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【
多機能複合型のセンターづくりを目指します｡

横浜市の中心部から北北西-約12km､東京都心から南ItL巨へ約25

kmに位位する港北ニュータウンは梯浜と東京を結ぶ鉄道鮒や広

枚幹線道路細などの整備に伴い､二つの大都市を結ぶ拠点的地

域を形成しつつあります｡
粘北ニュータウンの側芽吉の中でも特に注目を妬めているのが早

測川の北と南に開設された二つのタウンセンター駅を中心とす

るタウンセンタ-地区です｡

この地区は商業菜稚集税地区として､横浜市北部の 副都心の中

核となるだけでなく､首都圏域まで視肝におさめた広域対象の

拠点り也区として発展しようとしています｡

港北 ニュー タウン.タウンセンターの開発面積
▼港北タウンセンターと副都心.新宿との比較図?.::..p等雛-.,.ど.'.,.--:J'_,>さ-'t.m
巧.'}
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【

新時代にふ さわしいタウンセ ンター を実 現 します｡

タウンセンターは商菜施設たけでなく､業務･文化･住宅などの

多様な機論旨や大小さまざまな空rH]形態が裡合 して形成される多

機能複合型のセンタ-となります｡

従来のセンター地区によく見られる物的消戦生活を支えるだけ

の拠点ではなく､首都圏の中でもイメ-ジの高い知的 ･文化

的消毛蟹を支える生活文化拠点として将来のあるべき姿を提案す

るような tl情報亨モ信性〝の高い洗練されたセンターつ くりを目

指 していますC

そのためにF.■石水準な都市サ-ビス､討画的な施設立地などを行

ない､-- ド･ソフトの両面で ト-タルバランスの取れた整備

水難の高い､住む人にも､働 く人にも､訪れる人にも魅力のあ

る街つ くりを行っています｡

【

共同溝ネットワークなどの新都市施設の導入で

快適な生活環境をクリエイトしますO

タウンセンタ-内では安全で快適な都市環境をつくり､また効

率的な都市運営を行なうために､将来を見通した計画として､

1水道･電気･電話などのさまざまな配管･配線頬を一括 して地

下構造物に収容するT準用共同溝 (以下､｢共同溝｣というC)｣
の敷設 (主に幹線道路に敷設)

2電気通信ケ-プルを主に収容する r電線共同収容溝｣の敷設

(主に区画道路に敷設)

を行ない､互いの機能を補完しあう "共同珊ネ ノトワーク〟を

形成し､タウンセンタ-の如''電柱化を区rっていきますO

さらに､

3熱エネルギーを一括供給するためのシステムr地域冷暖房施

設Jの導入

を行ない,快適で美しく､クリーンな街づ くりを実現 していき

ます｡
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Tl1.共同溝 苛

共同溝の全体計画

次のようなIJ.]容で;.1画していますO

タウンセンター

幹線道路､補助幹線道路
などの骨格道路

約2′000m
く内訳)･第一地区 約 700m

･第二地区 約l′300m

鉄筋 コンクリー ト (箱型)

上水道管 ¢300-¢400mm

熱供給管 冷水管 (往 ･還) 2本
温水管 (往 ･還) 2本

電力ケーブル(TTNetを含む) 7条～14条

電話ケーブル 5条

CATVケーフル l段

その他情報ケーブル l段

■共同溝 ･収容物件敷設概要
京'Fli力により供給され､154,000V-6,600Vの

庄ケ-7リレが収容されます.

京通信不 ノトワ-ク(TT Net)については､'lTu

の保坂通信ケ-7小ルとしてネ yトワーク化き

ます｡

一､第二地区とも2ヵ所の糾jl､給プラントを

芯し､タウンセンタ-内の大税校施設を対象

冷暖171給城川の冷水および(温水を伏治しますO

ウンセンターを含むTを北ニュータウン全域 を

象としたCATV(ケーブ ルテレヒジョン)か 謀

計内され､タウンセンタ-州詞退路に埋設 さ

ている幹線と接続しますO



■共同溝の代表例 (標準断面図)
共同溝の整備ルート

共同EFylの重さやIrlli延長は第一地区で約700m､第二地区で約1,300m

となります｡

節一地区はセンター北駅を中心に北側と南側に各1ルー トずつ

東西を横断する補肋幹線道路に敷設されます｡

また､第二地区はセンター前駅の駅前1･r;頚城からlFl山･北山旧線

を横断し､節二地区西側の補助幹線道路-のルー トと南側の束

西を横断する祁助幹線道路への2ルー トに敷設されます｡

■共同溝の敷設ルー ト
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[複断面タイフコ [阜断面タイプ]
収容対象物件を全て収容するタイプ 地域冷噴房を除く収容対象物件を全て収容するタイプ

t …;EI=,e ≒ . 慧 涯 ＼ヽ

裸薄断面タイプ 上水道管(W) 屯力線(E)cATV繰(V)

複断面 4400x2 2段 8段 日量 l段

単断面 ¢300×2 Z段 8段 r段 l段

■共同溝の埋設位置例
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2 . 電 線 共 同 収 容 溝

電線共同収容溝は電柱の無い

街づくりを推進 しますO

'rl1線∃lヾ同収容J]7llJは共同純とその機能を補完しあいながら港北二

ュ-タウンの快適な都市空目lrlつくりを'ji-現する新都市施設です｡

'lii線共同川又爺rJVJを導入することによって次のようなメリノトが

見込まれます｡

1街の美観をそこなう電気通信ケーブルが地中に埋設され､都

市景観が向上しますC

2各種ケーブルを集約的､立体的に収容するので､平面的なケ

ーブル占用空間が削減され､効率的な地下利用が可能となり

ます0

3あらかじめ将来のケーブル敷設需要を計画的に見込んだ断面

としておくことで､将来のケーブル新増設が容易となり､そ

れにともなう道路の掘り返しは生じません｡

､電線共同収容′帝 (道路,榊 り第4条の4のZ第3I封.

■電線共同収容溝には

主に次の電線類が収容 されますo

a,電話ケーブル

b.CATVケーブル (ケーブルテレビジョン)

■区画道路標準占用位置図 ■電線共同収容溝 (標準断面図)



3 . 地 域 冷 暖 房

地域 冷暖房 システムは

地球 に優 しい熱供給施設です｡

タウンセンターには商菜業瀬施設や文化施設を中心としたさま

ざまな施設が立地するため､冷房･暖房に非瑞に多くのエネルギ

-の消雪哲が予想されます｡タウンセンターではこの間越にする

ため､共r司親の敷設とともにエネルギーの一指供給のための地

域冷暖房システムの導入を術ないます｡

地域冷暖房システムを導入することによって次のようなメリッ

トが見込まれますo

l大気汚染防止による環境保全の向上

2電気､石油を中心とした省エネルギー問題への対処

3防矧生の向上による安全性の確保

4地域プラントによる熱エネルギーの安定供給

5都市整備における高水準サービスの具体化

6ビルスペースの有効活用

このように地城冷暖房システムの導入は都TFJ'生活においてさま

ざまなメリソトをもたらしてくれます｡特に昨今､地球的規校

で誰JBlとされている環境汚染のIU)止や電気をllr心とした省エネ

ルギIr!り遇にも深 く1-m卑し､次世代の新都市づ くりにも,lli献す

ることができます｡

■地域冷暖房 システム導入エ リアおよび配管ルー ト

【

地域冷暖房 システムの導入エリアと

基本的な熱源

地域冷暖房システムはタウンセンター北駅を中心としたェリア

を第一地区とし､タウンセンタ-南駅をrトL､としたエリアを第

二地区として､それぞれにプラントを設置して熟の供給サービ

スが行なわれます0

第一地区の熱源システムは'LE気主体の方式で､主賓熱源機語注は

ヒーティングタワー式ヒー トポンプとし､冷房排熱利用が可能

な水熱源匝川又電軌ヒ- トポンプが導入されますOまた､このシ

ステムでは省エネルギーを推進するため深夜一屯力の利用を行な

うとともにピ-クか ノト用として冷温笥熟槽が設けられ ます｡

(一部都市ガスをエネルギ-源とする機器を設置)

このシステムによって第-地区では7℃の冷71(と47℃の温水が

供給されます｡

一方､第二地区は都市ガス主体の方式で､主要熱源機器は茶気

ボイラと蒸気r別又式冷イカ機 とし､冷房排熱利用が可能な水熱源

匝川又'Eli軌ヒー トポンプおよび蒸気lrBL収ヒ- トポンプが導入され

ます.このシステムも深夜電力を利用するとともにピークか ソ

ト用として冷水蓄熱槽を設けるとともに冷房排熱剛 又用の熱源

水槽が設けられます｡

このシステムによって第二地区では7oCの冷水と80℃の温水が

供給されますO

地区壱 供給面柵 熱源 供給媒体 温度

*-WEg 5.6h∂ 電気主体 冷水:7○C

第二地区 l4.Oha 都市ガス主体 lA水`7■C

｣頼ig.水42-35℃¥期 9MCjlh｣ 一 一 度｣ .__ー_一一･.___｣ 払渡水40-33℃ J 冷水 ■冷水5-l2℃7期 3.l90RTh冬期 ORTh■■■■■- ;i- ++7-日℃勅交換器治水
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