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 第１１０回 横浜市都市美対策審議会議事録 

議題 １ 地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例に基づく認定における都市美対策審議会へ

の付議について（報告） 

２ 高層建築物の景観づくりの手引き（案）について（報告） 

日時 平成 22 年 3月 29 日（月） 10 時から 12 時まで 

開催場所 横浜中法人会 税経研修センター ４階中・小研修室 

出席者（敬称略） 委員：岩村和夫、岩田武司、卯月盛夫、加藤仁美、金子修司、篠崎次男、高橋晶子、 

中津秀之、山崎洋子、吉田鋼市 

幹事：北村圭一（港湾局長代理・港湾整備部技術担当部長）、佐藤誠（環境創造局長代理・企画部担当課

長）、黒田浩（まちづくり調整局長代理・企画課長）、森秀毅（道路局長代理・企画課長） 

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） 

事務局 ：議題１：石津啓介（都市整備局地域まちづくり課担当係長） 

（説明者）議題２：鈴木健一（都市デザイン室担当課長）、保坂研志（都市デザイン室担当係長） 

その他報告：綱河功（都市デザイン室担当係長） 

欠席者（敬称略） 委員：佐々木葉、宮崎郁子 

幹事：浜野四郎（都市経営局長）、櫻井文男（都市整備局長） 

開催形態 議事１：公開（傍聴者１名） 

議事２：非公開 

決定事項 議題１：了承  
議題２：意見を踏まえ検討すること  

 

議  事 

 

・都市美対策審議会の北沢委員が、平成21年12月22日にご逝去したことについて、全員で黙禱。 
 
１．地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例に基づく認定における都市美対策審議会への

付議について（報告） 
地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例に基づく認定における都市美対策審議会への付

議について、都市整備局地域まちづくり課から説明を行った。 
意 見 
○卯月委員 資料１ページ目の２（２）で、“２号再開発促進地区内では高さ100メートルを超えるもの”

とあるが、100の根拠は何か。経緯などがあれば教えてほしい。 
○事務局 100の根拠は、75メートルの次の段階であり、環境アセスメントなどは100がかかるかどうか

の基準になっていることや、実際の再開発の標準的なものは大体90メートル台である実態などを

踏まえて、拠点の再開発でも100を超えるものは特別なものと言えるだろうというなかで、切り

のいい数字の100で整理しています。 
○卯月委員 相対的なものと絶対的なもののダブルでかけるのもあると思う。ダブルの中で横浜市の高層

建築物を定義し、それに基づいて都市美審にかけるという解釈もあると思っていた。 
○事務局 高さの考え方は、横浜も広いので地区によってかなり変わってくると思います。地区ごとにも

し景観の議論等が深まっていく中で目安の違いが見えてきたら、当然100だとか、緩和限界が低

くあるべきだという地区については、そういったものを通じて決めるのかなと思いますが、現状

はそうはなっていません。状況を見ながら、資料１ページ目の２（２）の３番目にある“周辺に

与える影響が大きい”という運用の中で対応していきたいと考えています。 
○金子委員 だれがどういうふうに判断するかが見えてこない可能性がある。住民等にとっては、100メ

ートルとか住居系75メートルとかの解釈が微妙で、そこをどう説明できるか、どう論議するか

をもう少し明確にしたほうがいいと思うが。 
○事務局 これまで、こういうことを決めずに一件一件考えて運用してきましたが、今のご意見も踏まえ

て、今後この考え方、将来的に基準になるかもしれないが、それをより深めていく、詳細にして

いくものであれば、そのなかで整理していきたいと考えています。これを目安として運用する中

で、個別に、慎重に考えていくというやり方だと思います。はっきり決めてしまうと、それ以外
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は意見聴取しないということになりかねないので、決めすぎないこともあると考えています。 
○金子委員 意見聴取対象がここで明確にされたと理解できるので、それはそれで進歩だと思うが。 
○岩村会長 例えば、２号再開発促進地区内も緩和限界を超えるものすべて対象にするのはきついのか。

○事務局 案件的にも相当量としてふえてしまいます。 
○岩村会長 ふえてしまうということか。わかった。 
○加藤委員 資料１ページ目の２（２）の３つめの部分の“その他周辺景観に与える影響が大きいことか

ら必要があると認める場合”が期待されるところだと思う。これは、例えばどういうケースを

想定されているのか。 
○事務局 非常に景観を重視するところだと、だれもが認めるような場所に立地するようなものや、それ

ほど高くないけれども非常に小高い場所にある建物だとか、単純に高さだけでは判断できないよ

うなものを現実には考えています。 
○加藤委員 例えば行政計画の中で、都市計画マスタープランでこういうふうに位置づけられていると

か、そういうことが根拠になるのか。あるいは市民の方が割とアクションを起こしてきた場合

も想定されるのかがわからない。だれがそれを判断するのか。市のどういう部署で判断された

ものがこういうケースに上ってくるのかがわかると良いが。 
○事務局 基本的には、地区計画等を運用している部署や、都市美対策審議会の事務局である都市デザイ

ン室と相談し判断していきたいと考えています。個別の事業を推進しているセクションなどでの

判断ではなく、制度全体を総括する立場で運用していきたいと考えています。 
     また、いただいたご意見のように、都市マスタープランなどの位置づけにのっとって、だれが

考えてもここは景観上重要で、都市マスもそういうことが書いてあるよというような判断の中で

やっていくのが望ましいと考えています。 
○岩村会長 資料１ページ目の２（２）の１つめ、２つめは基準があるのでわかりやすいが、それ以外に

いろんなケース、景観に対していろんな影響を与え得る計画があり得るわけで、事例を挙げる

のも難しいと思うが、それを逐次判断していくということだと思う。この場も行政の中の一つ

の組織体、構成の中で行っているので、ここに上げていくには行政側の判断が必要だというこ

とで、市長ということになっていると思う。 
○篠崎委員 基本的に意見聴取をするのは、地区計画に定められた内容について、それが適合しているか

どうかということだろう。そうすると、地区計画のルールを検討する段階で都市美審に広い意

見を聞いて、その中身が決定されていく段階では、都計審で聞いて定められたものの報告が都

市美審にされる。決定されたものについて建築の認定申請が上がってきたときに、そのルール

が正しく運用されているのかどうかを都市美審に意見を聞くということであり、条例で定めら

れている内容について聞くということだろう。そうすると、条例以外のことまで含めているの

かどうかということがあるが、もし条例で定められた内容について、それが正しく建築上反映

されているのかどうかということを都市美審に意見を聴取するということであるとすると、こ

の条例の定め方が問題になる。例えばＡ３の資料の中で、日ノ出の例の中で、例えば５項目め、

にぎわいや安全云々で、道路に面する幅を小さくするなどというような、ただ、どのくらいが

小さくて、どのくらいが大きいのか全然書いていないという中での判断をせよということを都

市美審に聞いてくるというような仕組みというふうに考えて良いのか。 
○事務局 審議する内容や範囲については今いただいたご意見の通りです。基本的な考えとしては、市と

してこれで認定できると判断したものについて意見聴取するものですので、白紙の状態で、こう

いう計画が出ていますがどうですかと聞くのではなく、市の考えとして“この基準に合っている

と考えます”ということを説明し、認定したいものについて、それがどうかということに意見を

いただく形です。基準の解釈などについても、その場で整理しご説明したいと考えています。 
     これまでに北仲部会で説明してきた北仲の計画については、この形態意匠制限の下に認定基準

を別途つくっています。今後、他案件でも必要な場合には、さらに認定基準もつくって運用して

いきたいと考えています。 
○岩村会長 プロセスの図を見ると、あらかじめ事前相談があって、相談受け付けをして、その上で認定

の申請受理を行政のほうで行う。前裁きが相当行われているという前提で、その後、都市美に

回ってくるということになる。それから、２のほうも最初の段階からいろいろフィルターがか
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かっていて、その上で審議会に報告等があるということになる。 
○卯月委員 北仲のときに、もうちょっと変えられないかといろんな委員がそう思ったときがあったが、

それは地区計画で決まっていて、これ以上下げるわけにはいかないとなって、がっかりした時

があった。要は地区計画をつくるというときに、最終的な形態のイメージや建物の高さが結構

気になったり、壁面線もとても気になったりするが、その表情等とは余り関係なしに議論する

ケースが多いので、実際に出てきたときに「あれ？」ということがあると思う。地区計画の形

態意匠制限を考えるときに、かなり先を見通して考える習慣というか、そういう頭を横浜なら

できるんじゃないかと思って期待をして言っている。地区計画の案を決めるときに、ボリュー

ムだけじゃない、模型とか、文章化できないが、最低限、審議会とか委員の中で合意をしたこ

とがあって、それが実際に地区計画の後の建築物として出てきたときに、これは当時検討した

こととちょっと方向が違うということが言えるような運用ができたらいいと思う。 
○岩村会長 これはフローで言うと、１番目の１番上のところで、ルール検討が点線で囲まれていて、そ

こで都市美対策審議会と結ばれている。そのあたりからそういう議論ができればいい。北仲の

場合は、それが少し見えにくかった。 
○国吉書記 北仲の場合は、こういった景観的なものを考慮する以前に、十数年前からこういった事業が

プロジェクトとして進んでいたという経緯があり、そういう中でも、景観的な工夫を考えてい

ただくことを、都市美審としても言っていこうという流れが後から加わっていったので、事業

をゼロに戻してのスタートはなかなかできない状況がありました。都市計画審議会としても、

都市美審のご意見も聞いておくべきだという意見もあったので、初めてこの場に持ち込むこと

ができました。そこからできることをとにかくやっていこうということで、現在に至ります。

今回、何らかの形で都市美審等の意見も聞きながら決めていくことが意志表示されれば、い

ろいろな事業を行う場合に、景観的な配慮を計画づくりのところから工夫していただくという

状況が生まれるのかなと思っています。 
○岩村会長 経緯の確認や、今後への期待など、いろいろなご意見があったと思うが、事務局の原案どお

りお認めいただくということで良いか。 
○全員 （異議なし） 
○岩村会長 ありがとうございました。事務局の原案どおりお認めさせていただきたい。 
 
・議事１に関連して、地区計画に関して都市美対策審議会で意見聴取をしてきた案件の状況を報告。 
○事務局 北仲通北地区については、リーマンショック以降、事業自体はとまっている状況です。暫定的

な土地利用としてフットサル場の計画などを事業者で考えているようです。事業が動き次第、委

員のみなさまにはご審議をお願いしたいと思います。ＵＲの戻り住宅のほうは、もうそろそろ着

工する段階に至っています。 
また、資料２枚目のフローをご覧下さい。基本的には、認定申請を受けてから都市美対策審議

会にご意見を聞くことにしていますが、１番下の米印ですが、北仲北地区については、重要な場

所であり、部会を設置していますので、基本的には建築の事前相談の段階で審議をしたいと考え

ています。そのため、ＵＲ住宅については、昨年１月の部会で形態意匠制限について既にご審議

いただきました。 
○事務局 磯子３丁目地区の計画については、都市美審でも報告させていただきましたが、再提案が出さ

れ、昨年９月、10月に横浜市の評価委員会で審議し、一部計画を修正の上、手続を進めるという

判断をいたしました。現在、手続が始まっており、今年１月に説明会、２月に公聴会を行いまし

て、今その意見の整理と市の考え方をまとめる作業をしています。今後も都市計画手続を進めて

いくことになると思います。 
 
・審議の非公開／傍聴者等の退席 
 
２．高層建築物の景観づくりの手引き（案）について（報告） 
○高層建築物の景観づくりの手引き（案）について、事務局から説明を行った。 
○今後、意見を踏まえ検討することとなった。 
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その他 
○第５回横浜・人・まち・デザイン賞の日程等の概要について事務局から報告を行った。 
 
まとめ 
○中野書記 
議題１：地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例に基づく認定における都市美対策審議会

への付議については、特に必要があると認めて意見聴取を行う場合の判断基準を明確にしたほうが

いいというようなご意見をいただきました。 
これにつきましては、今後、実績を積み重ねる中で整理をしていくということでお答えさせてい

ただいているということで確認し、了承といたします。 
議題２：今後、意見を踏まえ検討することとなった。 
 

資  料 ・第１０９回横浜市都市美対策審議会議事録 

・地区計画条例に基づき形態意匠に関する認定を行う際の都市美対策審議会への意見聴取について 

（資料１、参考資料） 

特記事項 ・本日の議事録については、会長代理が確認する。 

・次回の開催日時は今後調整予定。 

 



 

                                   資料１ 

 
 

戸塚駅西口バスセンター広告付きバス上屋整備について 
 

 
 現在、横浜市内における広告付きのバス停上屋については、横浜市営交通及び神奈川

中央交通株式会社と広告事業者であるエムシードゥコー㈱と契約を交わし、その設置・

運営・維持管理を行っています。 
 今回、戸塚駅西口バスターミナルにおいて広告付きバス停留所を整備する計画ですが、

新横浜駅前における広告付きバス停留所上屋整備（第１０６回都市美対策審議会（平成

２０年１１月１４日開催）で審議）と同様に、島式のバスターミナルの一部で設置され

る計画で、一般路線とは異なる形態・配置となりますので、形態・配置方法等について

審議願います。 
 
〈概要〉 
１ 設置経緯 

 戸塚駅西口バスターミナルにおいては、バスターミナル上部に歩行者用ペデストリ

アンデッキを設置しており、その一部がバス停の上屋の機能を兼ねている状況となっ

ています。しかし、１０バースある一部（１番、４番線）の乗車バースではデッキの

外側となっており、バス利用者から上屋の設置について強い要望が出されていました。 
 今回、上記経過を踏まえ、一部（１番、４番線）の乗車バースにおいて、神奈川中

央交通㈱が、広告付き上屋を整備する計画です。 
 
２ 設置概要 

（１）バス事業者  ：神奈川中央交通㈱ 
 
（２）広告事業者  ：エムシードゥコー㈱ 

 
（３）広告付き 

バス停留所上屋：戸塚西口（第一交通広場）のペデストリアンデッキ等の色彩

との調和図る色調とする。（図－４、図－６参照） 
   

（４）掲出広告   ：市交通局で行われている審査により認められた広告を掲出 
 
  （５）設置個所   ：２基（８ｍを２基）（図－２参照） 
 

（６） 広告数   ：１基あたり２面（両面） 合計 ４面 
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風防壁：t10　強化ガラス
照明：シームレスラインL1250×4灯
ベンチ：【上台】再生木材(チャコール)　□40xt3.2角鋼管
　　　　【脚】□60xt3.2角鋼管、t6鋼板
　　　　【肘】6×50FB

※鋼材は溶融亜鉛メッキ　
　ポリエステル樹脂粉体塗装 (5PB2.5/2)ブルーグレー
※ボルトナット類はアンカーボルトを除き全てステンレス製
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１ 景観誘導の考え方 

・ 横浜駅周辺地区は昨年度、長期的なまちの将来像を「エキサイトよこはま２２」として策定・公

表しました。策定に当たっては、官民連携のもと、計画づくり委員会（委員長：小林重敬 東京都

市大学教授）を中心に、交通、河川等の分科会や街並み景観あり方検討会などを設け、分野ごとの

検討を行ってまいりました。 

本年度から、「エキサイトよこはま２２」の実現に向けて計画を推進していきますが、計画の実

現に当たっては民の力を十分活用しつつ、様々な関係者と連携を図りながら進めてまいります。 

・ 一方、横浜駅周辺地区はみなとみらい 21 地区のような新市街地形成とは異なり、昭和 30 年代後

半から 40 年代にかけて形づくられ、既に施設の集積が図られており、計画の実現には建物の更新

等にあわせて段階的に再開発を誘導しながら、進めていく地区です。 

・ こうしたことから、横浜駅周辺地区の景観誘導を進めるに当たっては、当地区の施設の立地状況

やこれまでの検討経緯を踏まえる必要があり、当地区については官民連携の下で推進体制を確立し、

景観コントロールを図ってまいります。 
  

【経緯】 

・昨年度まで（計画の策定） 
平成 19 年５月 第１回 計画づくり委員会開催（策定までに 13 回開催） 
平成 21 年６月 第１回 街並み景観あり方検討会（同年８月までに３回開催） 
平成 21 年 12 月 「エキサイトよこはま２２」策定 

 

計画に策定に参画した有識者 

分野 所属 氏名 

都市計画 東京都市大学 教授 小林 重敬〔計画づくり委員会 委員長〕 

交通関係 日本大学 教授 岸井 隆幸〔交通分科会 会長〕 

河川関係 関東学院大学 教授 宮村 忠 〔河川分科会 会長〕 

東京大学 教授 北沢 猛 〔街並み景観ありかた検討会 会長〕 

横浜国立大学大学院 教授 北山 恒 景観関係 

長岡造形大学 学長 上山 良子 

経済関係 東洋大学大学院 教授 根本 祐二 

防災関係 長岡造形大学 教授 平井 邦彦 
 
・今年度から（計画の推進） 

平成 22 年６月 第１回 エキサイトよこはま２２ まちづくり懇談会 開催 
平成 22 年 8 月 第１回 エキサイトよこはま２２景観検討部会 開催 

 
２ 景観検討の体制 

（１）景観検討部会の設置 
「エキサイトよこはま２２」を推進するためのガイドライン検討会の中に、景観分野を検討する景観

検討部会を設けます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
（２）ガイドラインへの反映 

景観検討部会での検討結果についてはガイドライン検討会に報告し、必要に応じて検討の成果を

まちづくりガイドラインに反映します。 
（３）景観検討部会の委員構成 

学識経験者を委員とし、議題に応じた関係者・行政で構成します。 
・横浜国立大学大学院 教授 北山 恒 〔部会長〕 
・長岡造形大学    学長 上山 良子 
・横浜国立大学大学院 准教授 野原 卓 

 
３ 景観検討部会における検討の進め方 

（１）対象範囲 
横浜駅周辺地区（エキサイトよこはま 22 エリア）全体。（対象範囲図参照） 
但し、既に地区計画が策定されている地区については対象外。 
（みなとみらい２１中央地区地区計画、ヨコハマポートサイド地区地区計画） 

 
【対象範囲図】 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）検討内容 

①開発の進捗に合わせて、景観形成の検討・作成・深度化を行い、必要に応じてまちづくりガイド

ラインに反映します。 
②エキサイトよこはま２２における感動空間戦略を実現するために必要な建築物・公共施設等につ

いて、景観面から評価し、誘導します。 
 
（３）今年度の主な検討内容 
  ①横浜駅西口駅前を中心に、ガイドラインの景観面での深度化を図ります。 

②エキサイトよこはま２２の先導的なプロジェクトである（仮称）横浜駅西口駅ビルを、ガイドラ

インに沿った景観となるよう誘導します。 

 

第 110 回都市美対策審議会の報告案件「地区計画条例に基づき形態意匠に関する認定を行う際の都

市美対策審議会への意見聴取について」で示した意見聴取対象の考え方の注意書きで、「学識経験者等

による組織等により、専門的な観点から景観に関する意見を聴いた場合等は都市美対策審議会への意

見聴取を行わないことがあります」としています。 

横浜駅周辺地区は、今後、地区計画で形態意匠制限を行うかどうかについては未定ですが、学識経

験者等による組織等により専門的な観点から景観に関する意見を聴取し、景観コントロールを図って

まいります。 
 

エキサイトよこはま２２エリアにおける景観の誘導について（報告） 

まちづくり懇談会 

（委員 小林先生、岸井先生） 

基盤整備検討会 

（会長 岸井先生） 

ガイドライン検討会 

（会長 小林先生） 

まちづくり活動組織 

（アドバイザー 小林先生）

景観検討部会 
（部会長 北山先生） 

横浜駅周辺地区 
（エキサイトよこはま２２エリア） 

関内地区 

みなとみらい２１地区

ヨコハマポートサイド地区 

【平成２２年度以降のエキサイトよこはま２２の推進体制】 



第 110 回横浜市都市美対策審議会資料 

 

地区計画条例に基づき形態意匠に関する認定を行う際の 

都市美対策審議会への意見聴取について（報告） 

 

 

１ 趣旨 

 地区計画条例第 22 条に基づき、認定申請のあった建築物等の計画が形態意匠制限に適合

するかどうかを審査する際の都市美対策審議会への意見聴取について、これまでの運用等を

踏まえ、意見聴取対象等の基本的な考え方を整理します。 

 
２ 基本的な考え方 

（１）意見聴取の時期について（第 99 回横浜市都市美対策審議会にて報告済み） 

○ 一定規模以上の建築物等は、認定にあたって都市美の意見を聴く。 
（地区計画条例第 22 条第 3 項） 

○ 地区計画の策定段階で制限内容などを定める際にも意見を聴く。 

  
（２）意見聴取対象の考え方について 

１ ２号再開発促進地区内で、高さ 100 メートルを超えるもの 
２ １に掲げる地区以外に建築するもので、高さが市街地環境設計制度の緩和限界を

超えるもの 
３ その他周辺景観に与える影響が大きいことなどから市長が特に必要があると認め

たもの 
※ 学識経験者等による組織等により、専門的な観点から景観に関する意見を聴いた

場合等は都市美対策審議会への意見聴取を行わないことがあります。 

 
 
（参考） 

１ 形態意匠制限条例化地区一覧（予定を含む。） 

 用途地域 高さの最高限度 意見聴取 条例化 

北仲通北再開発等促進地区 商業地域 200ｍ ○ H19.12 

磯子三丁目地区 住居地域他 55ｍ ○ (提案取り下げ) 

青葉つつじが丘北西地区 近隣商業地域 39ｍ － H20.12 

日ノ出町駅前Ａ地区 商業地域 75ｍ － H21.3 

青葉鴨志田地区 工業地域 31ｍ － Ｈ22 予定 

磯子三丁目地区（再提案） 住居地域他 31ｍ －※ （都市計画手続中）

 ※ 磯子三丁目地区（再提案）については、当初提案で意見聴取を行ったために報告しました。 

 



２ 意見聴取案件の経緯 

 （１）北仲通北再開発等促進地区 

 関内地区とＭＭ21 地区の間に位置する約 7.8ha の区域において、土地の高度利用を

図りながら、複合的な都市機能の集積・文化芸術創造の都市づくりやウォーターフロン

トの再生による魅力づくり、歴史的建造物等の保全活用を行う。 
 建築物の最高高さは最も高い地区で 200m。 

  平成 19 年 1 月 18 日 第 100 回 横浜市都市美対策審議会

       2 月 23 日 第 101 回 横浜市都市美対策審議会

       3 月 12 日 第 102 回 横浜市都市美対策審議会

       7 月 20 日  第 1 回横浜市都市美対策審議会 北仲通北部会

       9 月 3 日 第 2回横浜市都市美対策審議会 北仲通北部会

 9 月 6 日 第 106 回横浜市都市計画審議会 

 10 月 15 日 都市計画変更告示 

 12 月 25 日 条例化（改正地区計画条例告示） 

  平成 20 年 3 月 21 日 第 3回横浜市都市美対策審議会 北仲通北部会

  平成 21 年 1 月 16 日 第 4回横浜市都市美対策審議会 北仲通北部会 

  ※ 全体開発計画、個別の建築計画、都市景観協議地区行為指針等についてあわせて審議してい

る。地区計画形態意匠制限については、主に第 2回北仲通北部会で審議された。 

（２）磯子三丁目地区 

 プリンスホテル跡地の丘の上に位置する約 12ha の区域において、共同住宅を主体と

した建物を整備するほか、あわせて広場等の空地の確保、地区内に現存する貴賓館の保

全・活用等を行う。 
 建築物の最高高さは風致地区外 55ｍ、風致地区内 45ｍ。 

  平成 19 年 10 月 18 日 都市計画提案書受理（高さの最高限度 55ｍ） 

        10 月 23 日 第 105 回都市美対策審議会・第２回景観審査部会

        11 月 15 日 第３回景観審査部会（非公開） 

        12 月 20 日 第４回景観審査部会（非公開） 

   平成 20 年 1 月 16 日 第５回景観審査部会

        2 月 20 日 都市計画提案説明会 

        3 月 21 日 公聴会 

        8 月 8 日 都市計画提案の取下げ 

３ その他

 （１）市街地環境設計制度の緩和限界 

○都市計画法に基づき県が定める「都市再

開発の方針」において、特に一体的かつ

総合的に市街地の再開発を促進すべき

相当規模の地区として定めるもの 
（例） 
・横浜駅周辺地区 
・新横浜駅北部地区 
・鶴見駅東口地区 
・二俣川駅南口地区 
・戸塚駅前地区 
・上大岡駅前地区 
・綱島駅東口地区 

（２）２号再開発促進地区 
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 第１３回 横浜市都市美対策審議会景観審査部会議事録 

議題 １ 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新港地区都市景観協議地区 中区新港二丁目１１番４）（審議） 

日時 平成 22 年 6月 15 日（火） 午前 10 時 00 分から午前 11 時 30 分まで 

開催場所 港湾局第１会議室（産業貿易センタービル ６階） 

出席者（敬称略） 委員：岩村和夫（部会長）、卯月盛夫、金子修司、中津秀行 

書記：齋藤泉（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） 

関係者（関係局）：千葉健志（港湾局企画調整課計画担当課長） 
         高村英一（港湾局企画調整課担当係長） 

（事業者等）：横山之雄（日清食品ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 執行役員 CFO） 

          青木 淳（日清食品ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部） 

          廣瀬達彦（五洋建設㈱ 建築設計部 課長）  

欠席者（敬称略） 委員：加藤仁美、高橋晶子 

開催形態 議題１公開（傍聴者１名） 

決定事項 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ついては、本日の意見を踏まえ協議方針を取りま

とめ、都市景観協議を行う。 

 

議  事 

 

１ 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新港地区都市景観協議地区 中区新港二丁目１１番４）（審議） 

 

市から議案の概要を説明した。 

事業者から概要及び検討経緯の説明をした。 

 

○岩村部会長 植栽される樹木は、どのようなものを植える予定か。 

○事業者 歩道の街路樹と高さを合わせることを考えていますので、 初からある程度大きさのある木を考

えています。敷地周辺には３種類の木があり、それぞれの木に合わせるのもバランスが悪いので、敷地内に

関しては高さと形状を合わせ、ハナミズキを植えることを考えています。 

○岩村部会長 建物のレンガは、質感のあるものだと理解した。歩道の敷石はどうか。 

○事業者 今の歩道と同じ色、目地のタイルにしたいと考えております。あわよくば歩道も全部張り替えて、

敷地と一緒になるぐらいの感じだとありがたい、というぐらい、歩道との一体感を考えております。 

○岩村部会長 素材について、ガラスは上部と低層部で、どんなガラスを考えているか。 

○事業者 基本的には透明で、反射をほんの少しだけ入れて、熱環境の対策も考えたいと思っています。 

○岩村部会長 これはシングルガラスか。 

○事業者 合わせガラスになると思いますが、面積が大きいので、飛散防止も考え、大きさを含め、検討中

です。 

○卯月委員 市に質問したい。今回この土地に売却条件をつけたと口頭で説明があったが、その売却条件に

ついてはもう協議済みでＯＫであって、さらに今回の景観条例に基づく協議をしているということか、それ

とも、売却条件、配慮事項も含めて、今回一緒に協議するということか。 

○千葉課長 先ほど申しました条件、附帯意見については、都市景観協議地区の規定におおむね合致してい

ると思っていますので、今回、協議の方針についてお諮りしているということでございます。 

 

○岩村部会長 これから委員の方々１人ずつ、コメントをいただきたい。 

○中津委員 植栽は何でもいいかなという気がしている。周りに合わせてやっていただければいい。 

周りの敷地との関係を持ちながら、より楽しく街を歩けるようにするため、人のネットワークや、歩きな

がら見えてくるこの街特有の風景の体験についてどう考えるかという視点が、かなり薄いと感じた。 

 具体的に言うと、西側の接道部、その壁面側に２メートルぐらいの管理通路がある。通路は当然必要だと

思うが、こういうつくり方が、地域の人の歩行動線、ネットワークを考える上でどうなのか。むしろこうい

う所こそ、建物の外周部が率先して人を導き込む、回していくような動線があり、楽しく歩けるようなこと

を考えていただければ、この街の動線計画が変わってくるのではないか。 
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 １階がエントランスホールで、大きな階段で２階に上がっていったときに、２階の部分で公園のほうに視

線が抜けたら、階段の位置づけが、都市の人に開かれた回遊動線としてすごくおもしろくなっていくのでは

ないか。こういう所からデッキで公園に渡れれば、建物自体が、ワールドポーターズから渡ってくる人の動

線をより強く誘発し、この建物を通って公園に行くという動線が生まれ、この計画がもっと市民に根づいた

事業になるのではないか。 

 表側の顔については、重厚なものがあってもいいと思うが、新港パーク側の顔は、もうちょっと開かれた

公園側からの顔のようなファサードにしていただければいいかなという気がする。 

 駐車場を地下に持っていかないで１階にあるのは、コスト上の問題なのか。 

○事業者 敷地の大きさ上、スロープをつくると効率が悪くなります。いろいろなことを考えると、やはり

１階がベストではないかと考えます。 

○中津委員 ２階駐車場や地下駐車場というわけにはいかないわけですね。大通り側から、歩きながら１階

のガラス越しに向こうの緑が見えるようなものがあってもいいと思った。ランドスケープ的な話でいえば、

西側の接道部の緑地の形態だけでもどうにかしていただければ、よくなるのではないかと思う。 

○岩村部会長 新港パークからのつながりというのは、土地を売るときの条件に入れているのか。 

○高村係長 車の出入口をなるべく新港パーク側の道路側に設けるということは、条件に載せています。 

○岩村部会長 ホールの階段を上った所から向こうが見えるというようなことは検討したのか。 

○事業者 階段を上がって窓を、ということで、実際に現地に行ってカメラを窓の高さにして見てみたら、

街灯と標識が目の前に出てきてしまって、これは逆に見せないほうがいいなと判断しました。 

○金子委員 新港地区は、まさにここに書いてあるような“島”状のエリアで、そこから海が見える、また

海から見えるというゾーンであることが大変大事である。これが基本にあるが、全体的なデザインのイメー

ジとして、いかにも閉鎖的な印象を与えてしまうのではないか。これはまことに残念だなという気がする。

 年間100万人が集まる施設になるということについて。今、この辺は割合に人が来ないが、人の動線等を考

えると、もう少し幅広く、ネットワーク化できるようなものを取り込む案でよかったのではないかと思わざ

るを得ない。つないでしまうようなことができなかったのかなと。この枠の中だけで計画をおさめてしまわ

なければならないのではなくて、大胆な提案があったらおもしろいなという感じがした。 

○岩村部会長 「つなぐ」というのは、何と何をつなぐということか。 

○金子委員 例えばワールドポーターズ側との連携とか、かなり大規模なことをやってもいいのではないか。

もう一つは、新港パークのほうにオーバーブリッジで下りていけるような、このエリア全体を見据えた、博

物館の閉じこもった感覚ではないものがあってもいいかなと思う。 

 それと、レンガタイルの色調と素材感。これは赤レンガ倉庫と同時に見えるゾーンではないという感じも

するが、質感のあるもので、願わくは、味わいのあるつくり方がほしい。 

もう一つは、分節化について。スリットにガラスが入って、照明が出るようなイメージだったが、ディテ

ールやそのありようについて、例えばもっと幅を広くとか、深みを出すとか、工夫が必要だろう。まだ実施

設計のレベルまで行っていないと思うが、そのような協議をデザイン室も含めてやっていただきたい。 

 年間100万人の来街者があるならば、非常に魅力的な建物にならなければいけない。大変期待するところだ

が、この場所にこの建物がなければならないという論理が足りない。例えば中から外が見えたり、外から見

たときに、新港地区にあるようなものになるといいな、というのがちょっと足りなくて、残念な感じがする。

○岩村部会長 附帯して伺いたいが、メインの人の流れはどうなるのか。 

○事業者 みなとみらい駅もしくは馬車道からワールドポーターズの南側を通って、交差点に１度人が集中

して、角地から人が入ってくると思っています。 

館の特性として修学旅行、小学生等の誘致が一番重要なキーになってくると思います。そういう意味では、

平日に関しては、バスが来て、駐車場から、中に入れていただいてという流れで考えています。 

○卯月委員 これまでいろいろな協議を、この審議会でやってきたときに、主に建物の遠景、ボリュームと

か配置が、大きな地域のコンセプトの中でどういう意味を持つかということで議論してきた。今回は、模型

を見ても、地域の中でそんなに違和感がなく、ボリュームや配置についてそんなに問題はないし、用途も地

域の活性化のために役に立つということで、大変好感を持っている。 

 ですから、あえて次のステップの話をしたくなるわけで、大きく分ければ２点。 

 １点は、中景、近景になったときの１階部分の扱いについて。この地区は手前に50メートルの臨港幹線道

路があって、向こうに渡りたくない、途中で引き返したくなるという、車中心の印象を受けてしまう。子供

たちがバスで行くのはいいかもしれないが、駅などからぶらぶら歩きながらこの博物館へ行く人は相当歩く
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ことになる。臨港幹線の手前の横断歩道から見たときに、グーッと引き入れて「あ、入ってみたい」と思う

ような気持ちのつくり方がとても重要だと思うが、それがまだ足りないと思う。 

 西側の８メートルセットバックをもっと広くして、横断歩道から真っすぐ行くと新港パークの緑が見える、

そして右にこの建物の入り口が見えて、博物館に入る人と緑に行く人と分かれて、博物館で楽しんだ後、新

港パークに行ってみようかなという、その２つのアクティビティを想定させることが良いのではないか。そ

う考えると、建物に入ることは角を切り取って誘導しているが、新港パークのほうへ行くことについては、

全く誘導していないので、もう少し誘導してほしい。 

 建物の配置はもう決まっているとすれば、エントランスホール、あるいは大吹き抜けの空間を外からどの

ように見せて新港パークのほうに誘導するかといった工夫をしていただければ、この場所にこの建物ができ

て、博物館という良い機能ができて、周りにもアクティビティが広がっていくという感じがすると思う。 

 ２点目は、外壁の扱い。特にレンガ調タイルについて。新旧の対立とか、倉庫街があったからレンガ調タ

イルということは、だれでも考えることで、私はとても素直な考えだと思う。問題は、ガラスの壁面とレン

ガ調タイルのバランス、調和だと思う。 

 いわゆる組積造というか、かつての倉庫街の倉庫を部分的に改修して新たなものをつくったというイメー

ジをつくろうとしていると思うが、タイルの面積が極めて大きいので、組積造の重厚さはなかなか表現でき

ない。それがコンセプトだと言われると難しいと思う。新旧の対立であれば、エントランスホールの扱いも

含めて、１階部分と５階部分のガラスの取り扱いと２、３、４階のレンガ調タイルの扱いを、例えば壁面、

ツラをちょっとずらすとか、両方の仕上げがうまく調和しているような雰囲気を出すべきではないかと思う。

 池田の博物館の写真も見せていただいたが、非常にマッシブな扱いで重厚感を持って、中に入ると逆にと

ても温かみがあるというのをねらっていることは重々わかる。もしそうなら、極端に言えば全く倉庫に見せ

てしまったほうがいいわけで、協議の中でだんだん中途半端になってきている。本当にソリッドで固く、倉

庫に見せて中でワッとやるという感じが、開放、開放といってガラスが増えてきた中でなくなってきている

気がするので、設計されている方も、余り満足していないのではないか、という印象を受けてしまう。 

 その２点が気になった。 

○岩村部会長 資料４に戻っていただくと、欠席委員の意見があり、これは今、お三方からいただいた意見

と重なる部分が多い。特に加藤委員は、卯月委員と中津委員から指摘があった部分と随分オーバーラップす

る。遠景的にはなじんだように見えるけれども、閉鎖的なデザインになっている。これは、この施設の利用

形態や機能との関連もあり、全く開放的にするのは不可能だとは思うが。 

 「開放的にする」という意味合いが、人の通りをつなぐという意味での開放感なのか、あるいはどこかに

抜ける視点が用意されていて、それがそのうちすごく人気が出て、人が集まるようなポイントになるといっ

たことも含まれているのかなと思った。 

 高橋委員は、この案に対して否定的な意見はなかった。もともと倉庫群があった港に立地するということ、

再び「倉庫」というキーワードが出てくるが、分節化というレベルで言えば、この案でいいのではないかと

いった意見が書かれている。事例として書かれているのは、ドイツで、近代的な工場とか倉庫を近代遺産と

して残し、それを将来のまちづくりに活用していこうという非常に優れた例だが、ここの立地とは条件が違

うと思う。これは近代工業社会の遺産で、倉庫という側面からも、少し違うかもしれない。むしろハンブル

グの倉庫群みたいな話のほうが近いかもしれない。 

 ２番目は、素材が大事だということで、これも今後、工夫をしてほしい。本物の赤レンガ倉庫には一切チ

ープなイメージはない。「チープなものを用いず」と高橋委員からはあるが、ここに来てチープな外壁がある

と、まずいということだろう。赤レンガ倉庫と競争するのは難しいが、ぜひ工夫をしていただきたい。 

 それから３番目、１階部分のデザインディテール、人が歩道に立ったときに近景あるいは触景と言ったほ

うがいいかもしれないが、そのディテールが大切になるのではないか。将来的にこの大通りが魅力的になっ

て、赤レンガとの行き来ができるようになって、さらにそれが周辺の人通りにつながっていくとすると、そ

の建物に立ったときの、特に１階部分のディテールについて、２辺支持のガラスのサッシレスな面は 近流

行りではあるが、今後とも、中を見たくなるような表情を検討してほしいということで提案されている。 

 次に、私の意見を述べさせていただきたい。 

「倉庫の記憶」というキーワードが随分出ている。赤レンガ倉庫というのは、保存・再生、コンバージョ

ンの日本でも非常に優れた例ということで、さまざまな賞もかち得ている。一方にそういう集客能力のある

施設があって、ちょうどその反対側に、新たに100万人集客するというと、そのデザインを「倉庫」というキ

ーワードでまとめていこうとするときに、その倉庫のあり方が問われてくる。 
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 これは新たに創出する擬似的な倉庫ということになる。言ってみればミュージアムというのは、そもそも

半分は倉庫である。そういう観点から、ミュージアムとしての倉庫─ミュージアムと言ってしまったほう

がいいかもしれない─が赤レンガ倉庫と対峙しているということで、赤レンガの真似をしたのではないと

いうことと、そこに何か新たな景観をつくり出すというイメージではないか。 

 そこで、割り肌に近いようなレンガタイルを用いる、それは一つの選択なので、十分あり得ることだと思

うが、一方で安易ではないかといった意見もある。デザイナーとしてはあり得る話だと思う。 

 それから、分節化ということ。これは非常に悩ましい議論で、セットバックしたりしながら行う垂直面で

の分節化と、立面を見たときに、それが美しいプロポーションを持っているかどうかということ。市の資料

だと「威圧感」という言葉が使われているが、それは正しくない言い方なのかなと。ファサードが威圧感を

与え、分節化によって和らげるということはあるが、言いかえるとスケール感だと思う。スケール感という

のは建築のプロポーションのことだ。暴力的な大きさや広がりのものが目の前に立ちはだかるというデザイ

ンもあるが、それはここでは求めていないということだ。 

 例えば、この模型は、立面図を見るよりはるかに可愛らしい。柱型の所にガラスのスリットが通っている。

これは夜景を見たときにその意図がわかったが、そこに照明を仕込んで夜景をつくろうということだろう。

ただ、建築的な構造の意味からすると、柱の所にガラスがあるというのは、本当は変だ。仮に柱型をガラス

で処理したとして、向こうは見えないから、結局ガラスでなくてもいいという話になるのかもしれない。そ

のときに、上のガラスと下のガラスをつなぐ材料として使ったというデザインの論理もなり立ち得るので、

その辺はきちんと説明できるようにしていただきたいということと、実際のデザインとして魅力的なデザイ

ンにしていただければと思う。 

 それは、ツラでおさめるのか、あるいは下げるのか、それからサッシレスにするのか、そういうことと深

くかかわってくるが、今後、詳細を詰める段階で考えていただけることかなと思う。 

 それから、夜の景観という話が出たが、この辺は夜遅くまで歩く方が結構多い。だから、街灯や歩道周り

の夜間の照明に関して、特に歩行者の部分についてはぜひ検討いただきたい。歩道に埋め込むという形もあ

るかもしれないし、街灯を並べるのがいいということではないので、工夫をしていただき、館が閉まった後

の雰囲気として、ここをそぞろ歩きしたいような人たちがぜひ出てきてほしいと思う。 

 その観点で言うと、８メートルセットバックの部分の植栽のあり方について。今後、ランドスケープを詰

めていく過程で出てくる話だと思うが、心地よく歩けるような空間が欲しいという気がして、それと緑とを

どうマッチングさせていくかという気がした。 

 今までの委員の意見に対して反論や、事業者の立場として意見があれば伺いたいが、いかがか。 

○事業者 参考にさせていただいて、工夫できるところはぜひ工夫していきたいと思います。 

○国吉書記 横浜市としては、ここに来てここから帰っていただくのではなく、この後にいろいろ回っても

らいたいと思う。その動線を考えたときに、新港パーク側に人が流れるようなルートがあってもいいのかな

という感じがした。この幹線道路ではなくて緑側、新港パーク側にうまく人が流れていって、赤レンガ倉庫

側に行く、あるいは赤レンガ倉庫側からそちらを通ってくる、そういうルートのほうが歩行者にとって魅力

的なのかなという感じがあり、それをどうやってつくっていくかということが気になった。そうすると、バ

スが入るルートに近い所まで植栽でがっちり固めないで、建物際の歩行空間についても、歩道と連続し一体

化するようなとり方があるのかなと思った。 

 これは横浜市サイドの問題だが、新港パークに渡るような横断歩道を、この辺はとり得ないのかどうか、

考える必要があるということになる。 

○岩村部会長 一市民の立場からすると、そういうものがぜひ欲しいという意見は出ると思う。それは市と

の協議事項かもしれない。 

○中津委員 資料には、西側と北側について、「歩いて楽しく賑わいのある街並み」と書いてある。この「歩

いて楽しく」ということを考えて資料を見ていると、博物館と公園とが一体となった遊歩道みたいなものが

できれば、線的な賑わい空間になる。日曜日等にはここでお祭りみたいなものがあると、こちら側から人が

「向こうへ行こう」となるかもしれない。簡単なことではないという気がするが、いかがか。 

○千葉課長 貴重な意見だと思いますので、今後、検討させていただきたいと思います。 

○岩村部会長 せっかく100万人来るわけですから。それは日清にとっても非常に大きなインパクトになる可

能性がある。 

○国吉書記 横浜市では150周年のときも、ミュージアムをネットワークして紹介するような話があった。今

後もそれを連続してやっていくかどうかは、観光行政の範疇だが、その際には、この施設もネットワークに
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入っていただくことが必要である。そのネットワークをどうやって歩くだろうかということも想定しながら

考えたほうがいいと思うので、ご配慮いただきたい。 

○岩村部会長 模型や図面では、レンガタイルの壁面には設備の換気口とか、小さな窓が一切ない。これは

将来的にもそのような設計をするのか。 

○事業者 基本的に大きい換気につきましては全部屋上に上げ、空気の換気に関しては、効率も考えまして

東側の面に持っていって、できるだけ細いがらりにしまして、色もタイルに合わせようと考えております。

○岩村部会長 では、本日の意見をまとめさせていただく。 

 まず、一つの大きな論点は、ネットワーク、人の流れということだった。 

 赤レンガ倉庫に対峙する形で建てられるこの博物館、年間100万人来場するなら、その一部の人たちがそこ

から染み出していく。あるいは逆に、外側から来てここを訪ねて、さらに赤レンガに行く、あるいは新港パ

ークのほうに行くという意味で言うと、将来的には非常に魅力的な場所になる可能性があるので、歩道や緑

地など、ランドスケープのレベルと、例えばオーバーブリッジをつくるといった形で人が滑らかに動けるよ

うな動線が考えられないだろうか。ブリッジに関しては、市の協力がないとできないが、今はできないとす

ると、将来的に対応できるような形にしておくという可能性もあるかもしれない。 

 閉鎖的という話があったが、この博物館の中だけですべてが完結するということではない。賑わい、とい

うところで、ショップが顔を出しているが、ミュージアムショップだとすると、余り賑わいという形にはな

らない。博物館だから閉鎖をするという部分と、すごい空間ができるエントランスホール、そこがもうちょ

っとオープンになっていいのではないかという意見は当然出てくると思う。デザイナーや事業者の考えによ

ると思うが、せっかくあれだけすごい空間ができるとすると、それを閉じた形で処理するのは残念ではない

か。それがネットワークという話にもつながっていくかもしれないという論点があった。 

 もう一つの論点は、分節化ということと連動する素材の問題。 

 例えば「倉庫」というキーワードがあって、それをこの施設の中でどう位置づけるのかに通じることだが、

赤レンガ倉庫のような歴史的な資産、そういうものに基づいた価値にその理由がある建物と、今回、全く新

しい形で、それに匹敵するものをつくろうという意気込みだが、表現のあり方としては、必ずしも倉庫に埋

もれなくていいのではないかという意見があった。 

 ただ、一方で、「倉庫」と割り切ってしまう、つまり博物館の半分は倉庫だということ、それから、場所の

記憶として倉庫というものが極めて重要だということであれば、新しい建物の中で「倉庫」というキーワー

ドをどういうふうにデザインとして表現するのか。既にこういう形で提案されているので、さらにもう一段

魅力的なものにするためには、素材の問題とか、ガラスとレンガタイルの対比というものを、ディテールも

含めて今後、より高次のものにしていっていただきたいという話があった。 

 それから、夜間の景観ということ。これは周辺、近景からもよく見える施設なので、太陽の光の動き方、

それから太陽が沈んだ後の光の見え方といったところで、特にこの施設が閉まっているときに、近くを歩く

ときの魅力的な外部空間、それをぜひ、頑張っていただけないだろうかということがあった。 

 欠席された方々も含め、このような意見だった。 

これで予定された議事はすべて終了したので、本日の審議内容について事務局に確認をお願いします。 

○中野書記 議事（１）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きまして

は、委員の皆様から、外構につきましては周辺歩行者ネットワークを踏まえた賑わいの工夫など、外構につ

いて引き続き工夫していただきたいというご意見、外観につきましても素材を含めて、夜景も考えた上でさ

らに工夫していってほしいというご意見などをいただきました。 

 このようなご意見を踏まえて、本市といたしましては、条例に基づいて協議の方針の 終案をまとめまし

て、事業者の皆様にお伝えした上で、協議成立まで誠意を持って協議をしてまいりたいと思っております。

 次の都市美対策審議会について、現時点ではまだ予定が立っておりませんが、協議結果のご報告はさせて

いただきたいと思っています。 

 本日の議事録につきましては、本市の保有する情報の公開に関する条例に基づきまして、あらかじめ指定

した者の確認を得た上で閲覧に供することとなっておりますので、議事録は部会長の確認を得ることとさせ

ていただきたいと思っております。 

資  料 ・第 13 回景観部会配布資料 

特記事項 ・本日の議事録については、部会長が確認する。 

・次回の開催日時は未定 

 



都 市 美 対 策 審 議 会 資 料

平 成 2 2 年 9 月 7 日

港湾局企画調整課計画担当

 
みなとみらい 21 新港地区都市景観協議地区 
「中区新港二丁目１１番４における特定都市景観形成行為」の協議結果について 
 
中区新港二丁目 11 番 4 における特定都市景観形成行為については、都市美対策審議会景観審査部会（平

成２２年６月１５日開催）で協議の方針について意見を聴いたうえで、都市景観協議をすすめてまいりました。この

たび協議が整いましたので、協議の結果をご報告いたします。 
 
都市美対策審議会景観審査部会での意見を踏まえた主な協議事項と協議結果 

 主な協議事項 
（都市美対策審議会景観審査部会での意見）

協議結果 

【圧迫感の低減】 
【外壁の素材】 
 

西側、南側外壁のレンガ調タイル壁に設ける開口

は、圧迫感を低減する効果が得られるよう、位置と

形状等に工夫をしてください。 

外壁について、レンガ調タイルとガラスの壁面の

バランスについて、調和が取れたものとなるよう（デ

ィテールも含めてより高次なものとなるよう）工夫

をしてください。 

 

外壁とスリットを同じ素材とするこ

とで、上下ガラスカーテンウォールとの

シンプルなバランスをはかります。① 

【賑わいの創出】 
 

エントランスホールや建物内部の空間を外から見

えるようにするなど、人を引き込むような工夫をし

てください。特にエントランスホール北側において

も開放感を持たせる工夫をしてください。また、１

階部分のデザインディテールについても、工夫をし

てください。 

 

エントランスホール北側にガラスの

開口を設け、新港パークへの視認性を高

めます。② 

 

【夜間照明】 夜間の安全性の確保と賑わいをつくるため、建物

内部の照明の点灯時間や外構の照明を工夫してくだ

さい。 

 

 外構の照明により歩行者空間を演出

します。③ 

【植栽計画】 
 

賑わい回遊路沿いの植栽計画について、歩道と空

地が一体となるような配置の工夫をしてください。

周辺施設とのネットワークを考慮し、心地よく歩け

る空間となるような工夫を行ってください。特に、

西側の緑地の形態については見直しをしてくださ

い。 

 

 緑地をランダムに分散して配置し、そ

れらを高木と芝生で構成することで、歩

道と一体化した広い一本の歩行スペー

スを形成します。④ 

床の一部に、施設の展示で使用するキ

ーワードを刻み、歩きながらにして建物

内部とのつながりを形成します。⑤ 
 



③外構の照明により歩行者空間の演出します。

⑤床の一部に、施設の展示で使用するキーワードを
　刻み、歩きながらにして建物内部とのつながりを形成します。

④緑地をランダムに分散して配置し、それらを高木と
　芝生で構成することで、歩道と一体化した広い一本の
　歩行スペースを形成します。

[交差点側イメージ]

[南東側イメージ]

[北東側イメージ]

協議結果協議申出時の案

[交差点側イメージ]

①外壁とスリットを同じ素材とすることで、上下ガラスカーテ
　ンウォールとのシンプルなバランスをはかります。

②ガラスの開口を設け新港パーク
　への視認性を高めます。

[配置図] [配置図]

賑わい回遊路 賑わい回遊路

臨港幹線
臨港幹線
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