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-clninformationcenterwithinthecclpilolregl0n

タウンセンターは首都圏全体を視野に入れた､
情報発信拠点をめざします｡

港北二ユ-タウンは､恵まれた立地条件を生かした多機能複合都市をめざします0

この中心に位置するタウンセンターは､首都圏有数の規模をもつ商業 ･業務集積地区として､

商業･業務･文化等のさまざまな機能が複合する､

個性豊かで自己主張を持つセンターづくりをめさしていますO

- 奴iii---ハス ーー 飛 行権



>=副都心

帆兵市の地域の拠･'･のうち､肺心､Vr捕浜肺

心とjl'iんで特にili貞的に横位･Bi化をlズトる地l*で
あり.i-1'物や文化的なあri助などIllLtのIl'i;'f'I一TlTi-

における利†史竹を高めるとともに､身近なJBl軒

で雑文の増が碓従できるような的づくりをめざ

しています｡タウンセンターをはじめ､5つの

地E*が.I.1.IJ邪心となっています｡

= ● ●

概要

港北ニュータウンの中心に位

置ELlするタウンセンターは､面積

73haの開発規模を持ち､横浜市

の副都心として首都陛1域まで視

野に治めた広域拠点の中心とし

て開発されていますO

ここに､大型共拐施設や大型

褐合摘発施設.アミュ-ズメン

ト施詩廷笥が建設 されるととも

に､隣接する総合公園､追跡公

Eilやセンターの中心に位IBする

2か所のシンボル広土如 く､近代

的な都市空FJrl11に潤いをもたらし

ます.).t･触盤備の既成をEl前に

控え､これから新 しい術づくり

がスター トします｡

二●●
Outline

TheTownCenterDlslrleLISlocal
edtnthecenterOrKohokuNew
Town.tllldcoversanareaof

73heclareS

MorelhaTlmerdyasubcenLeTOf
YokohalnatheareaWllloffera

wldevarlelyorド.lCll山eS
lllleJllgentbulldlngSaltlrge-SCale
conlnlerC)alcomplexandreCre-
l̀LIOIlalandculLulalraellltleSWIH
beconstructedltHheTownCenlel

DISlllClWllhllleCOnCePlorcreaト
lnghtlLmOnybetweennatureand

thecltySeape､Plaz̀lSWlHbedevel-

opedtoenhanceilreLaxlngatmO-
sphele



-byrocld,rclilorclir

恵まれたアクセス

港北ニュータウンは､横浜市営地下鉄が地区内を通るとともに､

第三京浜道路.棄名高速道路､東海道新幹線､東急田園都市緑､東急東横線､

JR横浜線等に近接する､恵まれた交通環境にあります｡

二●●
道路

港北ニュータウンは釆名.rpS速

道路､第三京浜退路､LE]道 246

P7線に近接 しており､第三京浜

道路に ｢新港北 IC (仮称)｣､

求名高速道路に ｢横浜線 IC

(仮称)｣がそれぞれuf.1糾 】ですO

さらに､これらの幹線道路に接

紙する都市引画道路を束l即二3

路線.南北に5路線g:,'fO指してい

ますC

タウンセンターはrAf粥南北を

4本の都市計画道路に凶まれ､

ニュ-タウンの退路ネ ソトワ-

クの中心に位;IILしています.

二二●●
鉄道

火海道新枠拙､瓜'ir.FFT凪都市

縦､東急東横線､JR横浜線がニ

ュータウンを取りEZfFんでいますQ

ニュータウンI)Jには､横浜市

･5%地下鉄 (戸塚一防浜-qr横浜

～ニュータウン～あざみ野)が

通り.タウンセンター内にも､

センタ-北駅､センター南駅が

言竺EaLされています

横浜1号線 (口吉-ニュータ

ウンーJR横浜線方l桁)も横浜環

状鉄道 (シティループ)の一部と

して､現在三拝柴化に向けての検

討が進められています｡

二二●●
成田･羽田へのアクセス

AT京肺心はもちろん､成組や

開西方lGi､海外主要都市へのア

クセスも奄易なこれらの広域ネ

ノトワークは､ますますタウンセ

ンターのビジネスポテンシャルを

高めていきます｡(2ペ-ジ参照)

地区内欄 緒 棚 鈴蛙

こ ;=. .L= こi .こ:三､三二 ●TrclfficNetwork



TownCenreT

二●●
AccessbyRocld

KohokuNewTowlllS;lCCeSS]ble

vl'lthreemajortrunkròlds,the

Tomel Expressway, Dal-sam
Ke】hmRoad,andRoute24()New

LllLelChllngeS lo] the Tome)

Expressway tlnd the Dal-Sam
KelhLnRoadareullderconstl¶ct]on

=●●
AccessbySubwcly

CenLe]No】lhandCenlerSouth

SlatlOnS On the Yokohama

MuTl]CIPa】SubwayLlnePrOVlde
conVe111entaccesstOtheTown

CenterDISlrlCt

=●●
AccessfromAirporls

TownCemelDLStr]Ct]S一ocatedI一l

thehubofalrLlfflCnetwork,pro-

vld]ngeasyaccesstoNarllnand
wellasneKansa]area



-clnintegrclted,multi-funcTioncllcity

多機能複合都市の誕生です｡

港北ニ ュー タウンには､タウンセンター をは じめ､駅前センター ･近隣センターが計画的に配置されていますO

さらに､国内外企業の本社 ･研究所等の誘致や計画的な集合住宅等の建設 によ り､

多機能複合都市をめさ した街づ くりが進んでいます｡

二●●
センター計画

ニュー タウン内には､ タウン

セ ンターをは じめ と して､駅勢

圏 を対象 と してサ ーヒスを行な

う駅前 セ ンター(4ヶ所)､ 日常

の買物等の利便性 を碓保す る地

域 密着型の近隣 セ ンター (6ヶ

柿)が配置 されていますO

二●●
本社･研究所等

ニュー タウンには､立地条件

の良 さを生 か し､国内外の有力

企業 の 本 社機 能 を有 す る部 務

所 ､安全で ク リー ンな研究所 ･

ElJffl基所 ､教育施設等 を桜梅的 に

誘致 (平成6年 LI月現在 35施設)

していますO

●誘致施設一覧(平成6年4月現在)

○リコー(研究所)
○デュポンジャハンリミテッド(研究所)
○ナムコ(研究所)
○伊藤忠商串(屯淀センター)
OEl産生命(研修所)
◎E]製産菓(研修所)
○フェスト(本社研究所)
0メトロ自動車(営業所)
○ソディック(研究 研修所)

千

◎卜一ヨコ(研究所)
○イーストマンコタックジャパン(研F究所)
◎テック電子(研修所)
◎東芝ZL/ベーターテクノス(研究所)
○スズキ(研究所)
◎図研(本社研究所)
◎三菱虐庫(事務所)
0オンワ-ド樫山(肝F究研修所)
◎アイネス(研究所)

二二●●
KohokuNewTown

lnadd】1】OnLothewed)thoff̀lC】】E-

1leS]ntheTownCenterDISlr】ct,

colllmerCla】,reS】denllal,research
andbusmessaleaSCanberound

lhl0ughoutKohokuNewTown,

resuLllnglnthereal】zatlOnOf;"l

]ntegratedmuLll-functlOnalcL【y

◎ボッシュ(研究所)
◎Ej本石/EB(研修所)
◎日立製作所(研究所)
◎SRA(研究所)
◎Ej本住情報交流センタ-
◎京セラ(研究所)
◎B木オリベッティ(研究所)
◎粟京横浜ドイツ学園
◎′先足学園

◎サカタのタネ(本社)
◎チェースマンハッタンiR行(申精所)
◎瀬松(研修所)
◎新日本気象海,辛(研究所)
◎宍フDモーション(夢精所)
◎住宅部市警偏公団玩良研修所
◎サレi/オ学院
◎東京′戸器(本社)



TownCenreT

●計画面積及び計画人口 ･現在人口 (平成6年4月現在)

地区名 J事業の種類 施行主体 l計画面積 計画人口 佃 在人口

一.317ha

67ha

230ha

計 2.530ha 300,000人 104,600人

｢



-clnewurbclnlifesfyle

新しい都市生活の創造をめざして

いま､横浜市北部に､質の高い都市空間と計画的な施設配置に基づき､

さまざまな人や企業が融合し､活動する新しい郡市が誕生しようとしています｡

■ - ■hpLM I三:日rEn臼1 ●Mqs-erpIqnqndLqndUsePlon

0 50100 200 500M

[二コ 中央地区

L o8

｣ ｣二ゝL_二一

■第2地区
○駅前広場 地下駐車場

○シン7Tlル広場

○シンボル道路

○ 区総合庁舎

○住宅 郡市整備公Ei]′葦北開発局

0ざ割 ヒニュータウンまちつくり棺

○港北ニュータウン熱供給牌

0核的複合施設E共同化莞矧 ii区】

0核的校合施設E公団用地】

◎総合病院

◎郵便局

◎筈棄署

⑬広場E公的駐要項】

¢ ヒシネスコア(仮称)

◎総合公園

■第1地区
○駅前広場 地下馬主重唱

○シンボル広場

○シンボル道路

○追跡公園

○横浜市歴史博物館

◎ブラザビル(仮称)

○核的複合施設【共同化乗務街区】

0核的複合施設Ⅰ公団用地】

○市民文化ホール(仮称)
◎広場【公的駐車場】



TownCenrer

タウンセンターの概要

1地 区 面 穏 728ha

(第 1地 区 278ha/第 2地 区 450ha)

2面 梢 内 訳

牛久保け

甲川繰P,臥
臥曹
田山巳■一一

: 歪発禁 濫 読 ン l 芸諾完志完lE ノ _ / 謡 慧芸…芸;芸 {'≡≡;≡; 汗 .崇 諾 客船
I 乗務系j-ン IIr スポ- ソ レクリエーショノ系ノーー116_lo_6J商業地域 (第5才&)

二●●
タウンセンターの開発理念

(1)多機能複合に茎つく広域拠点の形成

綿濃 紫嫡 文化の多様な機能形態 が柏倉す

るitlHriLl城まで祝鮒 二治めた広域I処J.J).をめg

します｡

(2)生活･文化の情報発信拠点の形成

知r(.J 文化的ril維上を支える′F活文化拠点と

して､十ltJ'Bi児lH竹の高い洗練されたセンタ

ーをめざします｡

(3)高度のEBJILl性と自然性を備えたセンターの形成

何;fTl的アメニティと自然仙アメニティの両

方を北ねM+7えた､これまでのHr;心にない､

ゆったりとして自然が臼づく快適なセンタ

ーをめざします｡

(4)個性豊かで自己主張をもつセンターの形成

fl古木,tfな都市サー ヒ ス ､ Ljr由 的 施 設 立 地 等

を迎じてさまざまな人々をllR引する自己主

張をもつセンターをめざします｡

二●●
FourdevelopmenIqlconcepts
fortheTownCenterDistrict

(1)Amult卜funct10nalcomplexwhlChcom-

p｢lSeSCOmmerClal,buslneSS,Cultural,

andresldentlalfeatures

(2)AcenterrlChlnCUltureandlnformatl0n

reSOUrCeS

(3)Thecreat10nOfharmonybetween

natureandthecltySCaPe

(4)AtovvncenterwJthcharacter

十



-bclsedonhighsfclndclrdsclndefficiency

新しい都心として､高度な都市碁盤を整備しています｡

これからの都心には､高度なインフラストラクチュアーが必要です｡

タウンセンタ-は.横浜市の副都心にふさわしい

高水準な郡市基盤を整備しています｡



二二●●
電線類の地中化

タウンセンターでは､安全性

の向上､都市空F別の有効利用を

図り､美しい街並みを形成する

ため､電線頬 ('FE;気 ･電話

CATV等)を全て地中化しますO

●共同溝

タウンセンター内の主要道路

の地下には､共同IfYFを設InLLま

すO 共同溝 には､箱 詰満を､

CATV紡は との通信線のはか､

電気､水道､地域冷噴帯システム

を収零します｡

●電線共同収容溝

共同溝を設fLl'しない路線に

二二●●
駅前広場地下駐車場oo

自動車での来街省をスムース

に受け入れるため､タウンセン

タ-では充分な.駐車場を確保す

る必蟹がありますOその一つと

して.南北両駅の駅前広場に高

低差を生かした地下.駐車場を生

附しますO

二二●●
lnfrcISTrucTure

The‖1r】'tStluC【LLleOItheTown

CenLelD】sl11Cl】sbeL】1Edeve)oped

us]ng the laLeSllechnoJogy

ElectllC̀1】,te】ephone,a】1dCATV
cablesw】‖belnSt̀l‖edundel-

groulld

_W前広場地下各主事鳩完成予想図

は､電話線､CATV線なとの通

信線を共同で収音する電線共同=●●
収'容溝を設iE･LしていますQ 地域冷暖房施設○

省エネルギー､大気汚染防止

防災､都市貰観の向上等を目的

として､大規模施設の冷噴胃を

嬢申して行う地域冷ErB両施設が

導入されますO

二●●
UndergroundPclrklng

Undergroundp(lrkmgrotTllOTe
LLlan500CalSWlLlbe.lVallableaL

bothllleNollh.lndSoulhslal】On

SquareS

=●●
CommonHeqIingclnd
CoolingSystem

ACommonHeallrlBandCooILrlg

System lsbelngde､′eEopedtop)0-

mOletheconsel＼′a110nOrenelgy

mLn]m]ZeaL]POlLulLOnandlOPle-

servetheltlndseape



-clnClftrcICfivecenterforshopplngClndrecreclfion

さまざまな人々が集う､魅力あるセンターをめざして

多機能複合都市をめざす港北ニュータウン ･タウンセンタ-では､

働く･学ぶ ･憩う場を持つ､生活を大切にした､

人間味豊かなセンタ-をめさしていますD

SHOPPlNG
人々が楽しめるショッ

二二●●
商業施設

多機能複合都市をめざす港北

ニュ-タウンの中心であるタウ

ンセンタ-地区は､核的褐合施

設をはじめ､地区全休において

商英施設の集桜を促進していき

ます｡

=●●
CommercicllFcICiliIies

TheconslluC【】OnOreXlens】ve

shopplllgfacl】11】eS】SPlanned

千



TownCenler

=●●
核的複合施設○◎○○

タウンセンターには中核的な 地権者が共同開発を行う共同化

役割を担う4ヶ所の大規模街区 轟務街区として､大規模な商業

(】3-】9ha)が設定 されていま 系施設が予定されていますO

す｡そのうち2街区は､校数の

BUSINESS

二●●
ビジネスコア(仮称)¢

タウンセンターは横浜業務核

都市il-本桐愁て業務施設妓桜地

区に指定されており､その中核

的施設として本社機能を中心と

進めています｡

*業務核酢市

nLの受けrllLとなるとともに､脚主近

接､′lJT.1-サービスの允足 ĵTrが仰保さ

れた､白､川川JTGl形IJRの柁となる緋

IFJですO

二●●
BUSiness

BLocksfol]aEge-SCa]ebuslneSS

racl1】11eSarePlannedmOlderto
accoITmlOdaleheadofflCCS

∩



-clrichurbclnenvironment

豊かな都市環境の創造｡

平成6年11月に､港北区･緑区の再編成により､

i割 ヒニュータウンを中心として､新しく都筑区が誕生しますO

その中核となるタウンセンターにおいて､さまさまな施設を計画しています｡

=●●
ヘルスアンドウェルフェアーファシリティ-ズ

HEALTHAND
WELFAREFACILmES

●区総合庁舎○

新 しい区の中心として､行政

施設の他に図TB絹や市民の交流

の場としての多El的ホールを備

えた総合庁舎を建設しています｡

二●●
カルチャー

CULrURE

●横浜市歴史博物柁0

港北ニュータウンをはじめと

して､横浜に係わりのある歴史

狩料を保存 .公開し､横浜の歴

史をわかりやすく､楽しく学べ

る場を提供 します｡また､隣接

する大塚 ･歳腸土追跡は､博物

館の野外施設 (追跡公園)として

保存 ･4削ぎ詣しています｡

1A浜市歴史博物館

●市民文化ホール(仮称)◎

芸術文化の錐'n'や創作 ･練習.

発表 ･交流なとのできる文化施

設として整肺を計画しています｡

二●●
HEALTHANDWELFARE
FACILmES

+WardOfficeComplex
AWl̀rdAdmlnlstratlOnCOmPlexIS
belngCOnStruCledasthecentercf
admtntStrat】VeSerVICeSforTsuzukt

Wald Thecol1叩1exWllla一so
lnClt】deafiresta110n,llealthcentel

and】lb】乱ry

+Generalhospital
Thegerleta)hospl(alwlHbecon-
structedasabasero√medtcalser-
vICeStnnOrthenlYokoh.ulla

ド

●港北ニュータウン

まちづくり館◎

港北ニュータウン不発にr焚け

る怖報センターとして､着々と

進む術づくりをビジュアルに紹

介しています｡

=●●
CULJURE

●YokohamaHistory
Museum

YokohamaH】StoryMuseLElTHS
bemgconstnJCted10eXhlb】lhlStOrl-
calartlfactsrelated【oYokohama,

1nC)udlElglocalhJStOrlCalflndlngS
AparkwIL]becreatedlEICC･nJunC-
ttonasanoutdooJfaclllty

OCivicCultureHall

ACIVICCUhurehalllSPlaElnedas
thecentralculturalracl)llyforthe
crea110n,exchangeandpresentatlOn
ofartandculture

● KohokuNewTown

Promot10nCenter
ThePromotlOnCenterWlltElltrO-

ducetheprogressofvanoLLSdeveIl
opmenLslnKohokuNewTownlo
thepubllC



TownCenfeT

=●●レクリエーション
RECREATION

●シンボル広場00
タウンセンターの中心には､

シンボル広場を整備します.都

市と人間の調和をめざし､人の

交流をはぐくむ空間として､水

線 光をデザインモチーフとし

た魅力的な広場をつくります｡

●駅前広場○○

駅前広場をセンター北駅とセ

ンター南沢に整備しています｡

バス､タクシー､一般車と歩行

者の安全性に配慮した機能的な

レイアウトにするほかエスカレ

ーター等を設faLL､快適な交通

拠点となります｡

rH

｢高度の都心性と自然性を備えたセンターの形成｣を

開発理念としているタウンセンターは､都市の快適空間として､

シンボル広場､総合公園を整備しています｡

●総合公園 ◎
タウンセンター地区に隣接す

る大規模な潤いのある空間とし

て､また､港北ニュータウンの

グリーンマ トリノクスの拠点と

して､ニュータウンのみならず

周辺地城も対束としたレクリェ

-ション活動の場となるととも

に向然13-13境の保全 ･育成をめざ

した公Gilとして主剤Tf7しています｡

*グリーンマトリックス

公lhJTiJJのオープンスペ-ス､神社.

b呈敷林など地域の歴史を保つ臼重な

も美の咋源を､少行者L.i用述粍及び禄

3Bでも1ぴつけながら体系化したもの.

二●●
RECREATION

A plazaand parkwiHbe

deve一opedasrecreational
areasintheTownCenter

District.

+Symbolplaza
A】lalLraCL]VeP)a7.tlSymboHZHlgthe
TownCelllerDISIEICtlSbelngCOn-
slruCted ThepJLIZa､VIIllnCOrPOrale
mvaterfa]I,afountaln.greenery,
andalmOnLmelll

●Station-FrontAreas
TheareaslnfrontoFCenterNorth
andCenlerSouthSlatlOnSW川be

developedtolnCOrpOralebusteml卜
nals.taxISLandsandnulTICrOuSOther

racLllLleSWllheasyaccessforthose
w]LhdlsablllLleS

● Park

AlargeparkWlHbe createdadja-
centtotheTownCenterDISLnCt

TheparkwHlofferanarearo√
relaxat10n and recreat)on,and

emphas]sWtHbeplilCedonthe
conserval10nOrthenaturalenvlrOn-
lmenl



魅力あふれる街づくり

二●●
街づくりの考え方

{タウンセンタ-では､魅力的

で調和のとれた､横浜市北部の

活力ある広域拠点を形成 してい

くために､地権者を中心に､横

浜市､住宅 ･都市整備公団等関

係機l対が力を合わせ､さまざま

な方面からの街づくりの検討が

進められています｡

5iiiiiiiiiiiii

イメージ

二●●
タウンセンター地区の

街づくり組織

■ ■タウンセンター開発推進協

議会Hは､施設建設の推進と諸

評RElの僻決を図ることをEI的に

設置された組織ですC地権者を

中心に､横浜市､住宅 都市望窒

fu'蒜公団､及び (秩)港北都市開

発センター★により構成 されて

います｡

*(樵)港北都市開発センタ-

併渋711､lj宅 淵illJ弓削指公用をは

じめとして側保健F対が北岡.LJLrYtして

,;辻､上したqJこセクターです｡

タウンセンタ-地いを小心に.lZ勺

果 菜朔施設､Il柑i施.;父巧の班.殺､

路辺故び･TiPIT､センダ-地【さの姐;設

推進に係わる快卜陳hなどのru,誠 朋

判.k等を行なっています｡

二二~●●
街づくり協定

■タウンセンター街づくり協定

タウンセンター地区では､地

権者相互の申合せにより､｢街つ

くり協定｣が取り決められてい

ますOこれは,タウンセンター

地区内で施設建設を行っていく

際の､基本的な考え方､TJ針を

示しています｡

この協定に基づき,地権者を

はじめ､タウンセンタ-建設に

係わる人々の別意と工夫によっ

て､魅力的なセンターを形成 し

ていきます｡

街つくり協定に関する協議と調

当1.空を行なうために､地権者をIFr

心に ●街づくり協定迎営委員会'1

が組織されていますo

El街つくり協定運営委員会

(ホ務局)

(樵)港北都市開発センター

TEL.045-943･24702459

●街づくり協定の基本的な考え方

1)共同化､協調化による一体的な

街づくり

2)賑わいの連続した街づくり

3)奥行き･発見のある街づくり

4)建物の個性と通りのイメージが

共鳴する街づくり

5)小さな魅力のちりばめられた

街づくり

6)利便性の高い街づくり

これらの考え方に基づいて､具体的な協
定項目がそれぞれ定められています｡



TownDevelopment

二二●●
CooperQIioninTown
DevelopmenI

Thecooperal10nOHandowners,the

CllyorYokohama,and也eHouslng
and Urban Development

Corpora110nledLothedevelopment
ofanactlVeCOmmeTClaJandresl-

denLLa) cenLer ln northern

Yokohama

二二●●
TownDevelopmenI
Agreement

A)1partlCIPantSlnthepro)ectshare

baslCValuesonhowLodevelopthe

area,andtogethertheycornplledthe

"TownDeycloprnenLAgreement

asthebasICConceptandpo)Icy

EnqulreSrelatedtothe
TownDevelopment
Agreement;

KohokuUrbく】n
DevelopmentCenter
(TownDevelopmentAgreementOperal10nal
CommllleeSecretarlat)

Tel.045-943-2470/2459



尭行

横浜市都市計画局
横浜市中区港町111
TEL045-67ト2680

住宅･都市整備公団港北開発局
寸八浜市は区荏EZI東4-10-2

TEL045-943･7325

●

一l作仏力

(樵)港北都市開発センタ-
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