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第１章 横浜の都市づくりの課題と、景観形成の重要性 

 

 

１ 都市づくりの経緯と課題 

(1)これまでの経緯 

  横浜は、海と丘を擁し、なだらかな起伏のある豊かな表情を持っている。幕末の

開港を期に近代港湾都市としての発展を続け、また、震災や戦災、接収などの度重

なる困難を乗り越えながら復興を重ねてきた。 

  昭和３０年代後半ころから、急速に拡大成長する社会経済状況を背景とし、横浜

市内の各地域で東京のベッドタウン化など大規模な新規開発が進行した。そこで、

土地利用の改変はもとより、都市そのものが急激に変貌していったまさにこの時代

から、横浜市は全国に先駆け計画的な都市づくりを実践してきた。そして、都心部

の港や歴史文化、郊外部の水・緑などといった地域ごとの資源を活用した景観形成

をはじめ、それぞれのまちの魅力を高める取組を「都市デザイン」活動として政策

的に推進してきた。 

 

(2)長期ビジョン 

  一方、少子高齢化による人口減少社会の到来や、社会経済のグローバル化等の我

が国を取り巻く社会状況の大きな変化を背景に、現在横浜市は市政の根幹となる基

本構想を３０年ぶりに見直し、時代に合った長期ビジョンの策定を進めているとこ

ろである。 

先ごろ公表された「長期ビジョン策定の考え方」では、「先人からこの歴史ある

まちを受け継いだ私たちは、新しい横浜の魅力や活力を創造し、世界に広く発信し

ていく必要があり、そして、次世代の横浜が夢や希望にあふれるまちであるための

礎をつくらなければならない」ことが謳われている。今後の横浜の都市づくりは、

このような目的を具体的に実現するものでなければならない。 

 

 (3)都市コミュニティを育む 

  市民が安心して暮らすことができるまちとするためには、人と人とのつながりを

大切にしたコミュニティを育む都市を目指す必要がある。多種多様な市民活動の担

い手が地域の中で育ち、まちのルールづくりなどを通じて、関係者の合意形成を行

い役割分担を明確にする。また、地域資源の管理等を通じて、地域社会全体を自主

的に運営する主体づくりも、今後の重要な視点となってくる。 

 

(4)グローバルな都市間競争に勝つ 

同時に、急速なグローバル化を背景として国内外の都市間競争が進展するなかで、
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選ばれる魅力ある都市となるため、市民と行政が協働して横浜ならではの特長や個

性を継承・創成し、それらを内外に向けて広く情報発信していくことが必要である。 

 

２ 都市景観形成の重要性 

(1)都市景観の要素 

横浜市では、都市デザインの総合的な視点を取り入れ都市景観形成を推進してき

た。そこでは、自然景観や街並み景観などのフィジカルで表面的な姿・形だけでは

なく、土地利用をはじめ、音、光、物語性、歴史性、季節感など、人間の五感や感

性に訴えるものも景観を構成する大切な要素として取り組んできた。 

 たとえば、「日本の異国文化発祥の地」である馬車道では、①日本初のガス灯を

始めとする文明開化の歴史・物語性、②震災や戦後からの復興、③昭和50年に始ま

った「馬車道商店街街づくり協定」による街並みや賑わいづくりの活動など、様々

な要素が現在の街並み景観を構成している。 

 すなわち、横浜の都市景観づくりは、ハードとソフトの要素をバランスよく織り

交ぜる伝統を有しているのが特徴である。 

 

(2)都市景観形成の意義と役割 

 言うまでもなく、横浜にとって開港以来の歴史文化はかけがえのない財産である。

そして、これを現代に伝え活かした「横浜らしさ」を実感できる都市景観は、市民

の誇りである。また、郊外部に残された水・緑に対する市民意識の高まりやその保

全・活用に関する活動の先進的な取組なども横浜が持つ大きな特徴の一つである。 

 このような横浜の都市景観づくりを将来に向けてさらに発展的に推進していくこ

とは、横浜の顔を世界にアピールする上で非常に有効である。そればかりではなく、

グローバルな都市間競争の時代にあって、横浜の個性を発揮しながら文化、産業面

で横浜の新たな活力を生み出し、その一方で都市における生活の質を高め、市民満

足度の向上を図るという都市経営戦略上、極めて重要な方策となる。 

 また、これからの都市景観形成においては、各地域ごとの主体的取組と同時に、

都市全体の視点と市民個々の視点を統合した都市空間の質の向上が一層重視される

ようになる。これらの点を踏まえた総合的な施策の推進によって、魅力ある都市と

しての価値を高めることが可能となる。 
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第２章 横浜らしい都市景観の形成 

 

 

１ 横浜における都市景観上の課題 

 横浜市では、都心部から郊外部に連なる広い市域において多様な都市景観が形成さ

れている。たとえば、関内地区や山手地区における開港以来の歴史文化を生かした景

観、港と市民が接することのできる水際線、憩いの空間を持つ活気ある商業地、新し

い住宅地の街並み景観、緑や水辺などの自然などであり、各地域において独特の個性

と魅力を発揮してきた。 

 しかし、都心部の商業・業務を中心とした地域においては近年の土地利用形態の変

化や行政指導の限界等により、魅力ある景観形成を推進する上で様々な課題が生じて

いる。一方、都心周辺部および郊外部の居住地域においては、良好な住環境づくりや

地域の個性的な景観づくりが、そして生活拠点においては、賑わいのある空間づくり

や地域の顔にふさわしい景観づくりが求められている。 

 このように、様々な地域の特徴を反映した景観づくりを展開していくためには、魅

力的な景観や街並みが市民全体の財産であり、結果的にまちや建物の価値を高めてい

くものであるという認識の共有が不可欠である。その上で、個々の建物等が地域特性に

則った一定のルールを尊重し、長期にわたって維持することによってのみ、そのよう

な街並みを築いていくことができる。すなわち、個人の建物であっても景観を構成す

る一要素であるという公共性、社会性を有すること、そしてその集合としての景観は

みんなで支え合うことによってのみ成立し得ることを市民の共通理解とすることが不

可欠である。 

 

２ 都市景観形成のビジョンづくり 

 横浜市は、平成２１年に開港１５０周年を迎える。今後はそれをひとつの節目とし

ながら、市内各地域の特性を生かした魅力ある景観形成を推進することが求められる。

そのために、現在検討している長期ビジョンと連動させながら、市民の目線からの具

体的な目標像となる「景観ビジョン」を、以下のように地域別、テーマ別に策定すべ

きである。 

(1)地域別景観形成の方向性 

 ア 都心部の景観 

 開港以来の歴史的な街並みや海からの眺望、港を背景とする景観など、まちと港

が一体となった質の高い都市空間の魅力をさらに強化し、横浜の顔としての個性溢

れる景観形成を推進する。 

 また、横浜駅周辺地区、みなとみらい２１地区、ポートサイド地区、新横浜地区

等を含め、それぞれの個性と魅力が補完、連担しながら全体として活気に満ちた気
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品のある都心部の景観形成を目指す。 

イ 都心周辺部および郊外部の景観 

 駅周辺等の生活拠点においては、地域の顔としての賑わいづくりや個性的な魅力

づくりを推進する。また居住地域やその周辺では、緑豊かで良好な住環境づくりと

ともに、横浜の原風景の伝承、自然的景観の保全・育成などが重要である。 

また、福祉、子育て、安全など広い観点からの住環境の向上を推進するとともに、

住民が地域に誇りと愛着を持ち、地域コミュニティが形成、維持、育成されること

が重要である。 

 

(2)テーマ別景観形成の方向性 

 ア 魅力的な街並み 

良好な景観形成を図り魅力的な街並みを創出するために、まちの個性や街並みの

特長を把握し、建物ファサードの色彩や材質、建物高さ等周辺建物との連続性や後

背地への影響に配慮し、個性的で調和のとれた街並みの形成を促進する。 

 イ 快適な歩行者空間 

 歩行者が心地良さを感じられるような、ゆとりある歩道、休息しやすく憩える小

広場、美しく誰もが使いやすいストリートファニチャの設置等、多様な工夫を行い、

快適な歩行者空間のネットワークづくりを推進する。 

 ウ 歴史的景観資源 

洋風建築や古民家を始め、歴史的、文化的価値の高い建造物や史跡などは過去と

現在を繋ぐ景観資源である。それらを都市の創造力の育成など地域のまちづくりに

とって貴重な公共財としてとらえ、次代に継承するためのあらゆる検討を行う。 

また、その周辺の土地・建物の所有者や事業者に対し、景観的な調和の配慮を求

めることも必要である。 

 エ 水と緑 

 緑の七大拠点など、まとまった自然緑地や豊かな田園風景はもとより、里山、川、

谷戸、池、斜面緑地、市街地の緑や水辺等の都市における自然は、景観的にも人々

の活動にとっても様々なプラスの効果をもたらす。水と緑の持つその役割を十分認

識し、市民にとって身近なものとして整備する必要がある。 

 オ 賑わいの演出 

 都心部や郊外の駅前等では、建築物の低層部のしつらえをまちの賑わいが生まれ

るように積極的な工夫を誘導する仕組みが必要である。また、公共空間におけるオ

ープンカフェの実施など、その場所をさらに魅力のあるものとするために、賑わい

づくりの方策と活動を地域住民とともに検討していくことが望ましい。 

 カ 文化芸術の活用 

 独創性に基づき新たな価値観を生み出す文化芸術は、人々の諸活動の中でも最も
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創造的な分野の一つである。公共施設や街並みに文化性や芸術性の高い工夫や演出

によるまちづくりを推進するべきである。その際、横浜らしい歴史的景観資源の文

化性、芸術性と補完しながら、地域の魅力をさらに高めていくことが望ましい。 

 キ 屋外広告物等の取組 

 横浜市では、これまで特に景観上重要な地域において屋外広告物についても景観

に配慮した取組を行ってきた。これに加え、まちの顔となる駅周辺や、幹線道路沿

いにおいて、景観を損なう色彩の建築や看板等をコントロールし、横浜市内で昨年

から登場した広告付バス停留所上屋に見られるような、質の高い屋外広告物を普及

する取組を推進すべきである。 

 

(3)ビジョンを実現する総合的な仕組み 

ア 新たな協議制による景観誘導  

(ｱ)街づくり協議制度 

横浜市では個性を生かし魅力ある街並みを誘導・形成するため、「街づくり協議

制度」を創設し活用してきた。そこでは建物の形態・意匠（色彩、材料等）、歩行

者空間、広告物等に加え、それぞれの地域特性を踏まえた賑わい、伝統、格調、周

辺との調和、集客性、安全性などの要素も重要視し、事業実施者と行政がより良い

まちづくりを実現するための相互提案を行いながら、成果をあげてきた。 

(ｲ)これからの協議制度 

しかしながら、近年の土地利用形態の変化や規制緩和の流れを背景に、要綱に基

づく「街づくり協議」等の実効性が低下している。そこで、これまでの協議による

取組の長所を生かしながら、より効果的で実効性のある景観誘導ルールを策定し、

あわせてこれを運用する新たな協議制度と体制の整備が望まれる。 

 イ 公共施設のデザイン調整 

 道路、河川、公園、公共建築物等の公共事業の計画・実施にあたって、地域の景

観に調和した外観デザインとなるよう、計画段階から周辺地域の状況や施設の特性

を詳細に把握することが重要である。また、その結果を反映した的確なデザイン調

整が可能となるように、専門家や関係市民等と協力することや、庁内での共同作業

等を行うための仕組みづくりを構築していくべきである。 

 ウ 市民、事業者、行政の協働による景観形成 

 景観形成を効果的に推進するためには、市民、事業者、行政が協働して取り組む

ことが不可欠である。そして、景観誘導の仕組みづくりにおいては、重要な局面で

ある対象地区の選定、景観形成の構想の検討、景観誘導基準の策定などの過程で、

市民参画が推進されるべきである。 
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第３章  景観誘導の仕組みと条例化 

 

 

１ 景観形成・誘導の新しい仕組み 

魅力的な景観の形成は都市横浜の価値を高める。そして、この実現のためには、一定

の規制誘導が不可欠である。横浜市では、景観法の活用に、本市独自の協議制度を加

えた仕組みを構築し運用することが必要である。 

(1)景観法の制定 

景観についての総合的な法律として平成１６年に景観法が制定された。この法律

の狙いは、これまで自治体が進めてきた景観施策を後押しし、強制力を伴う法的規

制の枠組みを創設することであった。 

その主な特徴は、届出制の緩やかな規制から、認定制の強い規制まで景観形成の

ための幅広い手法が揃えられ、これまで自治体が行ってきた景観施策に対応するこ

とができるよう工夫が施されていることである。 

 

(2)景観法の活用 

横浜市が運用してきた「街づくり協議地区」など要綱を根拠とした協議制度は、

柔軟な対応が可能であったが、罰則などの担保がなく、実効性の面から課題がある。

その点、景観計画は届出、勧告、命令による規制が伴うので、このような協議制度

により景観形成を重点的に図っている地区などでその活用を十分に検討すべきであ

る。それ以外の地区においても、景観形成に取り組む上で必要があれば、景観計画

を活用することが望ましい。 

また、景観法には、景観重要建造物、景観協定、景観整備機構など様々なメニュ

ーも用意されているので、効果的と思われるものは活用すべきである。例えば、良

好な景観に資する歴史的建造物については、「歴史を生かしたまちづくり要綱」に

よる助成等を継続しつつ、「景観重要建造物」の指定による相続税に関する優遇措

置等のインセンティブを積極的に導入するなど、その保全活用を推進することが望

ましい。 

 

(3)協議制度の活用 

しかしながら、景観計画の届出制を運用するだけでは、これまで横浜で行ってき

た協議制によるまちづくり手法に代えることは困難である。その理由は以下の通り

である。 

①景観形成のための行為の制限が建物高さなどの定量的なものに限定され、これま

で横浜市が行ってきたまちの賑わいの創出や、歴史性、物語性の継承など定性的

なものに対する誘導ができない。 
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②景観法による届出制だけでは、従来横浜市が進めてきた事業実施者と行政による

良好な景観形成を目指す共通認識に立った話し合いや相互提案が困難となる。 

③景観法では、形態意匠、高さ、壁面位置等、個々の規定への適合のみをそれぞれ

審査することになる。したがって、歩行者の立場を重視した空間づくりや、敷地

及び周辺環境の特性を生かした景観づくりなど、事前に規定し難い項目について

の調整ができない。 

このようなことから、横浜市では景観計画による届出制に加え事業実施者と行政

が話し合いながら、より質の高い景観形成へと誘導するための協議制度が重要であ

り、その条例化が是非とも必要である。 

 

(4)良好な景観を創出する取組の誘導 

景観形成に関する協議は、よりよい景観づくりを目指し効果的に行われるべきで

ある。そのためには、良好な協議結果について公表、優遇するなど、事業実施者の

積極的参加を促す仕組みの構築が必要である。 

 

２ 地区指定とガイドライン 

(1)地区の指定 

景観形成の取組を進める必要のある地区を、関係する市民・事業者あるいは行政

の発意に基づき指定することにより、魅力ある都市景観の維持または形成を図るべ

きである。指定した地区では、地区の特性に応じたガイドライン及び景観計画を定

める。 

 

(2)対象行為 

ガイドラインで協議の対象となる行為は、建築物及び工作物の建設・外観の変更、

樹木の伐採、土地の形質の変更、土石の堆積、照明、埋め立て、屋外広告物などの

景観計画で定めるべきもののほか、用途の変更、屋内の広告物、屋外の興行など、

地区の景観に影響する要素を精査した上で定める。 

なお、対象行為は、地区の特性に応じ一定の規模以上のものや、重要な場所に建

つものなどについて、適切に規定する必要がある。 

 

(3)ガイドライン 

ア ガイドラインで定める内容 

ガイドラインは、地域ごとの景観の将来像を市民や事業者が共有できるように

作成する。具体的には、地域ごとの目標や景観形成の趣旨、及び地域の景観的特

性をより強化する配慮事項などを定め、これにより創意工夫に満ちた計画を誘導

する。 
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その際ガイドラインでは、賑わい、歴史性、文化性など、景観計画では規定で

きない定性的な項目について高い目標を示すとともに、その実現に向けた具体的

方策を記述する。一方、景観計画では、ガイドラインの内容から形態意匠中心の

定型的な内容を抽出し、基本的な基準を示すものとする。 

イ ガイドラインの策定手続 

 ガイドラインの策定プロセスにおいては、市民の積極的な参画が得られるよう

にしなければならない。行政が主導的にガイドラインを策定する場合でも、パブ

リックコメント等による市民の意見募集を行うほか、地域の発意、提案を促し、

十分な話し合いによって策定されるべきである。 

 

(4)ガイドラインに基づく協議 

ア 公開性 

 ガイドラインは、その地域の景観について、関係者の価値観が共有化された成果

である。そのため、具体的な実務は行政にゆだねられることが適当であるが、公開

性、透明性を高めるために、協議の経過を原則公開すべきである。また、場合によ

っては協議内容を公開するなどの方策も具体的に検討すべきである。 

イ 協議対象 

 景観に大きな影響を及ぼすものとしてガイドラインで定められた行為をしよう

とする事業実施者と行政が協議を行う。 

 事業実施者は、ガイドラインが求める配慮事項について、事業計画地の特性、周

囲の環境等と照らして良好な景観となるよう創意工夫を行うべきである。 

ウ 協議のプロセス 

 事業実施者は行政に対しガイドラインに配慮した事項を明確にした上で協議の

申請をする。行政は、申請された内容を公表するとともに、ガイドラインに沿って、

よりよい計画になるよう事業実施者の工夫を引き出すなど、質の高い計画に誘導す

るような協議を行うべきである。 

また、この協議に関し市民や専門家の意見を反映させる適切な方法について検討

する必要がある。 

エ 評価 

協議の結果良好な景観形成に資するものについては、評価結果を公表するととも

に、関連諸制度の優遇が得られることなども検討すべきである。 

オ 担保手法 

 事業実施者が定められた協議を行わない場合は、必要な措置を講じるなどの担保

手法を用意しておくべきである。 
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３ 専門審議会の新たな役割 

 景観形成に関する次のような事項について、専門的見地から客観的に判断し得るよ

うな、有識者等で構成する審議会が必要である。 

①市域、区域、地域の景観形成施策の推進に関すること 

②景観法及び条例の運用に関すること 

③景観形成上重要な案件の評価に関すること 

④景観形成に関する市民からの提案や意見の聴取に関すること 

 

４ その他検討すべき事項 

(1)景観法による条例への委任 

景観法の規定の中で条例に委任されている事項（景観計画策定手続の付加、景観

計画を提案できる団体等）のうち、必要な事項について条例で定めるべきである。 

 

(2)顕彰事業  

景観形成上優れた街並みや建築物等を対象とした顕彰事業を新たに条例化するな

ど、市民の関心や事業者の意欲を引き出す施策を検討すべきである。 

  

(3)地区計画等形態意匠条例 

横浜市では既に78地区で地区計画が定められている。そのような地区では、「地

区計画等形態意匠条例」の積極的な活用も検討すべきである。 

  

(4)景観ビジョン 

第２章で述べた「景観ビジョン」を、より効果的な施策展開に結びつけるため、

条例に位置付けることも検討すべきである。 

 

５ 早急な対応の必要性 

最近の関内地区におけるマンションの立地に見られるように、その閉鎖的な低層部

によってまちの賑わいが分断されたり、洗濯物干し場、駐輪場、駐車場等によって、

プライベートな暮らしが公共の通りや広場空間に表れたりする。このような都心部に

おける街並み景観の混乱は緊急に対処すべき課題である。そのために現在検討が進め

られている「横浜都心部における都心機能の誘導施策」と連携し、ガイドラインとそ

れに基づく協議誘導の手続を規定した条例を早期に整備する必要がある。 

また、都心部以外の地域においても、近年、歴史的建造物や水・緑などの身近な景

観資源への愛着や、街並みに調和しない建物への厳しい評価など、景観に対する市民

の関心が高まりつつある。すなわち、今こそ全市的に景観形成を推進する好機であり、

早急に対応すべきである。 
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第４章 その他取組推進の課題 

 

 

第３章で述べた景観形成に関する仕組みの制度化に取り組み、推進するにあたっての

基本的な考え方と課題は以下の通りである。 

 

１ 制度運用の考え方 

今後の横浜市における景観形成は、各地域の特性を踏まえ、個性を育んでいくため

に、地域の市民、事業者等が中心となって取り組まれるべきである。 

そのうち、横浜の顔となる地区や、戦略的に景観形成を行う必要のある地区におい

ては、行政がより主体的に取り組むべきである。 

いずれにしても、市民、事業者、行政がそれぞれの役割を踏まえ協働して取り組む

ことが重要である。例えば、馬車道、元町、みなとみらい、山手などで、地域の自主

ルールである「街づくり協定」と連携してきたことなどは、協働の先行事例として評

価される。今後もこのような関係づくりを基本にしつつ、全市域において制度の効果

的運用を図るべきである。 

 

２ 他の既存のまちづくり制度との連携 

 制度の制定や運用にあたっては、関連する条例や制度との整合を図り、それぞれの

役割を明確に整理することによって、市民にとってわかりやすい条例にする必要があ

る。また、新たな条例による手続の複雑化や煩雑さを避けるために、既存制度の手続

と統合するなど、明瞭かつ簡素な手続の仕組みも併せて検討する必要がある。 

 例えば、市街地の環境整備については、高さ等の許可を扱う「市街地環境設計制度」

との連携を図り、より質の高い建築物を誘導するための許可基準を検討する。また、

「開発事業の調整等に関する条例」や「環境影響評価条例」（環境アセスメント）等

との手続と連携するなど、できるだけ早い時期から良好な開発や建築物の誘導を図る

必要がある。そして、「地域まちづくり推進条例」を活用した地域のまちづくりルー

ルやプランづくりなどとの連携により、個々の地域の景観づくりを積極的に支援して

いく必要がある。 

 

３ 推進体制の整備 

(1)人材育成  

 以上を推進するためには、そのための人材が不可欠である。すなわち、魅力ある

都市景観の形成を担うデザイン能力に長けた設計技術者や、地域の実情に精通し、

市民、事業者、行政の橋渡し役となれる専門家と協働・連携するとともに、地域に

おけるまちづくりのリーダー的存在となれる市民の育成を図る必要がある。 
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また、建物の形態意匠等を審査する場合には、それを行うスタッフの裁量性の問

題がある。すなわち、行政側担当者のデザイン調整能力の向上が不可欠であり、そ

の役割についての議論・合意形成や人材育成が必要となる。 

 

(2)地域・区役所・局との連携 

 今後、まちづくり機能の集積化が進む区役所には、各地域における景観形成の活

動を支援したり、合意形成の調整を行うなどの役割が期待される。そこで、市内の

各地域で景観形成が取り組まれ、その継続的な運営が可能となるように、関係する

市民・事業者、区役所・各局が適切な役割分担を行うともに、専門家との連携も視

野に入れた運営体制の整備が必要である。 
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おわりに 

 

 

横浜市は、都市デザイン行政の先進自治体であるが、これまで景観形成に関する条例

を持たずに、要綱に基づく柔軟な対応で景観誘導を進め、実績をあげてきた。 

 

このような手法は、優れた専門スタッフの力量によるところが大きく、その点が横浜

の大きな特長でもあった。 

 

 したがって、この答申で述べた条例化を進めるにあたっては、市の内部でもこれまで

の方式に関する検証作業を行い、その結果に基づいた新たな仕組みの再構築を目指して

いくことが必要である。 

 

また、景観形成についての市民との協働を推進するためには、それに必要な時間も十

分かけていくべきである。 

 

その一方で、近年の都心部における景観の乱れなどは、他の施策と連携して早急な対

応が求められており、景観ビジョンづくりとあわせ、スピード感をもって処理すべき状

況に直面している。 

 

このように、総合的な景観形成施策を具体的に進めるにあたっては、個々の課題に応

じた柔軟で適切な対応が要求される。 

 

 横浜市都市美対策審議会は、以上のような認識に基づき、新たな仕組みづくりに向け

た横浜市のさらなる努力と成果に期待するとともに、今後の取組に当たって最大限の協

力を惜しまないことを付記して、答申の結びとしたい。 

 

 

 

平成１７年８月４ 日 

横浜市都市美対策審議会 

会 長  岩 村  和 夫 

 


