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 都市空間マネジメント手法としての横浜市「街づくり協議」に関する研究
　　　−横浜駅周辺における実践を対象として−
Study on the Yokohama city "Machi dukuri kyogi" as an approach of Urban design 
  　　 　 :Case study of around Yokohama Station

　　　　　　　　　　坂﨑恭平*　・高見沢実**　・野原卓**
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At Yokohama Station Area, Local administration has tried to control private construction since1986 by using the 
system called “Machi dukuri kyogi”. It requires constractors discuss the constract plan with local administration 
at an early stage as much as possible. This paper clarifies effectiveness and change of “Machi dukuri kyogi”. 
Through the literature search, survey of offered document, site survey and hearing to city officials. It had found 
that the system had succeeded in inducing 60% of construction plan and there is a possibility the system is 
expanding the range of discuss. 
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1. 本研究について　　　　　　　　　　　　　　　　
1-1. 研究の背景と目的　　　　　　　　  　　　　　　
　近年、日本における「まちづくり」ではトップダウン型の限
界が認識され、ボトムアップ型への移行が潮流となっている。
しかし、住民生活・都市戦略上重要であると位置付けられる拠
点地区においては、広域的かつ公共的な視点をもつ行政による
調整や強制力の必要性は依然として疑いようがなく、行政の視
点から民間活力を適正に誘導することは一つの重要な課題であ
ると言える。
　横浜市の拠点として位置付けられる横浜駅周辺地区では長期
間にわたり「街づくり協議」という独自の制度を用いて、民間
建築の誘導による都市環境改善を図っており、民間活力を生か
す上での誘導経験が蓄積されている地区と言える。また、協議
を行う際に用いられる指針・計画の幾度かの変更を経て、制度
自身も変化を見せている。
　そこで、本研究では横浜駅周辺地区における「街づくり協議」
の経緯と実績を調査することによって制度の実効性を明らかに
すること。新たな計画の下の協議の構造を把握し、「街づくり
協議」を核とした空間マネジメントの可能性を探ることを目的
とする。
1-2. 研究方法　　　　  　　　　　　　　　　　　　　
　横浜駅周辺地区において「街づくり協議」が用いられた経緯
については文献調査、誘導の実績については建築確認申請時に
提出される図面調査および現地踏査、加えて市担当者へのヒア
リングを実施することによって研究を行った。　　　　　　　　　
2.「街づくり協議」について　　　　　　　　　　　
　「街づくり協議」とは「横浜市街づくり協議要綱」のもと指
定される「街づくり協議地区」において「街づくり協議指針」
を定め、横浜市と事業者が建築に関する協議を行う制度のこと

を指す。
　事業者は協議地区の区域内において建築確認申請等又は屋外
広告物許可申請を行おうとする場合、調査・企画段階等のでき
る限り早い時期から、協議指針に基づき、より安全で快適な街
づくりのために担当課（存在する場合は地域団体( 1 )　が代替）と
の協議を求められる。
　協議指針には、次に示す事項のうち必要なものを規定する。

（1）名称（2）趣旨（3）位置及び区域（4）対象（5）内容 　　　　　
ア）建築物や敷地の共同化 イ）建築物の壁面、堀等の後退と
歩道状整備 ウ）建築物用途 エ）駐車場、駐輪場の設置 オ）景
観 カ）緑化の促進 キ）屋外広告物等の設置 ク）予定されてい
る事業への協力 ケ）街づくりに関する情報の提供 コ）その他

（6）その他
　2015 年現在、30 地区が指定を受けており、横浜駅周辺地
区においては都市整備局都心再生課が協議担当課である。
3. 横浜駅周辺における「街づくり協議」の経緯　　　
　横浜駅周辺の基盤は 1952 年に始まった戦災復興土地区画整
理事業によって築かれたものである。この基盤は当初、住宅を
想定したものであった。しかし、相模鉄道のお膝元として大規
模開発が行われたこと、都心部である関内地区が接収されてい
たことが要因となり商業集積がなされていく。この行政と民間
の開発の方向性の不一致によって本地区の基盤は能力不足が決
定づけられてしまう。(2)　土地区画整理事業は 1966 年に完遂さ
れたが、事業終了後には前述の商業集積は大幅に進行していた
ため、地価は高騰し行政の手によって再整備を行うことは極め
て困難であった。
　1972 年、市内の複数の駅前を対象として再開発の情報収集
及び指導を目的とし、建築確認申請前に開発に関する協議を行
う「指導地区」制度の運用が始まる。横浜駅周辺地区において
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 は根幹的な道路沿いに関し、建物の更新に際して壁面後退の要
請を行うという方法で、基盤の不備を補う目的の民間建築誘導
が始まった。
　指導はそれぞれの地区を担当する者に一任されるものであっ
たが 1986 年に整理・再編され「街づくり協議」の仕組みへと
体系化された。横浜駅周辺地区においては「横浜駅西口の街づ
くり」というパンフレット（指導指針）を作成・公開した上で
指導が行われていく。
　当初、この指導は法的位置付けのないものだったが 1995 年
に「横浜市街づくり協議要綱」が制定され制度としての位置付
けが明確なものとなる。そして、1997 年に「横浜駅周辺の街
づくり（横浜駅周辺地区整備構想）」が地区の計画として制定
され協議区域を東口まで拡大し、2009 年に策定された新たな
計画である「エキサイトよこはま 22（横浜駅周辺大改造計画）」
のもと制度の運用は続いている。

4. 指導指針の変遷からみる協議の変化　    　
　「街づくり協議」とはあらかじめ地区における開発の方向性
を定め、それを指導指針として公開し、建築更新の機をとらえ
て個々を誘導することにより都市を改良していく手法である。
本地区においては指導指針となるパンフレット・計画が過去三
つ存在する。本章ではその指導指針について「策定プロセス」
と「運用方法」の視点から比較を行い協議に起きた変化を探る。
4-1. 各指導指針の概要　　　　　　　　  　　　　　　　　　

「横浜駅西口周辺の街づくり」（1986 年）
　「街づくり協議」の仕組みが体系化されるにあたり、指導に
一貫性を持たせること、指導内容を周知させ地区住民の協力を
得ることを目的として作成・公開される。協議を行う際の具体
的な基準が記載されている。

「横浜駅周辺の街づくり（横浜駅周辺地区整備構想）」（1997 年）
　駅東西自由通路の開通、近隣地区整備の進展を受け、地区の
ポテンシャルは高まったが、依然として地区の基盤は問題を抱
えていた。そこで、地区内で発生する様々な事業の整合性を取
りつつ、まちづくりを計画的に進めるためにまとめられた。

「エキサイトよこはま 22（横浜駅周辺大改造計画）」（2009 年）
　環境問題や都市間競争など、時代の要請の変化を受け、20

年後の横浜駅周辺の将来像を見据え、その実現に向けたさまざ
まな取り組みをとりまとめたものである。駅周辺のプロジェク
トが柱として据えられており、現在整備が進行中である。

4-2. 策定プロセスの比較　　　　　　　　　　　　　
　1986 年に定められた「横浜駅西口周辺の街づくり」は制度
の法的位置付けがなく、民間を指導するにも関わらず市の担当
者が単独で作成している点が問題として指摘されていた( 3 )。他地
区における「街づくり協議」では自主協定などの住民合意によっ
て、公定性およびそれに伴う指導力の向上が目指されたが、横
浜駅周辺地区においては新たに行政主導で計画が定められてい
る。
　それが、1997 年の「横浜駅周辺の街づくり」である。計画
策定に当たっては地元、学識経験者を含む体制がとられており、
市民アンケートも実施されている。地元主導ではないにせよ、
地元の意見を反映し公定性の担保を図っていることが分かる。
　2009 年に策定された「エキサイトよこはま 22」も同様に
地元・学識経験者を含む体制がとられている。また議事録等も
ウェブ上で公開されており、高い公開性を持った策定プロセス
であると言える。
4-3. 運用方法の比較　　　　　　　　　　  　　　　　
　「横浜駅西口周辺の街づくり」はこれ自体が指導指針となっ
ており、ここに記載されていた具体的な基準や方法を用いて指
導が行われていた。それ以前は指導指針が非公開であったため、
公開性の担保によって指導力が向上した可能性が指摘できる。
　次に定められた「横浜駅周辺の街づくり」は事業の整合性を
図るための計画であり、具体的な指導内容は「街づくり協議指
針」に示される。この時から、計画と指針の二つを持って指導
が行われていく。また、この計画の策定直前に「街づくり協議」
が要綱とされ、制度としての位置付けが明確化されている。
　「エキサイトよこはま 22」では、計画推進のための外部の委
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 員会が設置され、計画の更新や深度化を図りつつ運用がなされ
ている。また、計画の中ではガイドラインの遂行を「街づくり
協議」によって市が担保するという旨の記述があり( 4 )、協議と計
画の関係性がより強固なものとなっている。加えて、以下の 4
つの条件に当てはまる計画については、外部委員会との協議も
義務付けられており、協議体制もより厳重になっていることが
わかる。駅ビル等の駅間近の計画に関してこの外部委員会との
協議が確認されている。
ア）敷地面積 5,000㎡以上かつ建築物の形態制限の緩和が必要
な計画
イ）都市再生特別地区の都市計画提案を伴う計画
ウ）エキサイトよこはま 22 駐車場整備ルールの適用が必要な
計画
エ）ガイドライン検討会がエキサイトよこはま 22 の推進の観
点から調整が必要と認めた計画
　

5. 横浜駅周辺地区における「街づくり協議」の実績　　　
5-1. 壁面後退誘導の実績

　当地区における協議指針には「エキサイトよこはま 22 への
整合」「建築物や敷地の共同化」「建築物の壁面、塀等の後退」「建
物用途」「駐車場等の設置」「景観」「緑化の促進」の 7 項目の
記載があるが、基準線が明確に示されており、成否の判断が容
易である西口地区の壁面後退について調査を行った。そのため

本調査は区域内建築全てについての壁面後退の調査ではない。

調査対象 横浜駅周辺街づくり協議指針において壁面後退要請線の示されてい
る道路沿いの建物

調査方法 建築確認申請時に提出する建築概要書に添付される図面における壁
面後退距離の測定

対象数 200
備考 壁面後退距離の測定は道路境界線より平行に後退した最短距離を測

定した

地区 後退距離十分 後退距離不足 1972 年以前 不明
鶴屋町（n=29） 15(52%) 3(10%) 4(14%) 7(24%)
北幸・楠町（n=79） 53(67%) 14(18%) 3(4%) 9(11%)
南幸（n=92） 20(22%) 41(45%) 14(15%) 17(18%)
全体（n=200） 88(44%) 58(29%) 21(10%) 33(17%)

　

　全体を見ると基準に従って後退しているものが 88 件 ( 約
44%）、後退距離が不十分なものは58件（約29%）となっている。
1972 年以前（指導開始前）のものは 21 件 ( 約 10%) 存在し、
図面が見つかっていないものは不明(5) 　としている。1972 年以
前と不明なものを除くと全体の 6 割 (88/146) は壁面後退の誘
導に成功している。地区別に見ると鶴屋町、北幸・楠町地区で
は誘導に応じているものは半数を超えている。一方で南幸地区
は後退の要請に応じているものが三割程度と他地区に比べて低
くなっている。

　建物高さ・敷地面積と誘導成否の関連性をみると後退距離が
不十分なものは敷地面積の小さいものがほとんどであることが
わかる。南幸地区は他の二地区に比べて敷地規模が小さく、こ
のことが誘導の成否に影響を与えていると考えられる(6)。
　地区によってばらつきはあるものの、全体として 6 割程度
の誘導率となっていることがわかった。また、本調査は要請さ
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図 3. 計画運用形態の変化

表 1. 調査の概要

表 2. 壁面後退誘導の成否

図 4. 壁面後退の成否

図５. 壁面後退の成否と敷地面積×高さ
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 れている壁面後退距離を基準として成否を厳格に判断したが、
基準は満たしていないながらも、1m 以上の後退をしているも
のが 17 件（9%）存在した( 7 )。
　この地区は第３章で述べたように住宅を想定した街区割が基
盤としてあるため、小規模な敷地に立っている建物も非常に多
い。市担当者に対するヒアリングより、これらに対して一律の
基準で誘導を行うのは非常に困難であり、個々の建物に対して
臨機応変に対応しているのが実情であると聴くことができた。
5-2. 壁面後退による都市環境への影響について

　誘導した空間が都市環境にどのような影響を与えているかを
明らかにするため、利用のされ方について追加調査を行った。

対象 壁面後退に応じている建物

方法 現地踏査

対象数 88

日時 2015/12/16　10:00 〜 13:00

全体 (n=88) 鶴屋町 (n=15) 北幸・楠町 (n=53) 南幸 (n=20)

空地 9(10%) 2(13%) 4(8%) 3(15%)

囲い 4(5%) 1(7%) 3(6%) 0

立て看板・商品 35(40%) 8(53%) 15(28%) 12(60%)

滞留空間 11(13%) 2(13%) 8(15%) 1(5%)

緑化 36(41%) 7(47%) 28(53%) 1(5%)

工作物 34(39%) 7(47%) 18(34%) 9(45%)

　壁面後退の本来の目的は不足している歩道を補うことであ
る。そのため、利用のされ方としては何も置かれていない状態
が望ましく、指針にもその旨の記述がある( 8 )。 しかし、利用の
され方を見てみると、空地は全体で 9 件 (10%) のみであった。
　一方で割合としては高くはないが、後退部分を滞留空間とし
て利用している例が見られる。これは壁面後退を要請する目的
からは外れているが質の高い都市空間を形作る要素としては評
価できるものである。
6. まとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「街づくり協議」という制度は要綱によって定められるもの
であり、議会の承認を得ていないため、指導根拠となる計画の
公定性は指導力を左右する重要な事項である。計画の変遷をみ
るとこの点に関して改善が見られていることがわかる。
　これに関して市の担当者へのヒアリングより「公定性の向上
により指導は行いやすくなった」という旨の回答が得られた。
　ただし、これは実績に直結するとは言いきれず、指導の成否
は敷地条件に大きく左右されることがわかった。制度の拘束力
を上げる方法として条例化や制裁措置を定めるといった方法が
考えられるが、これは地区における建築更新の速度低下を招く
恐れがあり、更新の機を捉えて誘導するという本制度の機能低
下を意味するため望ましいとは言えない。また、基準には達し
ていないが、ある程度の誘導を行えたものも存在しており、こ
れは本制度が要綱であり、強い拘束力をもたないが故の現場に
おける臨機応変な対応の結果であると捉えることができる。
　一方で誘導した空間の使われ方を見ると、それは思惑通りに
機能しているとは言えない状況であった。協議指針に利用につ
いての記載があるにもかかわらず、その通り使われていないと
いうことは「街づくり協議」は建築行為に対しては効力を持つ

が、その後の管理まで誘導する力は持たないということになる。
規制緩和制度を用いない限りでは誘導した空間は民地扱いとな
るため、これを誘導するには事業者・地権者間の合意のもとルー
ルを定めることが望ましいだろう。
　数字として見ると「街づくり協議」の誘導率は 6 割程度と
街並みを整えていく上での手段として十分な効力を持っている
とは言い難い。しかし、それは一つの解決策の上に成り立つ一
律の基準で判断した場合のみであり、都市問題を解決するに当
たっては多様な方法論があって然るべきである。そのため、本
制度では定められた事項、基準だけでなく、柔軟性を生かして
様々な協議を行っていくことが重要であると考える。
　近年定められた「エキサイトよこはま 22」においては「街
づくり協議」と「ガイドライン」の連携が定められ、協議で扱
うことのできる事項の拡大の可能性を確認することができた。
今後は制度の柔軟性を維持することによって臨機応変な指導の
可能性を残しつつ、「ガイドライン」の内容の充実・深度化を
図ることによって協議を行うことのできる事項の多様化を目指
していくことが望まれる。

表 4. 壁面後退部分の使われ方（重複あり）

表 3. 壁面後退部分の使われ方調査概要

　本稿は平成 27 年度の横浜国立大学大学院都市イノベーション学府の修

士論文をもとに作成したものである。

【補注】

(1)　街づくり協議地区の区域内において、街づくり協議指針の内容を含

むまちづくり協定等を定め、主体的に運用していると市長が認めた地域の

団体と定義されている。

(2)　具体的には、狭い道路幅による斜線制限によって許可された容積率

を使い切れないこと。流入する車・歩行者の量に対し空間が不足していた

ことが挙げられる。

(3)　参考文献 1) 吉田岳・小林重敬・大方潤一郎・高見沢実 (1989)「協

議型市街地整備手法としての横浜市『街づくり協議』に関する研究」

(4)「エキサイトよこはま 22」ガイドラインの運用の項において行政はガ

イドラインを街づくり協議制度へ位置付けることによりガイドラインの担

保性を高めるとの記述がある。

(5)　大部分は 1972 年以前（指導開始前）のものと予想される。

(6)　北幸地区においては市の政策によって工場が移転し、大規模な敷地

が空き、規制緩和制度を用いた開発が行われ、多くの誘導に成功したとい

う事実も存在する。

(7) 西口地区全ての建築について道路境界から 1m 後退が要請されている。

(8)「後退した部分には看板、塀等は設置しないでください。」と記述がある。
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