
公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.14, 2015 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.14, May, 2015 

 

 

*  非会員・東京都市大学 環境情報学部 (Faculty of Environmental and Information Studies, Tokyo City University)  
** 非会員・東京都市大学 環境学部 (Faculty of Environmental Studies, Tokyo City University) 
***正会員・東京都市大学 環境学部 (Faculty of Environmental Studies, Tokyo City University) 

横浜市都筑区における地下鉄の開通が土地利用の変化に与えた影響 
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藤原 大樹*・佐尾 博志**・大西 暁生*** 

Hiroki Fujihara *･Hiroshi Sao**･Akio Onishi*** 
 

During the late 1950s and the 1960s, Japan experienced a period of high economic growth. Although metropolitan 
urban core areas were increasingly concentrated, disorderly urban sprawl continued to expand, which became a 
problem for the country. A series of Newtowns (orderly planned cities) were developed to solve this problem. The 
Kohoku Newtown is famous in the Kanto region. Although construction began on the Kohoku Newtown in 1974, its 
public transit was limited to bus service until 1993, when the subway opened. Based on this history, this study 
analyzed the influences of the subway on land-use changes. 
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1. はじめに 

日本は 1955 年から 18 年間，高度経済成長期が続いた．この

時期は大都市圏で労働者の需要が高まり，地方から三大都市圏へ

人口の流入が進んだ 1)．また，大都市圏への人口の流入に伴い，

大都市圏における財・サービスの消費量が増加したことで，大都

市圏にはより多くの人や物が集中するようになった．神奈川県横

浜市もこの恩恵を受けており，同市の転入人口は1960年以降に

は年間約10～約23万人を超え，人口の増加数は1970年の約10

万7,000人をピークに減少傾向にある 2)．しかし，急激な増加に

伴い，都市部の人口は飽和状態となったため，人々は郊外に生活

拠点を拡大させた．しかし，この拡大には問題があり，現在のよ

うな計画的な街路形成が行われていなかったため，あらゆる場所

で無秩序な開発が行われた．この問題に対して，三大都市圏では，

計画人口8～34万人の大規模なニュータウンの開発3)と計画的な

街路を設計することで，無秩序な開発を食い止めた 4)． 

横浜市都筑区では，1965年に横浜市の六大事業の一つとして，

「乱開発の防止」，「都市農業の確立」，「住民参加のまちづくり」，

「多機能複合的なまちづくり」を基本理念とする港北ニュータウ

ンの計画・造成が開始された 5)．なお，港北ニュータウンの計画

には，土地の開発目的・手段ごとに地区設定がなされており，1969

年に都筑区の北部を第一土地区画整理事業区域，都筑区の中央部

を第二土地区画整理事業区域として，都筑区の 52％が開発区域

に指定された 6)．また，港北ニュータウン地区街づくり協議指針

は「緑の環境を最大限に保存するまちづくり」，「ふるさとをしの

ばせるまちづくり」，「安全なまちづくり」，「高い水準のサービス

が得られるまちづくり」の4つの基本方針があり，各土地の開発

には，この方針のもと多機能複合的な街づくりが行われた 7)．こ

れにより，この4つの地区を総称して港北ニュータウンと言われ

るようになり，総面積 25.3km2，計画人口約 22 万人と横浜市北

部の都市化・ベッドタウンの一翼を担った 5)．その後，港北ニュ

ータウンの人口が増加したことで，港北区と緑区で行政区再編成

が行われ，その一部が青葉区と都筑区となった 8)．都筑区の人口

推移を図-1 に示す．都筑区の発足時の人口は約11 万2,000 人で

あったが，2015年の人口は約21万人と発足当時の約2倍に増加

した 9),10)．また，都筑区の人口増加率は平成21年では横浜市18

区のうち 1 位 10)となり，港北ニュータウンの開発が人口の増加

に繋がっていると言える． 

 港北ニュータウンの開発当初は鉄道が開通しておらず，交通の

利便性が非常に悪かったと考えられる．また，当時の交通状況を

考えると，東京方面に行くには，東急田園都市線を利用し，横浜

方面に行くには，新横浜駅までバスを利用して移動するしかない

と推察され，港北ニュータウンの住民にとっては不便な状況が続

いたと言える．その後，1993 年 3 月には鉄道路線が開通し，横

浜市営地下鉄3号線（現在では横浜市営地下鉄ブルーライン）の

新横浜駅～あざみ野駅の間が開通し，都筑区には4駅（中川駅，

センター北駅，センター南駅，中町台駅）が開業した 11)．これ

により，横浜駅，桜木町駅，関内駅といった横浜市中心部に乗り

換えなしで直接アクセスが可能となった．また，あざみ野駅では，

東急田園都市線と接続し，鉄道で東京都心部へ行くことが可能と

なった． 

 2008 年には，港北ニュータウンを横断する横浜市営地下鉄グ

リーンラインの日吉駅～中山駅の間が開通し，都筑区では既設の

センター北駅，センター南駅を含む 6 駅が開業した 11)．グリー

ンラインの開通により，JR 横浜線，東急東横線とつながり，さ

【図-1】都筑区の人口推移 
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らに交通の利便性が向上した． 

そこで，本研究では，都筑区の全8駅を対象に，港北ニュータ

ウンの開発から現在に至るまで，駅周辺の土地利用変化を分析し，

実際に地下鉄の開通がどのような影響をもたらしたのかを検証

する． 

 

2. 調査対象と方法 

2-1. 調査対象 

 本研究では，港北ニュータウン開発の開始から現在に至るまで，

駅周辺の土地利用の変化を分析するために，神奈川県横浜市都筑

区（以降，都筑区と称す）を通る横浜市営地下鉄ブルーライン（以

降，BLと称す）沿いの4駅（中川駅，センター北駅，センター

南駅，仲町台駅）と横浜市営地下鉄グリーンライン（以降，GL

と称す）沿いの駅の4駅（東山田駅，北山田駅，都筑ふれあいの

丘駅，川和町駅）を対象とする．都筑区に所在する駅の位置図を

図-2 に示す．なお，両地下鉄はセンター北駅とセンター南駅を

通るため，BL はセンター北駅とセンター南駅を含め，一方で，

GLはセンター北駅とセンター南駅を対象外にした． 

 また，分析対象の範囲は駅ごとの距離や土地利用に与える影響

を考え，各駅の中心から円状に半径250m以内（駅から0 ~ 250m）

と半径500m（駅から250 ~ 500m）の合計16カ所を調査対象と

した． 

 

2-2. 調査方法 

 本研究では，駅周辺の土地利用の変化を分析するために，国土

地理院発行の「細密数値情報」12) - 16)と「数値地図5000」の1974

年から2005年まで，5年ごとの土地利用情報 17) , 18)，国土数値情

報「鉄道時系列データ」（2013年度版）19)を使用した．土地利用

区分については，「数値地図5000」のデータで区分されている16

種類の土地区分に分配した．土地利用区分の一覧を表-1に示す．

なお，その他の公共公益施設用地とは，道路以外の鉄道，空港，

港湾設備等の交通インフラ設備や役所，警察署，消防署，図書館

といった公共施設のことを指す． 

 

3. 土地利用の変化 

3-1. 都筑区の土地利用の変化 

 ここでは，都筑区の土地利用の変化について述べる． 1974

年の都筑区の土地利用図を図-3に示す．2005年の都筑区の土地

利用図を図-4に示す．1974年から2005年までの都筑区の土地利

用の変化を図-5に示す． 

図-3 より，港北ニュータウンの開発前（1974 年）は全体的に

未開発な地域が多く，山林や荒山（約 32.6%），畑・その他の農

地（約23.2%），田（約7.4%）となっており，山林と農地の合計

で約1,765haと全体の約2/3を占めていた．一方で，都筑区では，

南西部の川和町が地域の中心市街地であった．都筑区南部では，

鶴見川沿いの緑産業道路，第三京浜道路港北インターチェンジ付

近に大きな工業が複数存在し，工場の周辺には商業や一般低層住

宅地が疎らに存在していることが分かる．都筑区東部では，密集

低層住宅地が目立ち，都筑区北東部は早渕川沿いに商業施設が目

立っている．また，集合住宅地はセンター南駅から東に位置する

勝田町で市営勝田団地がある程度だった． 

造成を開始して 5 年後（1979 年）は山林・農地の割合が都筑

区の約46.4％となり，全体の半数を下回った．ちなみに，山林や

荒地等は全体の約 23.7%（1974 年と比べて約 8.9％減少），畑・

その他の農地は全体の約20.2%（1974年と比べて約3.1％減少），

田は全体の約 2.6%（1974 年と比べて約 4.8％減少）となり，約

469haが別の土地利用に変わった．一方で，空地や造成中地は増

加しており，空地は全体の約14.9%（1974年と比べて約6.6％増

加），造成中地は全体の約5.2%（1974年と比べて約4.2％増加）

になった．これは，今後の都市開発を見込んで丘陵地の造成が進

んだことが要因と考えられる．また，道路については，交通アク

セスを改善するために，港北ニュータウンを縦貫する都市計画道

路佐江戸北山田線（歴博通り），中山北山田線（区役所通り）等，

新たな道路を開通したため，道路用地が全体の約9.0%（1974年

と比べて 2.7%増加）になった．住宅地は一般低層住宅地が増加

しており，密集低層住宅地及び中・高層住宅地は微増となった． 

1984 年及び 1989 年には，山林・農地がさらに減少しており，

その多くは空地や造成中地へと変わった．また，一般低層住宅地

や中・高層住宅地，道路等の生活関連の土地利用も少しずつ増え

ていった． 

BLの開通後の1994年以降は山林・農地の伐採が落ち着いた．

これは，グリーンマトリックスシステムによるものと考えられる．

このシステムは緑地の保全やオープンスペースの確保，歩行者路

ネットワークの整備等を目的とした帯状の緑地のことを指す 6)．

 

【表-1】土地利用区分の一覧 
河川・湖沼等 一般低層住宅地
その他公共公益施設用地 工業用地
公園・緑地等 空地
道路用地 造成中地
商業・業務用地 畑・その他の農地
中・高層住宅地 田
密集低層住宅地 山林・荒地等
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都筑区では，基本理念の「乱開発の防止」を目的に地区内の緑道

を中心に，公園や民有地の斜面樹林等を連結させるオープンスペ

ース計画を定めた．これにより，総面積90ha にわたる緑地帯の

保全を行われている 6)．一方で，住宅地や商業施設，道路の開発

はさらに進み，2000 年になると，山林・農地よりも住宅地の方

が多くなった．住宅地が増加とともに，大規模商業施設の開業が

相次ぎ，都筑区南部の緑産業道路，都筑区東部の中原街道沿いに

おいて，ロードサイド型の商業施設が多く見られるようになった．

また，港北ニュータウンの南部を中心とする市街化調整区域には

基本理念「都市農業の確立」に基づき，横浜市が独自に農業専用

地区に指定しており，6地区の計230haが農業専用地区に設定さ

れている．これにより，現在の都筑区の農地面積の約 45％は農

業専用地区に存在している 20)． 

 

3-2. 各駅周辺の人工的な土地利用の変化 

ここでは，各駅の中心から円状に半径250m圏内（駅から0 ~ 

250m）と半径500m圏内（駅から250 ~ 500m）の人工的な土地

利用の変化について述べる．人工的な土地利用の変化を図-6に 

 

示す．なお，図-6 は表-1 の土地利用区分を自然的土地利用と人

工的土地利用に再区分し，人工的な土地利用の割合を記したもの

である．ちなみに，自然的な土地利用は山林・荒地，田，畑・そ

の他の農地，公園・緑地等，河川・湖沼等とし，一方で，人工的

な土地利用は造成中地，空地，工業用地，住宅地，商業・業務用

地，道路用地，その他の公共公益施設用地とした．ここで，表の

右端にはBL またはGL が停車する駅を色で表しており，BL が

停車する駅は青色，GLが停車する駅は緑色，両地下鉄が停車す

る駅は両色となっている．1974 年では，東山田駅周辺と川和町

駅から250m圏内に人工的な土地利用が多く見られるが，経年変

化で見ると，人工的な土地利用の変化が少ないこと分かる．一方

で，その他の駅で港北ニュータウンの開発で人工的な土地利用の

増えていった．特に，1984 年は大幅な土地利用の変化が行われ

ており，急激に人工的な土地利用へと変わったことが分かる．ま

た，中川駅は1979年と1984年に急激に人工的な土地利用が増え

たものの，その後は人工的な土地利用の変化が少ないことから，

約10年間で開発が完了したと考えられる． 

本研究では，8駅の中でも土地利用の変化に特徴がある3駅（セ

ンター北駅，中川駅，川和駅）を選定し，この3駅に絞って考察

をまとめる． 

 

3-3. センター北駅周辺の土地利用の変化 

センター北駅は港北ニュータウンの北部に位置するタウンセ

ンター地区の拠点となる駅の一つで，1993 年 3 月のブルーライ

ンあざみ野駅への延伸と同時に開業した 11)．また，2008 年 3 月

【図-5】1974年から2005年までの都筑区の土地利用の変化

【図-4】2005年の都筑区の土地利用図 

1974年 1979年 1984年 1989年 1994年 2000年 2005年 BL GL

250m 16.0% 14.1% 79.0% 98.5% 99.5% 97.2% 97.3%
500m 24.8% 32.9% 62.9% 72.2% 79.7% 80.5% 85.3%

250m 21.4% 19.5% 98.6% 98.2% 98.2% 99.5% 100.0%
500m 16.6% 35.0% 70.1% 70.7% 70.6% 77.9% 79.6%

250m 3.5% 53.6% 73.8% 68.7% 77.6% 77.1% 77.6%
500m 12.9% 32.5% 67.9% 75.5% 71.4% 68.1% 69.5%

250m 7.3% 29.1% 86.5% 91.0% 97.3% 92.0% 92.4%
500m 8.6% 36.7% 59.7% 69.8% 70.2% 68.4% 69.1%

250m 24.1% 45.6% 78.3% 77.3% 91.6% 73.9% 80.1%
500m 35.5% 80.5% 76.2% 90.4% 76.6% 92.5% 86.2%

250m 73.5% 62.0% 66.7% 66.3% 69.0% 71.9% 75.0%
500m 62.0% 56.9% 61.3% 63.9% 65.2% 70.5% 70.7%

250m 2.5% 2.5% 58.5% 97.8% 98.8% 97.1% 97.9%
500m 12.6% 68.4% 79.4% 80.3% 84.7% 83.4% 84.7%

250m 51.2% 48.3% 52.0% 50.0% 50.7% 60.2% 67.2%
500m 37.4% 36.3% 41.6% 43.8% 45.1% 54.9% 59.3%

川和町駅

都筑ふれあいの丘駅

センター北駅

センター南駅

中川駅

仲町台駅

北山田駅

東山田駅

【図-6】人工的な土地利用の変化 

【図-3】1974年の都筑区の土地利用図 
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にGLの開業したこともあり，現在では横浜市が定めた都市計画

マスタープランで横浜市の主要な生活拠点に定められている21)． 

 

(1) センター北駅250m圏内の土地利用の変化 

 センター北駅から250m圏内の土地利用の変化を図-7に示す．

港北ニュータウンの開発が始まった1974年には，山林や畑が約

83.9%を占められており，残りの土地利用は造成中地や空地，一

般低層住宅地，商業・業務用地，道路，公園・緑地等，その他の

公共公益施設用地であった．1979年では，空地が約3.4%増加し

た程度で，その他の土地利用に大きな変化が見られなかった． し

かし，1984 年になると，センター北駅周辺の状況は造成工事が

開始されたことで急激に様変わりした．特に，山林・荒地等や畑・

その他の農地，一般低層住宅地，商業・業務用地は急激に減少し

ており，1979 年と比べると畑・その他の農地や一般低層住宅地

の面積は約1/100，山林・荒地等や商業・業務用地の面積は約1/3

に減少した．1989 年には，造成工事が本格化し，山林・荒地等

や空地，商業・業務用地，道路用地，公園・緑地等がさらに減少

し，大半が造成中地に転換された．その結果，センター北駅から

250m 圏内では，約 90.0%が造成中地となった．一方，畑・その

他の農地や一般低層住宅地は変化がなかった． 

 BL が開通して 1 年経った 1994 年では，鉄道の他に，道路も

整備され始めたことで，センター北駅周辺に商業・業務施設が増

加し始めた．その一方で，山林や農地はさらに減少し，造成前の

1979年と比べると，山林・荒地等は1/244，畑・その他の農地は

1/255に減少した．また，一般低層住宅地は開発に伴い，一時的

に消滅した． 

 2000 年になると，土地の開拓や造成がひと段落し，住宅地や

商業施設，交通網の整備が行われた．住宅面では，一般低層住宅

地や中・高層住宅地の建設が行われた．商業や自然面では，商業・

業務用地や公園・緑地等が急激に増えており，センター北駅250m

圏内の約38.6%を占めた．これについては，駅前にバスターミナ

ルが整備されたことで，1998 年に駅ビル「ショッピングタウン

あいたい」22)，2000年には「モザイクモール（都筑阪急百貨店）」

23)がオープンする等，商業施設の進出が続いたことが要因である．

その一方で，山林や農地は完全に消滅した．交通面では，道路用

地やその他の公共公益施設用地が急激に増加しており，特に，道

路網の整備が急激に進んだ． 

 2005年には，空地が約20.6％存在しており，2005年以降のデ

ータがないため検証はできないが，2007 年にノースポート・モ

ール 24)，2013 年にプレミア・ヨコハマ 25)がオープンしているた

め，現在ではほとんどの空地が商業施設になっていると推察され

る．住宅地は中・高層住宅が5年間で6倍以上に増加しており，

急激な人口増加となったと言える．これに伴い，公園や緑地等の

整備も行われた．したがって，センター北駅 250m 圏内は 2000

年代から急激な都市化が進んだ区域と言える． 

 

(2) センター北駅500m圏内の土地利用の変化 

 ここで，500m圏内では，前述したように，半径250～500mの

範囲を意味する．センター北駅から500m圏内の土地利用の変化

を図-8に示す．1974年と1979年では，山林や農地が大半を占め

ており，一般低層住宅地や中・高層住宅地が多かった．しかし，

1984年と1989年になると，工業用地が急速に増加した．これは，

港北ニュータウンの造成に関連する工業が立地するようになっ

たためである．一方で，工業を立地させるために，山林や農地，

公園・緑地等が急激に減少した．1994 年には，山林や農地がさ

らに減少し，2000 年以降はあまり残っていないことが分かる．

なお，山林・荒地等になっている箇所の多くは1972年に発掘さ

れた大塚・歳勝土遺跡であり，その後，1996 年に公園化された

ため，残存していた多くの山林・荒地等は公園・緑地等になった

26)．一方で，住宅地は年々増加傾向にあることが分かる．また，

この付近では，公共公益施設用地が多く，20%を占めている．こ

れについては，地下鉄の線路の他に，横浜市歴史博物館，小学校，

中学校が範囲内にあるためである． 

  

3-4. 中川駅周辺の土地利用の変化 

中川駅はセンター北駅の隣駅で，1993 年 3 月に開業した 26)．

中川駅はセンター北駅と同様に，BLの開通に伴い，中川駅周辺

の開発が行われた．また，中川駅は「グリーンマトリックス」の

考えに沿って作られた歩行者専用路・緑道が存在し，車道を渡ら

ず安全に移動ができるようになっている． 

 

(1) 中川駅250m圏内の土地利用の変化 

 中川駅から 250m 圏内の土地利用の変化を図-9 に示す．1974

年は約 95.9%が山林及び田畑だったが，1979 年になると，造成

が始まったことで，急激に山林及び田畑が減少し，減少分の大半

が空地や造成中地に変わった．また，造成に伴い，道路が整備さ

れ，1974年と比べて約11.5%増加した．その後，この傾向は1989

年まで続く．1994 年になると，中川駅が開業したことで本格的

【図-8】センター北駅から500m圏内の土地利用の変化

【図-7】センター北駅から250m圏内の土地利用の変化
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に開発が進んだ．特に，一般低層住宅地の増加や新たに中・高層

住宅地の開発を中心に行われた．2000 年以降は，商業施設や道

路が中心に開発され，2005年には約32.7%が商業施設を占めた． 

 

(2) 中川駅500m圏内の土地利用の変化 

 中川駅から500m圏内の土地利用の変化を図-10に示す．中川

駅から500m圏内は中川駅から250m圏内と同様の傾向であった

が，商業施設の割合はあまり高くなく，2005年時点で約4.7%で

あった．一方で，畑・その他の農地については，2000 年に増加

となった．これについては，中川駅の北東部の丘陵部に牛久保農

業専用地区があり，建築物の建造が制限されていることが要因と

考えられる 20)． 

 

3-5. 川和町駅周辺の土地利用の変化 

 川和町駅は2008年3月にGLの開通と同時に開業した都筑区

で最も新しい駅の一つである 26)．川和町駅周辺は古くから交通

の要衝として栄え，戦前までは都筑郡川和町の中心市街地であっ

た．現在は南北を横浜上麻生道路が縦断している． 

 

(1) 川和町駅250m圏内の土地利用の変化 

 川和町駅250m圏内の土地利用の変化を図-11に示す．ここで，

「数値地図5000」の最新データは2005年の統計資料をもとにし

ており，川和町駅の開業前後（2008 年 3 月）を比較することが

できないため，最新データである2005年のデータを使用した． 

 川和町駅から250m圏内は1974年から1994年まで約50%が田

畑であり，その他の土地利用も大きな変化が見られなかった．し

かし，GLの建設工事が進むにつれ，田んぼが完全に消滅し，畑

も約5%減少した．この減少分の多くは線路をはじめとするその

他の公共公益施設用地に転換された．また，2000 年までの公共

公益施設用地は小学校のみだったが，2005 年には GL の施設が

建設されたことで，その他の公共公益施設用地の割合が約 6.1%

から約16.7%に増加した． 

 

(2) 川和町駅500m圏内の土地利用の変化 

 川和町駅500m圏内の土地利用の変化を図-12に示す．ここで，

250m圏内と同様に，川和町駅の開業前後の比較を最新データで

ある2005年のデータを使用した． 

 土地利用の変化については，250m圏内と同様に，1974年から

1994 年まで土地利用に大きな変化は見られなかった．しかし，

2005年には，GLの川和車両基地の建設が始まったため，一部の

田畑や住宅地からその他の公共公益施設用地に転換されたこと

で，その他の公共公益施設用地の割合が約0.3%から約5.8%に増

加した．  

 

4. まとめ 

 本研究では，都筑区の全8駅を対象に，港北ニュータウンの開

発から現在に至るまで，駅周辺の土地利用を分析し，実際に地下

鉄の開通がどのような効果をもたらしたのかを検証した．得られ

た知見は以下の通りである． 

 港北ニュータウンの開発に伴い，都筑区の全ての駅周辺にお

いて，自然的な土地利用が減少し，人工的な土地利用が増加

した． 

 1980 年代は山林や農地を切り崩し，更地に転換することが

多かった．また，地下鉄の開業に伴い，住宅地や商業施設の

開発が多く行われた． 

【図-9】中川駅250m圏内の土地利用の変化 

【図-10】中川駅500ｍ圏内の土地利用の変化 

【図-11】川和町駅250m圏内の土地利用の変化 

【図-12】川和町駅 500m圏内の土地利用の変化 
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 港北ニュータウンの山林・荒地は 1990 年代に公園へと用地

区分が変更されている場所が多く存在した．これは，横浜市

の開発プランによるグリーンマトリックスシステムに基づ

いていると考えられる．そのため，開発による緑地が減少し

ないように，計画的に緑地を残し，環境保護の促進と住みよ

いまちづくりを目指していることに関係していると推測さ

れる． 
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