
　

　

　

　約370万人（2017年9月末現在）の

市民が暮らす横浜市は、東京23区

に次いで全国２位、市としては最大

の人口規模を誇る都市である。

　そこまでの大都市に発展する契機

となったのは、1858年に締結された

日米修好通商条約だ。これを受けて

翌年横浜港が開港し、この国際港は

「開国日本」の象徴的存在となった。

市制が敷かれたのは1889年のこと

で、当時の人口は約12万人。西洋

からの文化流入によって市民はモダ

ンな生活の恩恵を享受するようにな

り、1910年に横浜経済協会が設立さ

れて以後は、工業誘致の促進により

経済発展の基盤も築かれた。

　昭和に入ると、横浜港からの輸出

品はそれまでの生糸に代わって機械

や金属などが主流となり、さらなる

経済発展を遂げながら、1942年には

人口100万人を突破した。

　こうして順調に発展してきた横浜

だが、太平洋戦争の空襲で中心部は

焦土と化し、終戦後は港湾施設の大

半が連合国軍に接収されたことで、

戦後復興は他の都市よりも大幅に後

れをとった。それでも懸命な都市再

建が進められ、1949年に開催された

日本貿易博覧会は市民を大いに活気

づけた。

　1958年の開港100周年記念事業と

して、横浜マリンタワーや横浜文化

体育館が竣工。高度経済成長期には

横浜沖の埋め立てが加速して港湾の

大型化が進み、重化学工業を中心と

する京浜工業地帯も整備された。こ

の頃より横浜港からの輸出品は、自

動車が主流となる。人口が200万人

に達したのは1968年。人口増加に

対応するため、郊外では急ピッチで

ベッドタウンが開発された。

　1989年には横浜博覧会が開催さ

れ、1,300万人以上もの人々が来場。

記念事業として、横浜美術館、横浜

アリーナ、横浜ベイブリッジが建設

「開国日本」の象徴となった

横浜港の開港

開国以後、「日本の玄関」として発展を続けてきた横浜。開港から160周年を迎えようとしている今、市の
中心的な機能を担う「横浜駅周辺」、「関内」、「みなとみらい21」の3エリアで、都市再開発の動きが顕著
になっている。日本第２の人口規模を誇るこの街は、どのような変貌を遂げようとしているのだろうか。

開港160周年を目前に
再開発が加速

都市ブランドに
磨きをかける「横浜」
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された。2002年には日韓共催となっ

たサッカーワールドカップの決勝戦

が横浜国際総合競技場で開催され、

同年10月に人口が350万人を突破

した。

　その2年後には「みなとみらい

線」が開業するなど、横浜の発展は

とどまることがない。

横浜駅周辺で進む 

都市機能の再編 

　長く横浜の中心部は、開港の地で

ある「関内」と、多数の鉄道が乗り

入れるターミナルとして戦後著しい

発展を遂げた「横浜駅周辺」に分け

られていたが、近年は新たな都市空

間として「みなとみらい21」が発展

し、両エリアを結びつける役割を果

たした。そのことで商業・文化など

の機能集積に拍車がかかり、特に横

浜駅周辺で渾然一体となっていた都

市機能を整理する必要に迫られるよ

うになった。

　そこで横浜市が策定したのが、

「エキサイトよこはま22（横浜駅周

辺大改造計画）」である。

　このガイドラインでは「駅周辺に

は老朽化した建物が多く、都市機能

の更新時期を迎えつつあり、地域間

競争に勝ち抜いていくために都市の

再生が必要である」として、横浜駅

周辺を７地区にゾーニングし、それ

ぞれの持つ機能性を強化する方針が

示されている。

　その７地区の１つ、横浜駅西側

の北幸地区では、髙島屋の倉庫跡

地を活用した「横浜北幸ビル開発計

画（仮）」が進められている。2018年

竣工予定の同ビルの１～３階は百貨

店の髙島屋が催事などを行う商業・

業務スペース「横浜北幸ビル（仮）」、

４～ 17階は住宅として、東急不動

産・東神開発が手掛ける総戸数210

戸のマンション「ブランズ横浜」が

分譲される。

　「横浜駅の周辺は業務・商業専用

地区に指定され、住宅用途の建設

が制限されていますが、『ブランズ

横浜』はその地区のすぐ外側に位置

し、横浜駅西口から徒歩６分という

好立地に恵まれています」と話すの

は、東急不動産の森繁樹氏。

　オフィスが多く集まっている北幸

のビジネスエリアに、これほどの規

模の集合住宅が建設された例は過去

にないという。

新駅ビルとの相乗効果で 

横浜駅西口を活性化 

　良好な都市景観の創出を意識し

て設計された「ブランズ横浜」は、

ガラスウォールと白い“フレーム”

を組み合わせたスタイリッシュな外

観が印象的。敷地内には緑が多く、

美しい曲線を描く螺旋階段で結ばれ

る２～３階に商業・業務フロアのガ

ーデン、４階には居住者のためのオ

ーナーズガーデンも整備される。

　「すぐ近くを流れる新田間川の桜

並木と敷地内の緑に連続性を持たせ

ることで、居住者や道行く人に潤い

を感じさせるのも特長です。商業・

業務機能と住宅、そして周囲の自然

と調和した豊かな緑が共存するこの

建物は、まさに横浜市が目指す都市

像を体現しているのではないかと自

負しています」（森氏）

　また、購入者の安全性に対する関

心は非常に高く、建物には法で定め

られた安全基準を上回る耐震性が備

えられている。フジテックは商業用

エレベータ４台とエスカレータ２

台、住宅用エレベータ４台を納入。

いずれも地震発生時に最寄り階に速

やかに停止するなど、万全の安全対

策が施されている。

　「色やデザインに共用部との統一

性を持たせるなど、エレベータの意

匠にもこだわりました。柔軟な対応

で、建物を設計したデザイナーの要

望に応えていただけたことに満足し

ています」（森氏）

　同じ西口では、JR 東日本が2020

年の竣工を目指して、横浜駅西口駅

ビルを超高層複合ビルに建て替え

中だ。新駅ビルは地上26階、地下

３階建ての「駅前棟」と、地上９階

建ての「鶴屋町棟」からなり、「駅前

棟」にはショッピング施設やオフィ

ス、「鶴屋町棟」には駐車場や保育施

設などが設けられる予定だという。

「ブランズ横浜」は、その新しい駅

ビルとの相乗効果によって、横浜駅

西口エリアをいっそう活気づけるこ

とが予想される。

　「先端的な都市機能を有しながら、

港周辺の歴史的建造物が放つ独特の

雰囲気も混在するのが横浜の良さな

のではないでしょうか。市はアジア

を代表する国際都市としての“横

浜ブランド”の確立を進めようと

していますが、それはこの街にしか

森 繁樹様

東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
再開発事業本部　再開発事業第二部
グループリーダー

横浜駅周辺大改造計画の7つのエリア

新田間川沿いの自然と連続性を持たせた外観は、 憩いと安らぎの空間を演出

参考：「概要版 エキサイトよこはま22 横浜駅周辺大改造計画（平成25年6月）」（横浜市）
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ない雰囲気を大切に保ちながら、都

市機能を更新していくことで実現で

きるのではないかと考えています」

　そう語る森氏は、羽田空港へのア

クセス性も良く、リゾート地である

湘南エリアとも接続する横浜が、今

後の再開発で独自の価値をさらに高

めることに期待を寄せている。

みなとみらい21や関内でも 

再開発計画が進行中 

　横浜の新しい“顔”となってい

るみなとみらい21では、ウォータ

ーフロントの立地特性を生かしなが

ら都市ブランドの向上に資する「中

央地区59街区」が整備され、開発

事業者が市により公募された。その

きな集客力を発揮している。

　同社広報部は、「以前よりこの地

に出店してほしいというお客様の要

望があり、横浜市様のご協力によ

って『中央地区59街区』を活用させ

ていただくことになりました」と話

し、今後もこのエリア全体の発展に

貢献したいと意欲を示す。フジテッ

クはこの「オーケーみなとみらいビ

ル」にも昇降機を納入し、横浜の都

市再開発を後押ししている。

　みなとみらい21の南側、「馬車道」

エリアでは横浜市役所の新市庁舎が

建設中で、2020年６月に供用が開始

される予定だ。みなとみらい線「馬

車道駅」周辺には、マンション、オ

フィス、ショッピング施設からなる

地上58階建ての超高層タワーの建

設も計画されている。

　現市庁舎が移転する関内エリアで

結果選定されたのが、ディスカウン

ト ･ スーパーマーケットを経営す

るオーケーを代表企業とする企業グ

ループだ。2016年９月に同地に竣工

した８階建ての「オーケーみなとみ

は、跡地の再開発がさまざまな角度

から検討され、2020年の東京オリン

ピックで正式種目となった野球・ソ

フトボールの主会場となる横浜スタ

ジアムの改修も進められようとして

らいビル」には、オーケーの本社機

能が移され、２階にはスーパーマー

ケット「オーケーみなとみらい店」

がオープン。売り場面積823坪を誇

る同店は、同社の旗艦店舗として大

フジテック株式会社
首都圏統括本部 横浜支店
新設営業グループ
課長代理
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　横浜支店は神奈川県全域を

カバーしています。設計から生

産・据付・保守までを一貫体制

でご提供できる当社の特長を多

くのお客様にご理解いただき、

過去10年ほどで県内の昇降機

におけるフジテックのシェアはほ

ぼ倍増しました。

　大規模なオフィスビルや商業

施設が計画される横浜市中心

部、ハイクラスのマンションが多

い港北エリア、中規模のテナン

トビルや商業施設が集まる主要

駅周辺というように、それぞれ

地域特性がありながら、全体で

見るとさまざまな用途の建物がバ

ランスよく計画されているのが横

浜市の特長だと思います。

　新駅ビルの整備が進む横浜

駅周辺や、市庁舎の移転によ

る跡地の活用が検討される関内

エリア、文化施設や国際会議

場などの建設が続くみなとみらい

21をはじめ、横浜市の都市再

開発はこれからも続きます。

　横浜支店の強みである部門の

垣根を越えた団結力を生かし、

今後はランドマークとなる建物へ

の納入にも注力して、企業価値

を高めながら、横浜市のみなら

ず県内各都市の発展に貢献し

ていきたいと考えています。

当社ならではの強みを生かして
横浜の発展をサポートしたい

いる。このように、開港以来絶え間

なく変化を続けてきた横浜は、新た

な価値を世界へ広く発信する都市へ

と、さらなる変貌を遂げようとして

いる。

高度な設計と技術力で実現した立体的な曲線スロープ（ブランズ横浜）

「オーケーみなとみらいビル」には、 フジテック製エレベータ・ エスカレータ計 15 台が稼働している

横浜駅周辺

横浜駅周辺の主な開発事業
エキサイトよこはま22
みなとみらい21中央地区地区計画
みなとみらい21中央地区20街区ＭＩＣＥ施設整備事業
関内・関外地区活性化推進計画
新市庁舎整備基本計画
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