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主な取組と今後の検討事項
◦ 横浜駅周辺を取り巻く状況
◦ 西口周辺
◦ 東口周辺
◦ 基盤整備

・治水対策
・駐車場対策

◦ 防災・エリアマネジメント
◦ その他
◦ 今後の進め方
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主な取組と今後の検討事項

横浜駅周辺を取り巻く状況

・横浜市都心臨海部再生マスタープラン

・連節バスを活用した「高度化バスシステム」等

・横浜駅周辺の基盤整備（歩行者ネットワーク）

・地区をとりまく環境変化（みなとみらい２１地区中央地区）
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３

１ 横浜市都心臨海部再生マスタープラン

≪都心臨海部の機能配置とみなと交流軸・結節点の配置イメージ≫

基本戦略３
個性豊かなまちの

魅力をつなぎ港と共に
発展する都心づくり

凡例

：みなと交流軸

：地区の結節点 関内・関外地区

みなとみらい21
地区

東神奈川臨海部
周辺地区

山下ふ頭周辺地区

横浜駅周辺地区

みなと交流軸
の形成



１ 横浜市都心臨海部再生マスタープラン

施策２
まちを楽しむ多彩な
交通の充実

凡例
：地区内を回遊する
歩行者軸

«将来の歩行者ネットワーク≫

４



２ 連節バスを活用した「高度化バスシステム」

【車両デザインのイメージ】

５

○横浜駅東口を起点とし、水際線沿いの主要な施設を結び、まちの
賑わいづくりや回遊性向上を図ります。

○2020年６月頃に運行を開始する予定です。

【名称・シンボルマーク】 【2020年時点での導入ルート】



２ まちを楽しむ多彩な交通の充実に向けた取組
「オープントップバス」

【名称】 KEIKYU OPEN TOP BUS 横浜

６

○横浜都心臨海部において、訪日外国人を含めた多くの来街者が都心臨海部を回遊しながら景観を楽しめる
交通サービスが始まりました。

○横浜駅（YCAT)を起点とし、主要観光スポットを経由したのち大黒ふ頭で折り返すパノラマコースと、イン
ナーハーバーを一周し、工場夜景も楽しめる周遊コースの２ルートを運行します。

パノラマコース折り返し
（大黒ふ頭）周遊コース

横浜港

YCAT

降車場所

降車場所

パノラマコース（復路）

パノラマコース（往路）

【車両デザイン】

【事業者】 京浜急行電鉄株式会社

（バス運行：京浜急行バス株式会社）

※オープントップバスとは

屋根の一部または全部を取り払ったバスのこと
で、開放感と眺望に優れるため、近年では観光
目的に使用されることが多い。

【運行日】 土日祝日（2019年4月20日～）



東急東横線の跡地利用 帷子川横断デッキ

国道横断デッキ

線路上空デッキ

ＪＲ横浜タワー

きた西口駅前広場

南北歩行者ネットワーク

みなとみらい２１地区へ

ポートサイド地区へ

きた西口鶴屋地区《 施策全体イメージ 》

※イメージ図であり、具体的な位置・規模を示すものではありません。 ７

ＪＲ横浜鶴屋町ビル

３ 横浜駅周辺の基盤整備（歩行者ネットワーク）



ぴあアリーナＭＭ
（興行場他）
2020年春竣工予定

みなとみらい21中央地区20街区
ＭＩＣＥ施設整備事業
（多目的ホール、会議室、ホテル等）
2020年3月竣工予定

横浜アンパンマンこどもミュージアム＆
モール移転プロジェクト（展示場、店舗等）
2019年７月オープン予定

横浜グランゲート
（事務所、店舗等）
2020年2月竣工予定

（仮称）ＭＭ21地区47街区
開発計画
（事務所、ホテル、ホール等）
2020年1月竣工予定

（仮称）京急グループ本社ビル
（展示スペース、事務所等）
2019年8月竣工予定

資生堂グローバル
イノベーションセンター
（事務所、研究所等）
2019年4月オープン

〈イメージ〉

８

４ 地区をとりまく環境変化

～みなとみらい21地区（中央地区）開発進展～



横
浜
駅

北仲通地区

①観光・エンターテイメントを軸とした
街づくりに伴う歩行者ネットワーク

②キング軸とクイーン軸を
結ぶ歩行者ネットワーク

③北仲通地区方面への歩行者ネットワーク

【凡例】
みなとみらい２１中央地区
地区計画の区域

現行の歩行者ネットワーク

新たな歩行者ネットワーク

変更する歩行者ネットワーク

９

４ みなとみらい２１地区中央地区

～歩行者ネットワーク変更（都市計画変更手続）～



主な取組と今後の検討事項

西 口 周 辺

・駅前広場（中央西口、きた西口）

・西口地下街中央通路接続事業（馬の背解消）

・ＪＲ横浜タワー等の整備

・横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発事業

・ＪＲ横浜タワーとＪＲ横浜鶴屋町ビルを結ぶ歩行者通路
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横浜駅西口周辺

２ きた西口駅前広場

１ 中央西口駅前広場

４ ＪＲ横浜タワー

５ 横浜駅きた西口鶴屋地区

４ ＪＲ横浜鶴屋町ビル

３ 西口地下街中央通路接続

横浜
モアーズ

相鉄ビル
（横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ）

新相鉄ビル

ルミネ横浜

横浜新都市ビル
（横浜そごう）

横浜スカイビル

11



高
島
屋

新相鉄ビル

横浜銀行
ビル

横浜モアーズ

ト イ
レ

交
番

タクシー
乗り場

E
V

※整備内容については、関係者との協議により、⼀部変更する可能性があります。

障害者用
車両乗降所

中央⻄⼝駅前広場

①歩⾏者空間の確保
②待ち合わせ等滞留できる場所
③濡れずに移動できる屋根の設置
④バリアフリー

基本計画の視点
１ 中央西口駅前広場の基本計画

12



２ きた西口駅前広場の基本計画

ＪＲ横浜タワー

[河川沿い空間]
駅前広場と河川空間の近接性を活
かし、親水性の高い活動空間をつく
る。

[ターミナルコア]
地下～地上～デッキを円滑に
つなぐとともに、出入口が視認
しやすく開放性・健全性の高い
空間を形成する

[歩行空間]
歩行の支障となるガスの変
圧器などを移設するほか、
歩行者空間を拡充する。

台町・
鶴屋町方面

歩行者デッキ
き

た
通
路

13※整備内容については、関係者との協議により、⼀部変更する可能性があります。



３ 西口地下街中央通路接続事業（馬の背解消）

【従前】

【将来】

状況写真
（平成31年３月22日撮影）2015年度 工事着手 2019年度 完成予定 14



業務施設
（12～26階）

商業施設
（Ｂ３～10階）

雨水貯留施設（地下）

観光ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ

横浜駅周辺総合
防災センター

アトリウム
（１～４階）

４ ＪＲ横浜タワー等の整備（ＪＲ横浜タワー）

○東京2020オリンピック・パラリンピック前の完成を目指しています。
・駅前棟着工式 ：２０１５（平成２７）年１０月１９日
・工事完了 ：２０２０年（予定） 建築物 JR横浜タワー

用途 商業、業務施設等

階数
地上26階（建築基準
法上30階）、地下3階

約135m

約60m

平成31年３月11日撮影 15



４ ＪＲ横浜タワー等の整備（ＪＲ横浜鶴屋町ビル）

建築物 JR横浜鶴屋町ビル

用途

駐車場、保育所

商業施設、ホテル、

スポーツ施設

階数 地上9階

○東京2020オリンピック・パラリンピック前の完成を目指しています。
・鶴屋町棟工事着手：２０１８（平成３０）年３月12日
・工事完了 ：２０２０年（予定）

約30m

16平成31年３月11日撮影



５ 横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発事業

2016（平成28）年9月9日 国家戦略住宅整備事業の内閣総理大臣認定
（都市計画の決定・変更）

2017（平成29）年10月25日 市街地再開発組合設立認可
2017（平成29）年度 実施設計
2019（令和元）年度 権利変換計画認可、建築工事着工
2022（令和４）年度 竣工予定

共同住宅

多言語対応ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ
多言語対応の子育て支援
施設 等

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽｶｲｺﾓﾝｽﾞ

※図は、現時点で想定しているイメージであり、今後変更する場合があります。

ホテル

17

サービス・アパートメント

多言語ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭｻｰﾋﾞｽ等



６ ＪＲ横浜タワーとＪＲ横浜鶴屋町ビルを結ぶ歩行者通路

○東京2020オリンピック・パラリンピック前の開通を目指しています。
・地区計画の形態意匠認定（平成３０年１０月１７日 ＵＤ部会）

18平成31年３月11日撮影

完成イメージパース

再開発整備エリア ・・東京方面
（北側）を望む

JR整備エリア ・・JR横浜タワーから
東京方面（北側）を望む

※整備内容については、関係者との協議により、⼀部変更する可能性があります。

※再開発整備エリアにつ
いては、工事中のため、

暫定開通となる見込みで
す。



主な取組と今後の検討事項

東 口 周 辺

・東口基盤検討の進捗状況

・横浜駅東口地区（ステーションオアシス）

・東口駅前広場エスカレーター

・横浜駅東口バスターミナルのリニューアル

19



１ 東口基盤検討の進捗状況

21

＜東口基本構想図（市作成）＞

東口バスターミナル

第2駅前広場

第1駅前広場

橋上駅舎等

北デッキ

支線1号線

国道1号交差点改良

南デッキ

帷子川横断デッキ

ターミナルコア

歩行者デッキ

既存デッキ

ターミナルコア

歩行者デッキ

既存デッキ

車両動線確保

《東口基本構想とは》
 エキサイトよこはま２２「基盤整備の基本方針」を踏

まえ、「横浜駅東口における主な基盤整備と将来の
街区開発の相対的位置関係、および段階的展開」
を示したもの。

※今後、この基本構想図を基に関係者と調整を進めます 20

ＪＲ横浜タワー



２ 横浜駅東口地区（ステーションオアシス）

○地下駐車場など地下の工事方法について、詳細な調査を実施したところ、
地盤改良や近接する鉄道への対策工事等による事業費への影響が大きいため、
地下を掘削する部分を少なくするなどの検討を行っています。

21

第1駅前広場
支線1号線

国道1号
交差点改良

南デッキ

ステーションオアシス地区ステーションオアシス地区

ステーション
オアシス地区

第1駅前広場 支線1号線

国道1号
交差点改良

南デッキ

※イメージ図であり、具体的な位置規模を示すものではありません

ステーションオアシス地区ステーションオアシス地区

ＪＲ横浜タワー



３ 東口駅前広場エスカレーター

○ 横浜駅東口の利便性向上のため、新たにエスカレーターを整備しました。
○ 本年３月１日から供用を開始しました。

設置場所：横浜駅中央通路と東口駅前広場の間の階段（横浜ポルタ３階段）
運転時間：４時30 分から24 時00 分まで
エスカレーター仕様：上り用・下り用の各１基

【現地写真】【設置場所】

横浜中央郵便局

国道１号

歩道橋

エスカレーター

（新設）

横浜駅

東口駅前広場

22



４ 横浜駅東口バスターミナルのリニューアル

23

 地下２階にバスの発⾞予定時刻を⼀覧表⽰するバス案内盤を新設します。
 地下１階に⾏先案内や観光スポットなどの検索・表⽰を⾏えるバス総合案内盤を設置

します。
 １階バス停は時刻、運⾏状況を表⽰するほか、防災情報や災害時の避難経路などの案

内も表⽰します。
 ⽇・英の２⾔語表⽰します。

バス総合案内盤
（地下１階定期券発売所横)

バス案内盤
（地下２階ポルタ・そごう前)

１階バス停

※画像はイメージ



主な取組と今後の検討事項

基 盤 整 備

治水対策

・治水対策計画

・外水対策（河川改修・橋梁架け替え）

・内水対策（横浜市特定地域都市浸水被害対策事業）

駐車場対策

・駐車場整備ルールの改正

24



１ 治水対策計画
地下街、商業施設等が集積する東西のセンターゾーンの内水対策に官民連携で取り組みます。
公共下水道の整備により時間74ミリの降雨（概ね30年に１度の確率で発生する降雨）に対応、さらに民間貯留施設の整備と併せて時間82ミリの降
雨（概ね50年に1度の確率で発生する降雨）に対応した内水対策に取り組みます。

25

第1ステージ（概ね10年） 第2ステージ（概ね10年～概ね20年）

概ね1/20 概ね1/50 1/100

概ね65 概ね82 93

1/10 センターゾーン＋隣接地区：1/30

60 74

1/10 センターゾーン：1/50

60 82

※1 河川の治水安全度は、横浜駅周辺(西口)における流下能力を示す。
　　　 流域全体の治水安全度向上に向けては、河床掘削のための橋梁部の対策が必要。

災害に強い
防災・減災
まちづくり

内水と外水の
連携

内
水

下水

安全度

mm/hr

開発に
あわせた

敷地内貯留

安全度

mm/hr

将　来

外
水

河川

安全度(※1)

mm/hr

河口部改修

河川整備基本方針、整備計画の策定

設計・協議 鶴屋橋架け替え

内水対策計画の策定

設計・協議

JR横浜タワー 開発にあわせた敷地内貯留

河床掘削

センターゾーン＋隣接地区 施設整備

ルール確立
・1/30→1/50
・200ｍ3/ha

まちづくりに合せた
鉄道・道路橋梁架け替え

開発、建替えにあわせた地盤の嵩上げ

宅地・道路面などの計画的な地盤の嵩上げ

検討・調整



２ 外水対策 河川改修・橋梁架け替え

「基盤整備の基本方針」等をもとに作成

・帷子川河口部の改修（ＪＲ山の内橋梁の架替え)に取り組みます。
・桁下が河川の計画高水位より低い橋梁については、開発にあわせた橋梁の架け替え

に取り組みます。

・開発にあわせた橋梁架け替え

・公共空間における貯留管の整備、
開発に伴う敷地内貯留施設の設置
・開発にあわせた地盤の嵩上げ、
止水版の設置

〈河口部の狭隘部〉

開発に合わせた橋梁架け替え
横浜駅周辺の治水安全度向上を目

指し、周辺の開発にあわせた橋梁の
架け替えを行います。

〈浸水対策イメージ〉

〈帷子川本川の橋梁群(例）〉

分水路

新田間川

帷子川

石崎川

・河口部の河川改修

26
※ エキサイトよこはまの区域内には、桁下が河川の計画高水位より低い橋梁が多くあります。



３ 内水対策 横浜市特定地域都市浸水被害対策事業 （１）

○横浜駅周辺地区特定地域都市浸水被害対策事業の取組

１．事業の目的
横浜駅周辺のまちづくり計画（エキサイトよこはま２２）に合わせ、横浜駅周辺地区の浸水
被害の防止を目指します。具体的取組としては、計画対象区域内に時間74ミリの降雨に
対応する公共下水道を整備し、将来的には民間事業者による雨水貯留施設等の整備と
併せて、官民が連携して時間82ミリの降雨への対応を目指します。

２．事業の位置

計画対象区域：横浜駅周辺地区

３．事業内容
・公共下水道施設：浸水対策計画策定、新規幹線・ポンプ場等整備事業、計画対象区域の

浸水被害の防止に寄与する再整備・再構築事業等
・民間事業施設 ：雨水貯留施設等の設置

（＊下水道法改正により国土交通省が創設した「浸水被害対策区域制度」を活用した国内初の取組）

27



・横浜駅西口では、建設中のＪＲ横浜タワーの地下に雨水貯留施設の整備が行なわれてい
ます。

【建物名称】ＪＲ横浜タワー
【事業者】ＪＲ東日本
【事業（補助対象）の諸元】

雨水貯留施設（173.5㎥）
及び付帯する設備（ポンプ等）

【事業スケジュール】
平成29～31年度

雨水貯留
施設内

←写真

３ 内水対策 横浜駅周辺の官民連携による浸水対策 （２）

雨水貯留
施設内 28

雨水貯留施設等の設置

西口駅前

11雨水貯留施設設置
場所

横浜駅

11雨水貯留槽（補助対象）
基礎躯体範囲

11基礎躯体範囲



センターゾーン外の駐車場の隔地基準について、交通の安全及び円滑
化に寄与し、地域の良好なまちづくりに資する場合は、隔地配置を認め
るよう改正します。

４ 駐車場対策 駐車場整備ルールの改正（1）

29

○現行ルールの課題

現行ルールでは、センター
ゾーン外では、駐車場の集
約化に資さない場合は、敷地
外駐車場は認められない。

このため、開発施設の立地
箇所によっては敷地内への
駐車場整備が周辺環境の悪
化へつながる可能性がある。

駐車場整備ルールの範囲



４ 駐車場対策 駐車場整備ルールの改正(2)

快適な自動車・歩行者空間
を維持・確保できる

ルール改定前 ルール改定後

※この改正に併せて、駐車場整備ルール運用マニュアルの内容をよりわか
りやすくするため全体構成及び表現の見直しを行います。

狭小道路

30

○ルールの改定案
センターゾーン外において、駐車場の集約化に資さない場合であっても、一定

の条件に該当する場合は敷地外への駐車場整備を認める。

具体例



主な取組と今後の検討事項

防災・エリアマネジメント

・防災の取組

・エリアマネジメントの推進

・公共空間の活用によるまちの賑わいづくり

31



１ 防災の取組(1)

民間と行政が連携し、地震や水害などの災害に強い
防災・減災まちづくりの取組を進めています。

・河川空間での防災訓練（幸川） ・横浜駅周辺混乱防止対策会議での訓練

（水難救助訓練） （情報受伝達訓練）
32



１ 防災の取組(2)

横浜駅周辺地区都市再生安全確保計画の改定

都市再生安全確保計画
運用に関する防災ガイドライン

・参考資料

◇ 主な改定点
・横浜駅周辺地区の開発状況の反映 ・津波時の避難誘導方向の見直し
・滞留者、帰宅困難者の推計方法の見直し ・新たな課題や取組み内容の記載
・わかりやすく利用しやすい計画の構成に修正

法定記載事項のみ
・防災ガイドライン
(計画の運用を補完するもの)
・参考資料
(安全確保計画の関連資料)

33



１ 防災の取組(3)

津波避難マップ、滞留者・帰宅困難者避難マップ等
を活用した防災啓発

避難マップポスター 防災啓発ポスター
34



１ 防災の取組(4)

行政と周辺事業者が協力して、津波避難マップ等を
用いた防災啓発を行っています。

防災啓発ポスターの掲出 防災啓発動画の配信
35



１ 防災の取組(5)

横浜駅周辺総合防災センターの検討

36

横浜駅周辺総合
防災センター

（３階）

関係者が連携し、災害時に行政・周辺の事業
者が集まり、災害対策会議等を開催することが
できる横浜駅周辺エリアの総合防災センターを
整備します。



１ 防災の取組(6)

地下街防災推進事業
●大規模地震発生時や浸水時における地下街の安心な避難空間の確保等を図る

ために、国土交通省や本市が創設した「地下街防災推進事業」を活用し、
平成30年度は、横浜駅東口地下街（ポルタ）が耐震診断等を実施しました。

【地下街防災推進事業】 37



２ エリアマネジメントの推進(1)
「エキサイトよこはまエリアマネジメント協議会（“はまマネ協議会”）」の活動

横浜駅東口振興協議会

横浜駅西口振興協議会

鉄道事業者（６社）

西区役所

神奈川区役所

都市整備局 都心再生課

情報共有・意見交換

独自の活動

活動計画の検討 その他

＜2018年度＞

・案内サインの検討

＜2018年度＞

・駅周辺のクリーンアップ活動

・ＪＲ横浜タワー工事現場見学会

＜上記以外これまでの実績＞

・津波浸水域避難ウォーク

調整会議

実務者会議

まちづくり検討ワーキング イベントワーキング

活動のあり方や方向性
・テーマ等の議論・決定

エリマネ活動への後援情報共有・意見交換

38

調整会議の議題調整 公開空地活用推進（団体認定）

会員

はまマネ協議会

学識経験者
（アドバイザー）



まちづくり検討ワーキング

＜案内サインの検討＞

・訪日外国人や横浜を初めて訪れる方々が
目的地までスムーズに移動するための案内
サインの充実を目的とした横浜市の事業に
対し、横浜駅周辺及び駅構内の案内サイン
の維持管理・更新作業を行っている東西振
興協議会及び鉄道事業者との意見交換、合
意形成の場としてまちづくり検討ワーキング
を毎月1回開催

＜駅周辺のクリーンアップ活動＞

・横浜駅の東西の事業者・鉄道事業者・横浜市が、一体と

なって横浜駅東口駅前広場周辺の清掃活動を実施

＜ＪＲ横浜タワー工事現場見学会＞

・現場見学会を通じて横浜駅周辺の現在の開発状況把

握と情報共有を目的としたイベント

イベントワーキング

２ エリアマネジメントの推進(2)
はまマネ協議会独自の活動

横浜駅

桜木町駅

39



２ エリアマネジメントの推進(3)
横浜駅西口周辺で行っているエリアマネジメント活動

写真撮影：ＹＡＭ、横浜市

■ハロウィン ■横浜西口イルミネーション ■ライブ＆アート

■米国カナダ中高生ツアー ■中央西口広場実証実験 ■その他

・防犯パトロール活動

・清掃美化活動

・放置自転車対策

啓発活動

など

40



■ハロウィン ■リサイクルマーケット ■マルシェ

■ジャズプロムナード・ジャズライブ ■星降るテラス ■その他

・清掃活動

・案内サインの更新

など

２ エリアマネジメントの推進(4)
横浜駅東口周辺で行っているエリアマネジメント活動

写真撮影：はまテラス有効活用委員会 41



↑横浜ポップアップアベニュー
道路協力団体制度
みなみ西口駅前

水上ラグビー→

帷子川カヤック体験→

３ 公共空間の活用によるまちの賑わいづくり
道路協力団体制度（みなみ西口駅前）や帷子川で行っている活動

42写真撮影：ＹＡＭ、横浜市



その他

・横浜市広告付案内サイン・公衆無線ＬＡＮ整備事業

・電気バスの運行

・可動式ホーム柵（ホームドア）の整備

43



１ 横浜市広告付案内サイン・公衆無線ＬＡＮ整備事業

ラグビーワールドカップ2019 等の開催を控え、現在地及び周辺施設の

立地情報を地図上に示した案内サインや通信環境を提供するための公衆無
線LANを整備します。
なお、案内サインには、海抜表示（T.P.）を記載します。

1.338mm

2.668mm

整備範囲

都心臨海部及び新横浜都心の公道上

整備位置

駅前広場（地下街・地下通路からの出入口

観光地点、主要な交差点周辺等

整備目標（ラグビーワールドカップ2019 まで）

広告付案内サイン150基

そのうち、公衆無線LAN（Wi-Fi）60基

TM

拡大

TM

イメージ 44



２ 電気バスの運行

電気バス

イメージ

導⼊時期 2019年秋ごろ予定

導⼊形態 １台 熊本⼤学と横浜市、交通局の実証実験

使⽤⽅法 横浜駅・みなとみらい近隣エリアの路線バスで運⾏

※熊本市の実証実験車両（横浜市のラッピングは未定）

45



市民の皆様の安全・安心を確保するとともに、列車運行の安定性向上を図るため、国や
県と連携して鉄道事業者に補助金を交付し、可動式ホーム柵の整備を促進しています。

2019年度は、横浜駅において、京急線（1,2番線）とＪＲ京浜東北根岸線（3,4番線）の使用
開始を目指します。

イメージ（整備済の鶴見駅）

京急線（１番線）

ＪＲ京浜東北根岸線（３,４番線）
京急線（２番線）

横浜駅

イメージ（整備済の羽田空港国際線ターミナル駅）

46

３ 可動式ホーム柵（ホームドア）の整備



2020年度に第1ステージの進捗について、取りまとめて
いく予定です。

エキサイトよこはま２２ 今後の進め方

「エキサイトよこはま２２ まちづくりビジョン（Ｐ．３１）」抜粋

2009年（平成21年）12月策定 2020年度
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