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Yamate area in Yokohama is famous for its charm character. However, it is clarified that many traditional buildings 
have been demolished over the 20 years. Through policy review and questionnaire survey, we clarified there are gaps 
between policy contents and local consciousness. Local residents do not know the contents of policies enough. Based 
on the real situation, common platform should be produced which enable stakeholders to discuss and exchange 
information of this area. 
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第 1 章 はじめに 

1-1：研究の背景 

横浜山手は、安政 6(1859)年の横浜開港により、外国人居

留地として発展し、関東大震災による甚大な被害とそこから

の復興、第 2 次世界大戦とその後の接収・接収解除を経て、

特徴的な歴史資産を有する現在の山手が醸成されてきた。

1970 年代後半から行政が牽引役となりまちづくりが行なわ

れてきたが、2001(平成 13)年、学校跡地マンション開発をき

っかけに住民主体のまちづくり活動が行われるようになり、

近年も住民主体の運営がなされている。一方、歴史資産を有

する横浜山手の景観に大きな影響を与えている洋館建築は、

近年急激に減少している。そこで、山手の地域的特徴は、ま

ちづくり方策の中でどのように位置づけられているか、歴史

資産である洋館の減少を地域がどのように捉えているか、ま

た、まちづくり協定等の施策が地域意識とどれだけ対応して

いるのかを明らかにするため、調査研究を行った。 

1-2：研究方法 

まず本研究の発端になった既往研究をもとに山手の洋館

の現状を確認する。次に、これまでの山手まちづくりの歴史

とその内容を分析し、そこから「山手らしさを表す要素」を

抽出する。さらに住民へのアンケート調査によって地域住民

の山手まちづくり意識や希望を明らかにし、抽出した「山手

らしさの要素」と住民が抱く山手への認識や希望が対応して

いるかを分析、今後のまちづくりの方向性を考察する。 

1-3：呼称定義 

本研究では山手の洋館を以下の 3 つに分類して呼称する。

①個人が所有し、一般の住宅として利用されている洋館…『洋

館（個人所有住宅）』、②横浜市が所有し、現在公園整備と共

に地域に無料一般公開を行っている 7 館の洋館…『公開西洋

館』、③利用目的が学校や宗教活動である洋館…『洋館（学校・

宗教など）』。 

第 2 章 山手の洋館数 

岩崎(2012)1)では平成 4 年時点で確認された洋館数と、調査

した平成 23 年時点の洋館数を比較しているが、その後,平成

25年に公益社団法人横浜歴史資産調査会が新たに洋館を確認

しているため 2)、それも含めて平成 25 年時点の洋館数とし、

平成 4 年と比較したのが表 1 である。 
表 1 平成 25 年までの洋館数変遷 
 平成 4 年 平成 25 年 減少数 減少率 

洋館（個人所有住宅） 43 24 19 44.2% 

洋館（学校・宗教など） 25 19 6 24.0% 

洋館総数 68 43 25 36.8% 

減少総数 25 の 4 分の 3 を超える 19（76%）が洋館（個人

所有住宅）である。なぜこれだけ多くの洋館が壊されてしま

うのか。地域住民はこの事実を認識しているのか。 

第 3 章 これまでの山手まちづくり 

3-1：これまでの山手まちづくりの目標 

 これまでに策定された山手のまちづくり方策における目標

文等の記載があるものを列挙すると、「山手地区基本構想
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1982」、「山手まちづくり懇談会協議記録（1992）」、「山手まち

づくり憲章」、「山手まちづくりの理念」、「山手まちづくり協

定の9つの方針」などである。これらを策定してきた主体を

まとめたのが表 2である。これをみると、専門家や行政から

徐々に住民に関係主体が移行していることがわかる。 

表2 山手まちづくりの歩みと主体 

西暦 まちづくりの歩み 
行政
/専

門家 

山手外 
横浜市

民 

山

手
住
民 

1970 横浜市風致地区条例 ●   

1972 山手地区景観風致保全要綱施行 ●   

1981 山手地区基本構想 1982 ● ●  

1992 
山手まちづくり懇談会・協議会（東

部）発足 
● ● ● 

1998 
山手まちづくり憲章制定 
（まちづくりの理念協議） 

 ● ● 

2001 
セントジョセフ跡地マンション反対

運動 
  ● 

2004 山手町地区地区計画策定   ● 

2005 
山手まちづくり協定運用開始 

（まちづくりの理念協議） 
 ○ ● 

2008 山手まちづくりプラン認定 ○ ○ ● 

○…自由参加可能／認定許可の立場 
●…主体となっている者 

これらまちづくり方策の条文を、各条文が目的とする要素

に着目して分析する。ここでは、多くの方策で重複する要素

を分類すると、①緑・自然環境、②歴史/歴史資産/歴史的景

観、③文化/文化遺産・居留地文化、④住民・来街者・行政の

協働、⑤歩いて楽しめる、⑥住宅地区、⑦文教地区、⑧眺望

の8つが導きだせた。これらを山手のまちづくり方策におけ

る「山手らしさの８要素」として抽出した。 

第 4 章 住民が考える山手のイメージ 

4-1：アンケート概要 

表 3 アンケート配布内容 

住民が抱く山手のイメージ、洋館（個人所有住宅）の消失

やそれに対する危機感は住民に認識されているか、それに対

してどのような考えをもっているのか、また、山手の歴史的

建造物をできるだけ大切にしていく方針を掲げる「まちづく

り協定」が認識され機能しているかを明らかにするため、ア

ンケート調査を実施した。 

配布方法は、元町内会・自治会会長や山手に在住の方々か

らアンケート協力者を紹介していただき、各戸・各人を訪問

して配布。郵送による返送で回収した。広く客観的な意見を

把握したいため、アンケート対象には洋館（個人所有住宅）

所有者は含まないこととした。 

4-2：アンケート結果 

1) 回答者属性 

回答者在住エリアは山手町東部の山手公園・元町公園・

みなとの見える丘公園周辺エリアが比較的多いが、山手町全

域から回答を得ている。また、町内会・自治会に参加してい

る人、参加していない人どちらからも回答を得ている。  

 

 

 

 

 

 

図1 回答者の年齢      図2 回答者の山手在住歴 

図3 住戸の所有形態 

2)住民が抱く山手のイメージ 

受け継いでいきたい山手の要素を複数回答可で聞いたと

ころ（図 4）、「西洋館(81 件)」「教会(75 件)」が特に多かっ

た。「ゆとり戸建て(74 件)」がこれに続き、「洋館(個人所有

住宅)」も 62件で次に続いた。どのような地区であってほし

いかを聞いたところ、一番多かったのは「開港以来の歴史を

今に残す歴史的景観地区」で77%、「豊かな自然環境が身近に

存在する地区」が次いで60%だった（図 5）。自由回答には、

敷地の細分化を嘆く意見が複数あった。 

3)住民のまちづくりへの認知度と共感度 

「まちづくり憲章」、「山手まちづくりガイドブック」、「山

手まちづくり協定」への認知度を聞いた（図6）。ガイドブッ

クの認知度と協定の認知度をクロス集計すると、まちづくり

に理解がある人、少ししかない人、ほぼ知らない人の3つに

はっきりと分かれることがわかった(図 7)。 

配布時期 2013 年 12 月 

配布数 136 

回答数 99 

有効回答 96 

返送方法 郵送、自主回収 

有効回答率 71% 
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図 4 受け継いでいきたい山手の要素 

図 5 どのような地区であって欲しいか 

 

図 6 まちづくりの認知度 

 

図 7 ガイドブックの認知と協定の認知のクロス結果 

「まちづくり協定」の理念への共感を尋ねると(表 4)、6 項

目中 3 項目でその割合が 40%に満たないことがわかった。ま

た、「まちづくり協定」の方針 9 項目について「共感し、自ら

努力をしようと思える」かどうかを尋ねたところ、歴史的建

造物(75%)や山手らしい景観(67%)は高い割合を示したのに

対し、知恵と力を合わせてまちづくりを進める(42%)が最も

低く、快適な歩行者空間、眺望に関しても 50%を割った。 

表4 協定の理念への共感度 

まちづくりへの自由記述回答では、まちづくり協定に強制

力がないためその改善を指摘する声や、それによって不動産

開発による敷地細分化や森林伐採が起きている現状を嘆く声

もあった。まちづくりに参加する人に世代の交流を求める声

や、地域の高齢化を案じ協定の影響で新規参入者が減ること

を危惧する声もあった。さらに、住民と行政の協働や、行政

からの行動を求める声も複数あった。 

4)公開西洋館の利用と利用方法 

公開西洋館は回答者の 94%が利用したことがあるという

回答であった。その利用方法は表 5 に示す。        

表 5 公開西洋館の利用方法             （人） 

散歩 
イベント 
参加 

文化活動 ボランティア その他 

72 57 43 11 10 

表6 公開西洋館の利用頻度           （人） 
ほぼ毎日 

週に１回

以上 

月に1〜

２回ほど 

年に数

回 

年に1回利用す

るかしないか 

26 46 12 135 8 

また、利用頻度を（表 6）に示す。ここで、ほぼ毎日利用

する人は散歩での利用が多いことがわかった。 

5)山手の歴史への興味 

山手の歴史に興味があると答えたのは 96%と高かった(う

ち、歴史について良く知っている 28%、少しは知っている

68%)。山手の歴史に触れたことがある場所を聞いたところ多

くの人が公開西洋館をあげていた。自由回答には、情報をま

とめた施設や図書館を望む声が複数あった。 

まちづくり

の将来像 

「住民と来街者が交流し、新たな地域文化を創り出す、歴

史と緑あふれる住宅・文教地区」を形成していくことを目指

します。 

39% 

まちづくり

の目標 1 

住宅・文教地区山手の良好な環境を維持しながら、山手

を訪れる人達にとっても快適なまちを創ります。 
62% 

まちづくり

の目標 2. 

山手らしい特色を創り出している歴史、緑、眺望といった

魅力資源を大切にしていきます。 
78% 

まちづくり

の目標 3 

山手の丘の魅力や落ち着いた異国情緒のある街並みを

感じながら、安全快適に歩いて楽しめるまちを創ります。 
73% 

まちづくり

の目標 4 

居留地文化が創り出してきた国際性や進取性など、街の

個性を生かして新しい地域文化を創り、発信していきま

す。 

38% 

まちづくり

の目標 5 

住む人、学ぶ人、働く人、訪れる人、行政等山手に関わる

様々な人の知恵と工夫を集めてまちづくりを進めます。 
36% 
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6）住民の洋館（個人所有住宅）への考え方 

洋館（個人所有住宅）の認知度、残す意志、保全する主体

への意見、活用方法への意見を聞いた。認知度は「知ってい

る」が 88％、「知らない」が 12%であった。洋館（個人所有

住宅）を残すべきかどうかについて聞いた（図 8）ところ、

できるだけ残したいと考える人が多いことがわかった。また、

残すべきという意志は、歴史を知っているほど、更に洋館が

多く存在するエリアに住んでいる人ほど高くなることがわか

った。保全する主体への意見は、「横浜市に買い取ってほしい」

が 53%で最も多かった(図 9)が、「山手町地域全体で負担」も

15%あった。自由回答には、市からの補助を求める意見が複

数あった。保全する場合の活用策に関する結果は図 10 に示

す。 

 
図 8 洋館（個人所有住宅）の保存について 

 
図 9 保全主体への意見 

 
図 10 保全方法への意見 

第 5 章 住民の意識とまちづくり方策の対応性 

4 章アンケートの、「住民が抱く山手のイメージ」と「住民

のまちづくりへの認知度と共感度」の設問で多く選ばれた回

答と、3 章で抽出した「山手らしさの８要素」を対応させ簡

易評価したのが表 7 である。 

表 7 山手らしさの８要素と住民のイメージの対応性 

8 つの
要素 緑 歴史 文化 協働 

歩い

て楽

しい 

住宅

地区 

文教

地区 
眺望 

住民山
手イメ
ージ 

◎ ◎ × × ○ △ △ ○ 

住民のイメージに一致しているもの：◎ 
特別ではないが意識されているもの：○ 
意識が薄いもの：△、意識がないもの：× 

第 6 章 これからの山手まちづくり 

6-1：住民の意識とまちづくり目標のギャップ 

第一に住民のまちづくり（まちづくり憲章・ガイドブック・

協定）への理解度が 40％程度であり、住民自ら規定したもの

への理解度が充分でないと言える。これにより、まちづくり

の推進者が曖昧になり、住民自らが「山手らしい要素」を損

なう可能性も高い。第二に「８要素」のうち“文化”と“住

民・来街者・行政の協働”への理解度が低い。つまり、地域

の歴史とまちづくりの歴史への理解度が低いと考えられる。

山手の歴史・環境を顧み、行政、有識者、住民の協働による

まちづくりを進める必要性がある。 

6-2：今後の山手まちづくりに必要なもの 

以上のギャップを埋めるために、住民のまちづくりと歴史

への理解を高めていく取り組み、まちづくりの主体を住民に

任せきりにしない横浜市や有識者の働きかけが必要と言える。

有識者から住民へ働きかけをするような場、山手に関する資

料や文献、写真などが見られる場、洋館維持管理ノウハウを

共有できる場、これらを集積して地域に関わる各主体（行政、

有識者、住民）が交わるまちづくりプラットフォームをつく

るべきではないかと考えられる。 
[本報告は、岩崎詞子「地域の意識と地域まちづくり方策の対応性に

関する研究」(横浜国立大学平成25年度修士論文)の成果をもとにま

とめたものである。] 
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