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Currently, Yokohama is one of the most popular as a fashionable and which has beautiful harbor. A lot of tourists gather 
in the exotic atmosphere. The cityscape and night view are recognized as the attractions of the city. And what supports 
these experiences is the scenery from the water. There is not only a port from the Minato Mirai skyline to Osanbashi and 
Yamashita Park, but also another waterside in rivers such as the Ooka and Nakamura rivers. In June 2020, the 
Yokohama Hinode Pier was constructed on the Ooka River for water activities in the river. Also, in the design of 
Yokohama New City Hall, they are paying attention to the waterside space along the river. In response to these concerns, 
a pier has been built around the harbor, and Water-bus have begun to run for sightseeing. However, they only connect 
destinations. Therefore, I concerned that the use of Water-bus, including ports and rivers, is a new form of Yokohama. I 
planned a route that connects various activities throughout Yokohama. In addition to planning, I planned a complex 
Water-bus terminal.  
 
１． はじめに 
現在、港町としておしゃれでハイカラな街で広く人

気のある、神奈川県横浜.江戸時代末期に開港されてか

ら海によって世界とつながり、今も異国情緒漂う雰囲

気には多くの観光客が集まる.横浜市が行った調査に

よると、横浜を訪れる目的として一番多いのは景観や

街歩きで、市の魅力としても街並みや夜景が広く認知

されている.そしてこの体験をさらに後押しするもの

が、横浜ならではの水上からの景観である.みなとみら

いのスカイラインから大さん橋、山下公園までの港の

みならず、横浜の街をはさむ 2 つの人工河川である大

岡川と中村川といった河川でのもうひとつの水辺も存

在する.2020年6月には大岡川に横浜日ノ出桟橋が整備

され、河川での水上アクティビティーのためのインフ

ラ準備が整えられている.また、横浜市役所新市庁舎の

デザインにおいて川沿いの立地から親水性に着目して

おり、公共の建築でも水辺空間の利用が目指されてい

る.これらの関心に対し、現在港周りではふ頭の開発と

共に桟橋が作られ、観光用に水上バスが走り始めてい

る.しかし、それらは目的地同士をつなぐのみであり、

また河川を使った水上バスの運行は行われておらず、

横浜の内陸も含めた街全体をカバーできているわけで

はない. 
そこで港や河川も含め、観光だけでなく住民利用も

見込んだ水上交通利用が新たな横浜の姿であると考え

た.水上バスが新たな横浜での新たな移動手段と捉え、

横浜全体での様々なアクティビティをつなぎとめ引き

込むルートを計画する.また、水上バス計画のみでなく、

高速道路や鉄道など陸上交通と組み合わせることで、

より発展的な交通の拠点としての複合水上バスターミ

ナルを計画する. 
 

２． 計画背景 
(1) 人口の推移 

人口について、それらは全体的に増加傾向にあ

るが、高齢者層が世帯数も含めて増えている.ま
た駅との関係についてみると、駅から近いとい

う利便性が高いほど人口増加率も高く、相関関

係が顕著にみられた. 
(2) 交通 

横浜市は鉄道が発達しており網目のように張り

巡らされている.市民の9割以上が駅まで15分で

到達できるまで整備が進んでいる.また公共交通

機関の使用率も東京に次いで高く利用しやすい

交通体系と考えられている.ただし、道路整備は

立ち遅れており、バスや自転車などの交通の円

滑な走行に影響を与えている.身近な市内を回る

足は乏しいのではないかと考えている. 
(3) 都市環境 
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平均気温の上昇率はその平均より高く、熱帯夜

も臨海部が高い傾向がみられる.その原因の一つ

である CO2 の部門別排出量を見てみると、家庭、

運輸、業務部門となっており上位 3 つが都市づ

くりによって削減できることが期待される. 
 そんな横浜の 2025 年に向けた都市計画マスタープ

ランで重視しているのが、高齢社会などに対応した「集

約型都市構造」と「駅を中心としたコンパクトな市街

地の形成」.またその拠点間を効果的に楽しく回遊でき

る交通手段を提供することが政策として提示されてお

り、そこには河川や海辺をいかした水上ネットワーク

の推進もあげられている. 
 
３． 全体計画 
新たな都市インフラとして水上交通を提案し、市内

をめぐる環状型の水上バスを整備する. 
3.1 背景 
水上交通で用いられる船舶は環境負荷の低い輸送方

法であり、その分輸送コストが抑えられる.ルートは既

にある海や川を用いることができ市内の各自治体と連

携し事業運営とインフラ整備を分けた上下分離方式を

とることで、運営コストも低く抑えることが可能. 
現状の水上バスルートを見ると、大きな路線は二つ

で共にみなとみらいから山下公園まで臨海部のみを走

っており、河川は利用されていないことが分かった. 
横浜市内臨海部には大岡川と中村川という二つの川

が南北に流れる.これらは横浜開港にともなう埋め立

てで生まれた運河で、川幅も狭くて 5.6m から 8m と船

での航行は現在も可能.川は戦後、高度成長期までり水

運が盛んであった.これらの川をもう一度見直す「よこ

はま運河チャレンジ」で航行実験も行われており、水

上交通路として可能性と注目度は十分あると考える. 
3.2 提案 

 
Figure 1. The plan of a Water-bus route 

水上交通の新たなルートとして河川も含めた環状の

ルートを提案する. 
検討した駅の位置をプロットした.住民の足ともな

る距離感を意識し、橋や主要な建物を手がかりにしつ

つ、ヒアリング調査から各自治会のある街区ごとに駅

を配置することを考えた. 
 
４． 建築計画 
水上バスターミナルを新たに計画する.現状の桟橋

形式のみである川の駅に対して、新たな交通システム

の拠点として顔となる施設を計画する. 
4.1 計画敷地 
横浜市内臨海部の南側、中村川沿いの JR 石川町駅付

近.川を用いる本計画において、中村川に主要な桟橋が

ないことから選定した.石川町駅隣で、首都高 3 号狩場

線のジャンクションに囲まれた三角地帯を敷地とす

る. 
4.2 計画概要 
新たな交通の結節点を考えるうえで、いかに他の交

通を巻き込むことができるかが大切だと考えた.鉄道

や高速道路といった過去の交通システムに、水上交通

という古いようで新しい交通が巻き付いていく場所に

人が入りこんでいき、それぞれの交通手段を横断して

まちを回遊する.そんな拠点としての水上バスターミ

ナルを構想した. 

 

Figure 2. The plan of a Water-bus Terminal 
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