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カジノに依存しない横浜の経済振興

横浜市への、カジノを含むＩＲ（統合型リゾート）誘致の是非をめぐって、激しい対立が続いてきました。そこで議論されてきたのは、ＩＲがもたらす経済的、財政的メリットと、社
会的デメリットをどう考えるかということでした。

ＩＲ賛成派は、《今後、横浜市でも生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費の増加、小中学校の建て替えなど、公共施設の保全・更新に膨大
な予算も必要となるなど、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれており、そうした状況であっても都市の活力を維持するための財源確保が必要だが、横浜市は上場
企業数が少なく、法人市民税収入が少ない。横浜市への観光客は日帰りが多く、観光消費額が少なく、その伸びも小さい。そこで、山下ふ頭にＩＲを誘致することにより、観
光産業の活性化を図り、カジノ収入を今後の横浜市の財政を支えるための収益源とする》というＩＲの経済的メリットを強調します。
一方のＩＲ反対派は、カジノを含むＩＲは、ギャンブル依存症の増加、治安の悪化を招くなど、横浜市の社会と市民に重大な弊害をもたらすとして、ＩＲがもたらす社会的デメ

リットを強調し、ＩＲ反対署名運動も行われてきました。

しかし、考えてみてください。横浜は、カジノによる収益を見込まなければ、将来、必要となる行政サービスのコストすら賄えない、という、横浜市民にとって「惨めな前提」で考
えなければならないのでしょうか。横浜市は、本当に、カジノ賭博での「負け金」を当てにしなければ、将来の市民の生活すら維持していくことすらできない、という情けない状況な
のでしょうか。
歴史と伝統のある横浜市、日本でも「住みたい街」のトップと言われる横浜市には、本来、都市としてのポテンシャルがあるはずです。まだまだ、大きな可能性があるはずです。

今、それを横浜市民が全力で考えていくべき局面ではなのではないでしょうか。

そこで、私達が考えたのが《生鮮食品市場を中核とする、市民と国内外の観光客が集う「食の賑わいと楽しみ」の施設群》を山下ふ頭に建設する構想です。現在、瑞穂
ふ頭の少し陸側に、孤立して所在している「中央卸売市場」を、山下ふ頭に移転します。そして、その周辺の膨大な土地を、フィッシャーマンズワーフ、ファーマーズマーケット
等の「食の賑わいと楽しみ」の施設に活用するのです。

かつて、日本で「食の賑わいの場」と言えば、東京築地でした。 しかし、築地市場は、豊洲に移転され、今では、無機質なコンクリートの塊の「豊洲市場」があるだけです。
豊洲に東京都が計画していた「食の賑わい施設」の計画も挫折しました。
東京が失ってしまった「食の賑わいと楽しみの拠点」を、横浜・山下新市場を中心に築き上げていこうではありませんか。 「フィッシャーマンズワーフ」は、アメリカ西海岸のサ

ンフランシスコにあり、カジノを持たない観光地サンフランシスコの観光の拠点となっています。そこに、私達がめざすべき、横浜の未来があるのではないでしょうか。

横浜がめざすのは、ＩＲのマカオか、フィッシャーマンズワーフのサンフランシスコか、今、市民に問います。

我々は横浜の地域特性を活かした経済振興策を構築する必要がある。



横浜の新観光振興策の立地について

横浜市における新たな観光政策の拠点は、市の調査結果の通り、都市型リゾートしての可能性が高い「山下埠頭」が適切であると思われる。
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新観光振興策のコンテンツ①

横浜市が新観光振興策創ることで期待されるメリットは、観光客の増加や雇用の創出による大きな経済効果であり、市税の増収による市民サービス
の充実である。

そのため、横浜の歴史的・地理的に由来する、港町としての特性を活かした集客施設を、Society5.0時代に相応しいDXを意識したコンテンツにより、
日本全国および世界から観光客を誘引することにより、経済効果を創出することが肝要であると考える。

横浜市とその近隣地区の特産品を活用することはもちろん、横浜港が「世界に開かれた扉」であることを再認識し、日本全国そして世界各国から最
新の情報とコンテンツを摂り込み、横浜流に加工することで、独自の魅力を発信できるだろう。

◆横浜の歴史と未来
横浜の港町としての歴史的・地理的特性を活かした集客施設とは何であろうか。
１８５３年７月８日、浦賀沖に、アメリカ東インド艦隊司令長官のペリーが率いる４隻の軍艦が現れた。当時、横浜村駒形とよばれたこの場所こそ、日
本を世界の中に引き出させた歴史的な舞台だったのである。

以来、世界に向けた窓口として、多くの外国人が渡来し、世界各国の多様な商品・文化で溢れ、横浜は発展してきたのである。また、海と山に隣接し
たこの地では、海産物や農作物が豊かであり、この地を訪れる人々の舌を魅了してきた。更に、外国語が飛び交うこの街では、欧米各国の先進的な文
明を日本が吸収するために、外国語の学習や先進的な科学(Science)、、技術(Technology)、工学(Engineering)、数学(Math)、リベラルアーツ
などを学ぶ国際教育のメッカとなったのである。

横浜市が、その歴史に基づいて、かつSociety5.0時代を牽引するような先進的なコンテンツによって、世界に発信するコンテンツを揃えるべきであり、
VR・AR・AIなどの最新テクノロジーを駆使し、未来への新たな扉を開いていく。

港町としての「食の賑わい」「国際人の育成」をテーマとした新観光振興策



新観光振興策のコンテンツ② 食の賑わい

横浜市は、海と山に隣接しており、海産物や農作物が豊かな地であった。黒船来航と横浜開港を経て貿易港として発展していく過程でたくさんの異国
文化が入り、 西洋の生活様式が入ってくることで、パンやアイスクリームといった食文化の中に、それらの食材はが活用され、この地を訪れる国内外の
人々を魅了し、多様な食文化を育んできた。

1931年2月、横浜市中央卸売市場本場は、全国で3番目、東日本では最初の中央卸売市場として現在の神奈川区山内町に開設された。
戦後、人口の急激な増加を背景とした取扱量の増加に伴い、施設の拡充整備を順次進めてきたが、施設の老朽化、狭隘化が進行したため、市場
機能の一層の充実を図るために抜本的な再整備を計画し、水産棟・関連棟は1986年9月に、また、青果棟は1992年3月に建替えが完了し、以降、全
国でも有数の市場として市民に安全・安心な生鮮食料品を供給する役割を担っている。

立地としては、横浜駅から徒歩で20分、神奈川駅から徒歩15分程度の好立地にあるが、その一方
では住宅やオフィスへの転用をした方が、地域として高収益を得られると思われる。

そのため、IRのコンテンツとして、横浜の食文化を代表する中央卸売市場を山下埠頭に移転し、フィ
ッシャーマンズワーフ・ファーマーズビレッジと融合させることで、集客力の高い観光施設と成り得るので
ある。

また、市場に小中高校のインターンシップを導入し、食材の育成、収穫、販売、調理などに携わり、
社会の仕組みを知る「職能体験」「食育」を行うとともに、外国人観光客への接客をすることなどで、
「外国語学習」「国際コミュニケーション」を習得する場として活用する。

「食の賑わい」と「国際人育成」の融合により「食」をエンターテイメントに



フィッシャーマンズワーフの世界での成功例
サンフランシスコで、最も多く観光客が集まるエリアのひとつであるフィッシャーマンズワーフは、目の前で水揚げされる新鮮な魚介類をさまざまなレストラ
ンで食べられることで有名となった。ここには本当にフィッシャーマン（漁師）がいて、船着き場では年季の入った船が波に揺れている。これらの船は1世紀
以上も漁に出て、今もなお、サンフランシスコ湾や周辺海域で魚介類を採りに海へと出て行くのだ。朝早く行くと、フィッシュアリー（魚の小道）という愛称
を持つピア47で水揚げするところを見ることができる。 何より都市の中心部に位置していることで、観光地としての立地条件に恵まれている。

サンフランシスコは、海に囲まれた治安のよいエリアで、世界で最大級の
チャイナタウンがあることも、横浜と近似しているため、成功事例としてベン
チマークとする必要がある。



日本のフィッシャーマンズワーフの状況

フィッシャーマンズワーフ白浜

和歌山県マリーナシティー

●

●
●

●

日本においてフィッシャーマンズワーフもしくはそれに準ずる施設はいくつ
かあるものの、極めて小規模である。

唯一、和歌山県のマリーナシティは、黒潮市場に加えて、遊園地、ホ
テル、マリーナなどの周辺施設をもっているものの、他のフィッシャーマンズ
ワーフと同様に大都市圏から車や電車で90～120分以上の距離となっ
ており、観光地としては厳しい立地条件に位置している。



横浜に相応しい「食の賑わい施設」とのどのようなものであろうか。

日本では右記の浮世絵のように、伝統的に港には寿司屋などの屋台が立ち並び、
漁師が水揚げした魚を直ぐに捌いて、屋台で食べる「食の賑わいエリア」があった。

しかし、、現在の日本には、サンフランシスコのような大都市の中心部に近接するフィッ
シャーマンズワーフなどの「食の賑わい施設」は存在しない。
フィッシャーマンズワーフは、漁港もしくは卸売市場と接続していることが望ましいが、横
浜市には漁港はないものの、比較的大きな中央卸売市場があり、これに隣接する場所に「食の賑わい施設」を作ることは理想的である。

つまり、横浜中央卸売市場に、横浜港観光市場(フィッシャーマンズワーフ+ファーマーズマーケット)を付加した複合商業施設があれば、横浜の湾
岸地域に、新たなランドマーク施設の誕生となることは間違いない。
観光市場は、横浜の歴史とともに、さまざまな食文化が受け継がれてきた魚市場を整備し、それらを支える、地域の食材、技術、おもてなしの心、さら

には新しい文化を取り入れた食を中心としたにぎわいを創出する「海辺の賑わいエリア」の開発事業を進めることが肝要である。
新たに誕生する複合商業施設は、の 3 つを基本コンセプトに整備を進める。

① 発見「いつも新鮮な発見がある海鮮市場」
② 体験「五感で食を体験できるコンテンツ」
③ 発信「地域の食と食文化の発信」

東日本最大級の新鮮魚介の場外市場（食のライブマーケット）を横浜ウォーターフロントのシンボルとして、東京湾の旬はもちろんのこと、全国から集
めた魚介類と農産物を横浜港観光市場(フィッシャーマンズワーフ+ファーマーズマーケット) に集結させる。
とれたての魚介食材と野菜・肉を使った和洋食、バーベキュー＆ビアガーデンや、大人も子どもも楽しめるマーメイドスイミングやスキューバーダイビン

グ施設や、漁船クルージングなどを体験が満喫できる“遊び体験を提供し、「食のライブマーケット」・「ディスカバリーパーク」・「アクティブマリーナ」という
3つのゾーンで構成する。
これらの施設は、現中央卸売市場で展開することは物理的に不可能であるため、山下埠頭に移設し展開する。

食の賑わい施設 = 横浜中央卸売市場×横浜港観光市場①



横浜港観光市場(フィッシャーマンズワーフ+ファーマーズマーケット)では、全国の契約漁港から直送し、とびっきり新鮮な魚介類をふんだんにディスプ
レイ。
「獲りたて」、「捌きたて」、「焼きたて」、「茹でたて」、「煮たて」、「揚げたて」の６つのコンセプト「調理テーマ」のボリューム満点な豪快フード類、地域
の名産品とされる、海や畑の生鮮食材・旬の素材を使用したご馳走やスイーツを提供する。

山下埠頭エリアを最大限に活用した
週末バザールマーケットの開催、食料
品から雑貨類・骨董品・西洋アンテー
ク・アウトレット商品・さまざまなテーマで
学ぶ各種体験教室・エンターテインメン
ト路上ライブ・コスプレイベント、更には、
海上にステージ設け 1 万人ライブ計画
も進める。

食の賑わい施設 = 横浜中央卸売市場×横浜港観光市場②



横浜市民・観光客に広く親しまれる海鮮・農作物市場を中心に「ハマの賑い観光拠点」は、
海外の大型マーケット並の 60,000 種類以上の品数を集めた市場と、イートインスペースやフ
ードコートを併設。
シーフードからオーガニック食材の取り扱い、６割以上の調理済み食品、専任料理人が各

コーナーでお客さまのあらゆるニーズに応えて調理してくれる等、365日縁日のような魅力的な
要素をふんだんに盛り込む。
中でも海外にはないマーケットの感動を誘引するため、商品が「きれい！」に見える工夫をし、

さらな屋内屋外を問わず「清潔さ」を担保し、その場所ににいるだけで気持ち良くなってしまう空
間プロデュースを行う。
その他、オンラインショップや宅配サービスなど購入チャンネルの多様化を図る。

食の賑わい施設 = 横浜中央卸売市場×横浜港観光市場③



固定的なテナントだけでなく、季節ごとの催事を開催し、常に新しい販売事業者を誘致し、
いつ来ても目新しい商品で溢れている状況を創出していく。

一方、ますます食に関して厳しい眼を持つ消費者にとって、もはや「美味しい・安心・安全」
は当たり前になっており、物販催事品においても消費者に納得していただくために、商品には
「こだわり」や「熱意」さらには「ストーリー」といった特徴的なコンセプトが備わることはもちろん
のこと、それをしっかりと伝える場所や機会が重要と考える。
私たちは、生産者の伝えたいコンセプトを、キッチンカーやワゴン店舗とのコラボレーション販

売により独自性の強い形・価値として消費者へ伝えたい。

週末バザールマーケットでは、フードトラックのイベントを開催し、特に流行に敏感な女性を
魅了するスイーツの展開に注力する。

食の賑わい施設 = 横浜中央卸売市場×横浜港観光市場④



海鮮マルシェのイベントでは定期的に「マグロの解体ショー」や来場者参加の「競り市」などを企画し、
観光市場の看板イベントの一つとする。

また、市場内の会場に釣り堀を設け、 「海釣り体験」をすることができるエリアを開設する。釣り上げた魚は、
その場で好みの料理にして食べることもできるし、持ち帰りも可能とする。

釣り体験は、屋外だけでなく、夜間でも雨天でも体験ができるよう、屋内設
備も併設する。

日焼けを気にする女性客や気温の寒暖に弱いお子さまにも、楽しんでいた
だけるよう配慮する。

食の賑わい施設 = 横浜中央卸売市場×横浜港観光市場⑤



食の賑わい施設では、卸売り、小売り、飲食(消費)だけでなく、新しい時代に向けた実証実験やSDGsを意識した教育的視点から第一次産業を考え
る「生産施設」を設置する。

生産性と環境配慮の両立ができる持続可能な農業として、世界中でアクアポニックスが導入されつつある。サステナブルな食料生産から園芸医療、
家庭菜園まで。その可能性に世界が注目している。

食の賑わい施設 = アクアポニックス(循環型農業)による生産体験①

◆アクアポニックスの仕組み
アクアポニックスのシステムは、植物の水耕栽培装置と、魚の飼育装置の２つに分かれる。
魚の飼育装置は、基本的に淡水魚用の閉鎖循環式陸上養殖システムです。飼育槽、ろ過槽（物理ろ過と生物ろ過）、水流ポンプ、エアポンプで構
成される。 これらを配管で植物の水耕栽培装置につなぎ、魚の飼育水を循環させることで、植物を栽培する。

野菜が育成するための栄養素は、魚の排泄物を微生物が分解して、植物に供給される。魚・微生物・植物の３者が生態系をつくり、バランスよく循環
する仕組みを整えることで、環境負荷が少ないもし循環型の農業が実現する。

このように、食の賑わい施設では、単に消費するということだけではなく、生産設備も併設する。



アクアポニックスで生産できる植物は、リーフレタスなどの葉物野菜やハーブ類が主であるが、
トマト・イチゴ・メロンなどの果菜類、バナナ・パパイヤなどの果樹やエディブルフラワーまで、幅
広く育てることができる。

また、育成する魚類は、イズミダイ・チョウザメ・ホンモロコなどの食用淡水魚が主で、観賞魚
では、錦鯉、金魚、熱帯魚なども育てることができる。 海水魚は、オニテナガエビ、ヒラメなど
も育成できると考えられている。

生産される農作物や魚類は、卸売市場や観光市場で販売されるが、家庭菜園として一定
面積を場所貸しすることも可能である。

食の賑わい施設 = アクアポニックス(循環型農業)による生産体験②

◆園芸医療
園芸療法とは、“花と緑で人を癒す”療法である。
いいかえると、草花や野菜などの園芸植物や、身の回りにある自然とのかかわりを通して、心

の健康、体の健康、社会生活における健康の回復を図る療法といえる。
園芸には、感じる、（植物と）過ごす、育てる、採る、利用するなど、多くの人の興味をひき、楽

しみながら精神や身体を刺激する要素、社会的健康を育む要素
が含まれている。
その結果、ストレス軽減、意欲回復、認知機能の維持・向上、

日常生活に必要な能力の維持・向上、社会性の向上、生活の
質の維持・向上など、いろいろな健康上の効果が期待でき、療法
となりうるのである。
食の賑わい施設では「食育」の一環として、アクアポニックスを活
用した園芸医療に取組んでいく。



◆イルカセラピー
イルカの特殊能力は、ストレスの多い現代社会において効果的であるという研究結果が多く公表されている。
今後の結果によっては、自閉症治療の確立だけでなく、健常者の精神的ストレスを解消する有効利用ができる可能性を持っている。

身体的機能障害へのリハビリテーション医療、重度小児病、末期がん患者などへの緩和ケアや、公汎性発達障害、学習障害、精神遅滞、注意
欠陥障害等発達障害児を対象としたイルカセラピーは社会的に
有用な方法だと考えられている。
身体的に障害を持つ人には、車椅子に乗ったままイルカとの触れ

合いプールに入ることができるようにする。
また、老若男女を問わず健常者の健康増進型の予防医療や

メンタルヘルスケア、リクレーション活動の一環としての利用価値は
大きいと考えられる。

医療・教育施設① イルカ セラピー＆エンターテイメント

◆イルカ介在型 エンターテイメント
イルカプールでは、医療分野だけではなく、プール内にライブイベントステージを設け、音楽

やダンス、ミュージカルなどエンターテイメントに活用できるスペースとして活用し、地域の人々
や観光客も参加できるイベントを開催する。

ここで開催する各種エンターテイメントは、日本語だけでなく、英語など外国語での開催を
行うこととし、英語教室やダンススクールなどの発表会などに活用する。

また、イルカプールの周囲には300～500人が食事をしながら鑑賞できるエリアを設け、ライブ
イベント会場としても活用できるようにする。



◆Mamaid Swimming 
イルカプールでは、生後6ヶ月からハイティーンを対象とした、マーメイ

ド スイミングという、歌やゲーム、ダンスなどリトミックをマーメイドになって
行うエクササイズスイミングのレッスンを行う。

年少さんから参加できる、AR「Augmented Reality の略」カリキュ
ラムクラスでは、現実世界に視覚情報を重複表示させる「 拡張現
実」を体験し、VR バーチャルリアリティ（Virtual Reality; VR）で、
よりリアルな体感を経験する。

“遊びを通した学びの体験” をコンセプトとし、スポーツ、エンターテイ
メント、工作、AR(拡張世界)等のアクティビティを通して音楽や芸
術・アートなどの力をつける教育を行い、同時に総合的な体力づくりと
行動能力を身につけるカリキュラムを提供する。

医療・教育施設② ドルフィン＆マーメイド スイミング



海・食をテーマとしたエンターテイメント施設の誘致
◆デジタル エンターテイメント(有料)
横浜港は日本で有数の世界に向けて扉を開いている港である。その港としての歴史と機能を体感できる施設を誘致することにより、集客と同時に横浜

の広報手段として活用できる。下記は空港内でのエンターテイメント施設の例である。

中部国際空港
チームラボ

羽田空港
1→10



食をテーマとした職能インターンシップ
◆職能インターンシップ
キッザニアなど楽しみながら社会のしくみを学ぶことができる施設が世界各国で注目されている。
かつての日本においては、「職・住一体」の家庭が多く、自分自身の親や友人の親が仕事をしている背中を見ながら社会の仕組みを知ることができた。
しかし、現代においては「職・住分離」が進み、大人がどのような仕事をしているのか垣間見ることができなくなっており、それによって「仕事とは何か」「い

ろいろな仕事が社会的にどのような役割を担っているのか」が分かり難くなっている。

そのことが原因となり、進学をする際の進路選択や就職をする際の職業選択において判断基準が無く、結果として離職率の低下に繋がっていると言
われている。

そのため、当施設では人間の基本的機能としての「喰うとは何か」ということを主題とした職能体験を「生産」「販売」「消費」の各段階で体験できる機
会を短期的インターンシップとして、全国の「幼稚園・保育所」「小学校」「中学校」「高等学校」に対して提供する。

具体的には、市場の各店舗や施設において、子どもたちが生産・製造・接客などの手伝いをすることで、それぞれの仕事の内容と重要性を体感するも
のである。

インターンシップの受入に際しては、大学生などのボランティアスタッフがフォローする。



宿泊施設 いけす併設ホテル等

◆ いけすホテル

水族館ではなく、いけす併設型のホテルで、レストランや各部屋
から回遊する魚を鑑賞できる。

また、好みの魚をオーダーして調理することができる。

レストランでは、時折ダイバーが現れ、回転ずし感覚で「本日の
お薦めの魚」を提示すると伴に、「調理法」についてもリコメンドする
という世界でも類例がないサービスにより話題性を創出する。



近隣施設との海上アクセス網の整備

◆ 海上アクセスの充実による相乗効果

横浜は港町であるにも関わらず、海上バスの運行エリアが横浜駅から山下公園までと
限定的な運航しかされていない。

運行エリアをアウトレットモールがある横浜ベイサイド、八景島シーパラダイスまで拡張
することによって、各施設への来場者を相互送客できる可能性がある。

また、山下埠頭にプレジャーボートのビジターバースを設置することにより、日本最大
級の停泊数を誇る横浜ベイサイド
マリーナや葉山マリーナからの来場
者を誘引することが可能となる。

陸路からの来場者だけでなく、海
上からのアクセスを充実させることによ
って、他の観光地と異なる体験を提
供し、差別化を図る。

●パシフィコ横浜・みなとみらい

●赤レンガパーク

●山下埠頭
●山下公園

●横浜ベイサイドマリーナ
＆三井アウトレットパーク

●八景島シーパラダイス

●横浜駅


