 

特記事項 ・本日の議事録については、会長が確認する。 

・次回の開催日時は今後調整予定。 

 



資料１ 

第 5 回横浜・人・まち・デザイン賞について 
 
 
 
 
 
 
 

第 5 回横浜・人・まち・デザイン賞の「まちなみ景観部門」の実施について、基本的な

枠組みについてご審議いただき、詳細については、都市美対策審議会表彰広報部会で検

討を行います。 

 
１ これまでの経緯等 
（１） 表彰事業の経緯 

資料１－１ 
 
（２） 第 4 回横浜・人・まち・デザイン賞の実施概要 

部  門 まちなみ景観部門 地域まちづくり部門 

表彰対象 
 
 

市内の「まちなみ」や「建築物等」で、

おおむね 10年以内に新しく造られたも

のや、歴史的建造物等再生されたもの。 

市内における地域まちづくりの主体

である団体で、おおむね 3 年以上の

取組実績があるもの。 

表彰対象者 
 
 

事業者、設計者、施工者 
（運営者として貢献した人や、ものづ

くりに貢献した人も対象） 

活動主体の団体、その取組を支援し

た個人または団体 
 

募集方法 公募（自薦・他薦問わず） 

実施期間 
 
 

募集：平成 20 年 4 月 1 日～6 月 30 日 
選考：平成 20 年 7 月～平成 21 年 3 月（現地調査、活動調査期間を含む） 
表彰：平成 21 年 7 月 16 日 

選考方法 
 
 

一次選考：都市美対策審議会表彰広報

部会 
二次(最終)選考：都市美対策審議会 

一次選考、二次選考： 
地域まちづくり推進委員会表彰部会 
 

選考基準 （資料１－３実施細目参照） （資料１－３実施細目参照） 

表彰物件 6 件 （内訳はパンフレット参照） 6 件 （内訳はパンフレット参照） 

 



２ 課題と対応の考え方について 
 

課 題 原 因 対応の考え方 

募集から表彰までの期間が長

い。（1 年 3 ヶ月） 
両部門で調査・選考を行う時期

が異なることから、全体として

長めのスケジュールになってい

ました。 

募集期間、調査・選考方法を見直

し、募集から表彰までの期間の短

縮を図ります。 

市民の森などの自然的景観の評

価も高かったが、現行の表彰対

象の要件では、自然的景観は応

募しにくい。 

新たにつくられたまちなみや建

築物・工作物をメインターゲッ

トとした要件となっているた

め。 

まちなみや建築物等の景観を新

たにつくっていく行為を積極的

に表彰したいので、現行の要件の

ままとします。 
 

活動面の評価がかなり加味され

ており、地域まちづくり部門と

の重なりがある。 

活動そのものを景観として評価

しているケースがあるため。 
活動が評価できる場合でも、結果

として造られたまちなみ・建築物

等の景観を評価することを選考

の基本とします。 

当該顕彰事業による普及啓発を

より効果的にできないか。 
表彰物件を市民へ周知する機会

が少ない。 
表彰式を一般市民も参加できる

イベントとあわせて開催するな

ど、アピール性を高める工夫を検

討します。 

応募件数が減少傾向にある。 
  第 1 回：92 通 83 件 
  第 2 回：117 通 70 件 
  第 3 回：94 通 66 件 
  第 4 回：63 通 55 件 

5 年間のブランクがあったこと

に加え、広報メディアが限定的

であったため、十分な周知がで

きなかったと思われる。 

市民向け広報に加え、建築系雑誌

への掲載や業界団体への直接的

な案内など、応募者となり得る層

へのＰＲを強化します。 

 
 
３ 第 5 回横浜・人・まち・デザイン賞（まちなみ景観部門）の実施案 
（１） 基本事項 
  ・「まちなみ景観部門」と「地域まちづくり部門」の 2 部門の実施とし、募集及び表彰は両部門とも

同時に行います。 
  ・両部門にわたる調整は、都市美対策審議会表彰広報部会及び地域まちづくり推進委員会表彰部会

の合同部会で行います。 
（２） 実施概要 
  実施時期：平成 22 年度に募集及び選考、平成 23 年度に表彰を行います。 
       （期間については、募集期間、選考方法等を工夫し、前回より短縮を図ります。） 
  募集方法：公募（自薦・他薦問わず、横浜市民以外も可） 
  表彰件数：５件程度 
  表彰対象、表彰対象者：基本的に第 4 回と同様としますが、部会で詳細を検討します。 
  選考方法：一次選考は表彰広報部会、二次(最終)選考は都市美対策審議会 
 
 



４ 実施までのスケジュール案 
 
 

まちなみ景観部門 地域まちづくり部門 
 
 
 

11 月 第 109 回都市美対策審議会 
・実施方針の確認 
・課題対応の方向性確認 

12 月 都市美対策審議会表彰広報部会 
・実施詳細の検討 
・募集要項等の検討 

地域まちづくり推進委員会表彰部会 
・実施方針、実施詳細の検討 

1 月 合同部会（都市美対策審議会表彰広報部会＋地域まちづくり推進委員会表彰部会） 
・実施詳細の確認 
・募集要項等の確認 

2 月～ 
 

募集準備（募集パンフレット作成、広報準備等） 

22 年度 
～ 

23 年度 

第 5 回 横浜・人・まち・デザイン賞実施 
 
・募集（22 年度） 
・調査、選考（22 年度） 
・表彰（23 年度） 



横浜まちづくり顕彰事業の推移

横浜まちなみ景観賞 横浜まちづくり功労者賞

昭和60年度 　● 　●
　　61年度 　○ 　●
　　62年度 　● 　●
　　63年度 　○ 　●
平成元年度 　● 　●
　　２年度 　○ 　●
　　３年度 　● 　●
　　４年度 　○ 　●
　　５年度 　● 　●
　　６年度 　○ 　●
　　７年度 　● 　●
　　８年度 　○ 　●
　　９年度 　● 　●
　　10年度 　○ 　●

《まちづくりに関する２つの賞を整理統合し、21世紀の横浜のまちづ
くりに結びつく事例をより積極的に評価していくよう見直し》

横浜・人・まち・デザイン賞

まちなみ景観部門 まちづくり活動部門

　　11年度 　　　　　● 　　　　　　　　　●
　　12年度 　　　　　○ 　　　　　　　　　○
　　13年度 　　　　　● 　　　　　　　　　●
　　14年度 　　　　　○ 　　　　　　　　　○
　　15年度 　　　　　● 　　　　　　　　　●
　　16年度 　　　　　○ 　　　　　　　　　○

　　17年度 地域まちづくり推進条例施行

　　18年度
魅力ある都市景観の創造に関する
条例施行

《各部門について、根拠条例が制定されたことをふまえ見直し》

まちなみ景観部門 地域まちづくり部門

　　19年度 　○ 　○
　　20年度 　● 　●
　　21年度 　○ 　○
　　22年度 　● 　●
　　　・ 　○ 　○
　　　・ 　● 　●
　　　・
　　　・

◆市民から公募
◆選考は都市美対策審議会
◆隔年で表彰（７回実施）

◆局区長による推薦
◆選考は行政委員による
　表彰選考委員会
◆毎年表彰（14回実施）

◆市民から公募
◆選考は地域まちづくり
　推進委員会表彰部会
◆隔年で表彰

◆市民から公募
◆選考は都市美対策審議会
　（表彰広報部会）
◆隔年で表彰 連携

◆市民から公募
◆選考は都市美対策審議会
◆隔年で表彰（３回実施）

資料１－１



資料１－２ 

横浜まちづくり顕彰事業実施要綱 

 
（目的） 
第１条 横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例（平成 18 年 2 月横浜市条例第 2 号）

第 17 条及び横浜市地域まちづくり推進条例（平成 17 年 2 月横浜市条例第 4 号）第 15
条に基づき、横浜市における、地域の個性を活かした魅力あるまちづくりへの貢献が認

められる「まちなみを構成する建築物等」や、「地域まちづくりの取組」を顕彰し、もっ

てまちづくりの推進に寄与する目的で、横浜まちづくり顕彰事業（以下「顕彰事業」と

する）を実施する。 
 
（賞及び部門） 
第２条 顕彰事業には、横浜・人・まち・デザイン賞を設け、まちなみ景観部門、地域ま

ちづくり部門について実施する。 
(１) まちなみ景観部門の顕彰対象として応募または推薦することができるものは、横浜市

内において地域の個性を活かした魅力ある都市景観の形成に寄与している、まちなみ、

建築物、工作物等で、おおむね 10 年以内に新しく造られたもの、又は歴史的建造物

等再生されたものであるものとする。 
(２) 地域まちづくり部門の顕彰対象として応募または推薦することができるものは、横浜

市内において横浜市地域まちづくり推進条例第 2条第 1項第 3号に規定する地域まち

づくりで、おおむね 3 年以上の取組実績のあるものとする。 
 
（審査選考） 
第３条 顕彰対象の審査選考については各部門において次の機関が行う。 
（１）まちなみ景観部門の審査選考は、横浜市都市美対策審議会が行う。 
（２）地域まちづくり部門の審査選考は、横浜市地域まちづくり推進委員会表彰部会が行

う。 
 
（顕彰対象の決定） 
第４条 顕彰対象は、横浜市都市美対策審議会及び横浜市地域まちづくり推進委員会表彰

部会の選考に基づき、市長が決定する。 
 
（表彰） 
第５条 顕彰対象に対する表彰は、市長が隔年１回行う。 
 
（主催等） 
第６条 本事業は、横浜市が主催し、必要に応じて趣旨に賛同する団体の協力を得て行う

ことができる。 



 
（国土交通大臣への推薦） 
第７条  市長は、横浜・人・まち・デザイン賞の受賞者を、国土交通大臣が行う「まち

づくり功労者表彰」の候補者として推薦することができる。 
 
（その他） 
第８条  この要綱の実施に関し必要な事項は、都市整備局長が別に定める。 
 

付則 
この要綱は、昭和６０年１０月２２日から実施する。 
この要綱は、平成１１年１０月２５日から実施する。 
この要綱は、平成１７年 ４月 １日から実施する。 
この要綱は、平成２０年 ３月２１日から実施する。 
 



資料１－３ 

横浜まちづくり顕彰事業実施細目 

 
（趣旨） 
第１条 この実施細目は、横浜まちづくり顕彰事業実施要綱（平成２０年３月２１日改正。

以下「要綱」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（選考の原則） 
第２条 顕彰対象は、原則として民間のものとする。ただし、横浜市又はその他の行政機

関等が事業者である建築物、工作物等については、市民の評価が高いと認められる場合

に顕彰することができる。 
２  次については顕彰対象から除外する。 
（１）過去において、横浜まちなみ景観賞、横浜まちづくり功労者賞、及び横浜・人・ま

ち・デザイン賞を受賞したもの 
（２）法令、例規等に違反しているもの 
（３）その他顕彰対象としてふさわしくないと認められるもの 
 
（選考基準） 
第３条 まちなみ景観部門の選考基準は、次の各号によるものとする。 
（１）地域の個性と魅力にあふれた新しい都市景観の創造に寄与しているもの 
（２）まちの活性化に寄与し、賑わいのある都市景観を形成しているもの 
（３）歴史的なまちなみ、及び自然景観の保全に寄与し、又はそれらと調和を保っている

もの 
（４）横浜らしさの演出に寄与しているもの 
（５）都市景観と環境や福祉への配慮などの先進的な取り組みが調和しているもの 
（６）その他、優れた都市景観の形成に寄与しているもの 
 ２ 地域まちづくり部門の選考基準は、次の各号によるものとする。 
（１）公共性（地域社会への貢献）が評価されるもの 

 （２）積極性が評価されるもの 
 （３）地域住民等の幅広い参加や他団体との連携が評価されるもの 
 （４）今後の活動の継続性・発展性が評価されるもの 
 （５）創意工夫が評価されるもの 
 
（調査又は報告） 
第 4 条 市長は審査選考のため必要があるときは、顕彰対象として応募又は推薦すること

ができるもの状況を調査し、又はその関係者から報告を徴することができる。 



 
（表彰対象） 
第５条 表彰は、顕彰対象に関連した次に掲げるものに対して行う。ただし、法令、例規

等に違反又は、表彰対象とふさわしくないと認められる物については、表彰対象としない。 
（１）まちなみ、建築物、工作物等の事業者、設計者、施工者等 
（２）横浜市地域まちづくり推進条例第 2 条第 1 項に規定する地域まちづくり活動の主体

である団体及び当該活動を支援した個人または団体 
（３）その他顕彰対象に関連するもの 
 
（表彰方法） 
第６条 表彰は、市長が行い、表彰状を授与する。 
２ 表彰対象に対し、記念品を贈呈することができる。 
 
（事務局） 
第７条 表彰に関する事務を処理するため、事務局を設ける。 
２ 事務局は、まちなみ景観部門においては都市整備局都市デザイン室、地域まちづくり

部門においては同局地域まちづくり課に置く。 
 
（その他） 
第８条 この実施細目に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
付則 
この細目は、平成１１年１０月２５日から実施する。 
この細目は、平成１７年 ４月 １日から実施する。 
この細目は、平成２０年 ３月２１日から実施する。 



資料２ 

 

横浜市都市美対策審議会部会委員の変更について 

 
 
 
 
 

 都市美対策審議会に設置する部会構成を一部変更するとともに、審議会委員が交代し

たことに伴い部会委員の変更を行います。 

 
１ 部会構成案 

 都市美対策審議会に次の部会を設置します。 

 

（１）景観審査部会 （継続） 
（２）プロジェクト調整部会 （新規） 
（３）措置命令部会 （継続） 
（４）表彰広報部会 （継続） 
（５）北仲通北部会 （継続） 
 
※各部会の内容については、参考資料（第 103 回都市美対策審議会（平成 19 年 6 月

14 日）審議資料）を参照。 
※「プロジェクト調整部会」は、第 103 回都市美対策審議会で設置が承認されました

が、開催されなかったため設置要綱がまだ定められていません。 
 
 
２ 部会委員案 

 審議会委員の改選に伴い委員が一部交代しましたので、部会委員をあらためて定め

ます。（資料２－１） 



都市美対策審議会　部会委員（案）

（50音順）

景観審査部会 景観審査部会

氏　　名 現　職　等 氏　　名 現　職　等

部会長 岩村　和夫
東京都市大学・同大学院教授
（環境デザイン）

岩村　和夫
東京都市大学・同大学院教授
（環境デザイン）

卯月　盛夫
早稲田大学教授
（都市デザイン）

卯月　盛夫
早稲田大学教授
（都市デザイン）

金子　修司 横浜商工会議所 加藤　仁美
東海大学建築学科教授
（都市計画）

高橋　晶子
武蔵野美術大学建築学科教授
（建築設計）

金子　修司 横浜商工会議所

並木　直美
株式会社並木設計代表取締役
（ランドスケープ）

高橋　晶子
武蔵野美術大学建築学科教授
（建築設計）

中津　秀之
関東学院大学建築学科准教授
（ランドスケープ）

プロジェクト調整部会【未設置】 プロジェクト調整部会

氏　　名 現　職　等 氏　　名 現　職　等

北沢　猛
東京大学大学院教授
（都市デザイン）

卯月　盛夫
早稲田大学教授
（都市デザイン）

佐々木　葉
早稲田大学社会環境工学科教授
（景観）

佐々木　葉
早稲田大学社会環境工学科教授
（景観）

鈴木　実 公募市民 中津　秀之
関東学院大学建築学科准教授
（ランドスケープ）

山崎　洋子 作家 宮崎　郁子 公募市民

吉田　鋼市
横浜国立大学大学院工学研究院教授
（建築史）

吉田　鋼市
横浜国立大学大学院工学研究院教授
（建築史）

措置命令部会 措置命令部会

氏　　名 現　職　等 氏　　名 現　職　等

部会長 岩田　武司
横浜弁護士会　弁護士
（法律）

岩田　武司
横浜弁護士会　弁護士
（法律）

岩村　和夫
東京都市大学・同大学院教授
（環境デザイン）

岩村　和夫
東京都市大学・同大学院教授
（環境デザイン）

卯月　盛夫
早稲田大学教授
（都市デザイン）

卯月　盛夫
早稲田大学教授
（都市デザイン）

金子　修司 横浜商工会議所 加藤　仁美
東海大学建築学科教授
（都市計画）

資料２－１

旧委員 新委員



表彰広報部会 表彰広報部会

氏　　名 現　職　等 氏　　名 現　職　等

部会長 金子　修司 横浜商工会議所 金子　修司 横浜商工会議所

齋藤　裕美
株式会社ＳＯＨＯ代表取締役
（空間デザイン）

吉田　鋼市
横浜国立大学大学院工学研究院教授
（建築史）

佐々木　葉
早稲田大学社会環境工学科教授
（景観）

佐々木　葉
早稲田大学社会環境工学科教授
（景観）

並木　直美
株式会社並木設計代表取締役
（ランドスケープ）

篠崎　次男 公募市民

山崎　洋子 作家 山崎　洋子 作家

山田　裕子 公募市民

北仲通北部会 北仲通北部会

氏　　名 現　職　等 氏　　名 現　職　等

部会長 岩村　和夫
東京都市大学・同大学院教授
（環境デザイン）

岩村　和夫
東京都市大学・同大学院教授
（環境デザイン）

卯月　盛夫
早稲田大学教授
（都市デザイン）

卯月　盛夫
早稲田大学教授
（都市デザイン）

北沢　猛
東京大学大学院教授
（都市デザイン）

北沢　猛
東京大学大学院教授
（都市デザイン）

吉田　鋼市
横浜国立大学大学院工学研究院教授
（建築史）

吉田　鋼市
横浜国立大学大学院工学研究院教授
（建築史）
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横浜市都市美対策審議会部会設置について 

 
 
１ 部会設置の趣旨 

 「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例」（以下「景観条例」という）の施

行（平成 18 年 4 月 1 日）に伴い、都市美対策審議会は、景観制度（景観法・景観条

例等）に基づく地区指定や個別建築計画等を審議する役割が加わり、審議対象が増

加するため、従来の体制では十分な審議時間の確保が難しくなると考えます。 
 また、個別建築計画の協議方針や違反等に対する措置命令の審議など、案件に伴

い機動的に審議を行う体制も必要となります。 
 このため、次のとおり、都市美対策審議会に部会を設置します。 

 
 
２ 部会構成案 

 ４つの常設の部会と１つの臨時部会を設置します。 
（１）景観審査部会《常設》 

  景観制度の策定、運用等に関すること。 
  ①都市景観協議地区の策定に関する事項。 

法定手続きとしての審議は審

議会で行う。 
  （条例第 6 条第 2 項） 
  ②景観計画の策定に関する事項 
  （条例第 15 条） 
  ③都市景観協議地区内の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事項。  
  （条例第 9 条第 4 項） 
  ④地区計画で都市美対策審議会の意見を聞くこと 

部会の審議をもって審議会の

結論とする。 

   が定められている事項 
  ⑤その他市長が必要と認める事項 
 
（２）プロジェクト調整部会《常設》 

  都市デザイン施策に関すること、主要プロジェクト等における都市デザイン調整

に関すること。 
  ①都市デザイン施策に関する事項 答申、提言、その他特に重要

な案件については、審議会で

も審議する。 
  ②大規模な開発事業等、主要プロジェクトに 
   おける都市デザイン調整に関する事項 
 



 
（３）措置命令部会《常設》 

  景観条例に基づく違反等の措置命令に関すること。 
  ①都市景観協議地区における協議結果の遵守義務違反に関する公表に関する事項  
  （条例第 19 条第 3 項） 
  ②景観計画区域における個別案件に対する変更命令に関する事項 
 
（４）表彰広報部会《常設》 

  表彰制度の検討、表彰対象の選考、景観制度等の広報等に関すること。 
  ①条例第 17 条に定める表彰制度の検討に関する事項 
  ②表彰対象の選考に関する事項 
  ③魅力ある都市景観の創造に関する広報等に関する事項 

最終選考は審議会で行う。 

 
（５）北仲通北部会《臨時》 

  景観審査部会のうち北仲通北地区に関する事項 
 
 



　

　都市整備局都市再生推進課［市庁舎６階］
　TEL　045(671)2673 / FAX　045(664)7694
　http://www.city.yokohama.jp/me
　　　　　　　　　/toshi/tosai/keikan/kannai-keikan/index.html

　都市整備局みなとみらい21推進課［市庁舎６階］
　TEL　045(671)3516 / FAX　045(651)3164
　http://www.city.yokohama.jp/me
　　　　　　　　　　　　　　　　　　/toshi/mm21/keikan/index.html

　都市整備局都市デザイン室［市庁舎６階］
　TEL 045(671)2648～9
　http://ｗww.city.yokohama.jp/me
　　　　　　　　　　　　/toshi/design/okugaikoukoku/index.html

地区ごとの個性を活かした魅力ある都市景観の形成を目指して

みなとみらい２１
　　中央地区

関内地区

②みなとみらい２１中央地区

①関内地区

④屋外広告物

平成21年11月2日発行　横浜市都市整備局都市デザイン室　　ＴＥＬ：０４５－６７１－３４７０

横浜駅

桜木町駅

関内駅

　港湾局企画調整課再整備調整担当［産業貿易ｾﾝﾀｰ5階］
　TEL　045(671)7342 / FAX　045(671)7310
　http://www.city.yokohama.jp/me
　　　　　　　　　　　　　/port/general/mm21/keikan/index.html

③みなとみらい２１新港地区

横浜市景観計画（景観法）と都市景観協議地区（景観条例）のご案内

産業貿易センター

景観に関する横浜市との協議、届出が必要です。

ＭＭ線 日本大通り駅

みなとみらい２１
　　新港地区

③

①②④

Katsuko Ogino
テキストボックス
資料３－１



（１）目的

・ 開港150周年を契機に、
次の50年を見据えた都心臨海部
の理想の姿を描く。

（２）対象地域

・ 概ね横浜ベイブリッジより内側で

JR京浜東北線・根岸線の海側の
地域が対象。

都心臨海部・インナーハーバー整備構想の検討状況

対象エリア図

２ 構想の検討経緯

１ 構想の概要

（１）基本理念

・人材と文化が活きる海の都

・東アジア圏の人文首都へ

（２）都市構造

・マルチリング・シティ横浜

水面を囲む地域は、それぞ

れの地区で核となる活動や機

能、施設を有しながら、全体に

緩やかに広がり、それぞれをリ

ング状に結んでいきます。

―金田副市長

―中田前市長

横浜港運協会 副会長藤木幸太

横浜国立大学大学院 教授北山恒

東京大学大学院 教授北沢猛

（株）資生堂 常勤監査役大矢和子

（財）日本交通公社 研究調査部長梅川智也

（４）懇談会委員 （平成21年4月まで）

（１）検討開始時期
・平成20年度

（２）検討体制
・有識者による懇談会を設置し、３回に渡って開催。
・過去のまちづくりの振り返りや、検討にあたっての着眼点、切り口などについて
意見交換をいただく。

（３）骨子案の作成
・懇談会での意見を踏まえ、構想の基本的な考え方をまとめた骨子案を作成し、
平成21年6月3日に公表。

３ 構想の骨子案（抜粋）

４ 検討の進め方

◆現況データ

面積：全体 約3,200ha
（陸域 約2,000ha、 水域 約1,200ha）

人 口 ：約11万人（平成17年国勢調査）
従業者数：約36万人（平成18年事業所・企業統計）

【 横浜市インナーハーバー検討委員会 】

・市の附属機関に準ずる機関。

・各分野を代表する有識者11名により構成。
・平成21年7月30日に第1回委員会を開催。
・計画の方向性を提言としてとりまとめる。

横浜市

【 大学まちづくり コンソーシアム横浜 】

・横浜市立大学を中心とする５大学の連携組織。
（横浜市立大学、横浜国立大学、神奈川大学、
関東学院大学、東京大学）

・インナーハーバーをはじめとする横浜の
まちづくりの研究を実施。（継続的事業）

・インナーハーバーの研究結果は、委員会へ
検討資料として提供する。

・構想に関する市民意見収集などの実作業も進める。

横浜市立大学
検討資料を提供

構想・骨子案

提言

（6月）

平成21年度検討スケジュール

コンソーシア
ムによる市民
意見収集

検討実施

（敬称略）

インナーリング 

アウターリング 

グリーンリング 

「水辺を結ぶ」コンパクトな移動 

水上交通の発展や新交通による 

移動空間として。 

「市街地を結ぶ」アクセスの向上 

既成市街地と相互に乗り入れる 

公共交通網として。 

「緑を結ぶ」豊かな緑地 

連続した緑地と質の高い住宅地 

として。 

 

 

 

アウターリング
リング構造を活かした、既存交通
の再編、循環型のエネルギーシ
ステムなど。

インナーリング
水面を活かした、水上交通の整
備、沿岸部を手軽に移動するた
めの新たな交通手段の導入など。

グリーンリング
豊かな緑地の整備と囲い込む水
面を活かした環境共生モデル。

（11/27）

提言のまとめ方について
意見交換

（3月）

※ 委員名簿は裏面に掲載

資料３－２



横浜市 横浜市大

大学まちづくりコンソーシアム横浜

市
大

横浜市インナーハーバー検討委員会

共同研究の
協定締結

検討資料の提供

検討内容を
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

事務局運営
事務局運営

オブザーバー

検討結果を
提言

大学連携による
主体的研究

有識者による
検討

研究成果

関東学院大学准教授中津 秀之

横浜市立大学准教授鈴木 伸治

神奈川大学教授、建築家曽我部 昌史

東京大学大学院教授北沢 猛

横浜国立大学大学院教授、建築家北山 恒

所属及び役職氏名

（顧問）

横浜市立大学 学長布施 勉

（行政オブザーバー）

港湾局港湾整備部技術担当部長北村 圭一

都市整備局企画部長青木 治

都市整備局上席調査役国吉 直行

都市経営局政策部政策担当部長薬師寺えり子

開港150周年・創造都市事業本部担当部長秋元 康幸

（◎：委員長）

◎

中法人会会長近澤 弘明

セゾン文化財団 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ久野 敦子

企業メセナ協議会 ｼﾆｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｵﾌｨｻｰ若林 朋子

千葉大学准教授岡部 明子

横浜市立大学学長布施 勉

日本大学教授横内 憲久

横浜港運協会副会長藤木 幸太

横浜国立大学大学院教授北山 恒

東京大学大学院教授北沢 猛

株式会社資生堂常勤監査役大矢 和子

財団法人日本交通公社研究調査部長梅川 智也

所属及び役職氏名

【 横浜市インナーハーバー検討委員会 】

◎

【 大学まちづくりコンソーシアム横浜 】

○

（◎：委員長 、○：副委員長）

○

【 検討模式図 】
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