特集・横浜と工業⑤

金沢工業団地工場移転の経過とその課題
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三︱工場移転の経過

端に位置し︑横浜に残された唯一の市民

金沢工業団地は︑立地的に市域の最南

ばならない︒

せない重要施策として︑取上げていかね

題︑都市財政問題等市民生治向上に欠か

る︒

機能を有する立地条件を整えた事業であ

六︱おわりに

四︱移転の効果
五︱金沢工業団地の今後の課題

の海の公園に隣接した︑優れた環境に位
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横浜市の基幹事業である﹁金沢埋立事

置し︑地域と調和のとれた緑の工場公園

はじめに

業﹂は︑昭和四十三年に市議会において

として︑魅力ある団地づくりを目指して

一

計画決定され︑総事業費約一︑八〇〇億

いる︒昭和五十六年度から始った工場建

住工混在は︑工場の生産環境と住民の

張や近代的設備が思うにまかせず企業

まく環境の急激な変化の中で複合した今

日的問題に直面している︒たとえば︑

騒音︑振動︑工場排水等の公害に対

し︑住民意識の高まりの中で操業が困

し︑国際港として良好な立地条件下で︑

して企業活動への適切なアフタ︱ケアー

た企業の意欲は著しく高い︒今後行政と

都市再開発事業によって適地へ移転し

企業の受皿として良好な生産環境と流通

埋立てへの工場移転事業は︑混在地内の

ものになっている︒こうした中で︑金沢

都市化の波の中で借工場での操業よ

招き︑企業能率が低下していること︒

交通障害等にょり生活環境の悪化を

各種法令に基づく規制により工場拡

難になりつつあること︒

商工業の集積の展開がはかられ︑東京に

は横浜工業の発展はもとより︑雇用問

①︱事業のねらい

市街地に散在する工場は︑周辺をとり

円を投じ︑昭和四十六年から造成が進め

設は︑昭和五十七年度に入って続々と操

生活環境とを共に悪化させ︑特に公害に

間競争から落伍する不安が大きいこと

金沢工業団地の概要

られてきたが︑昭和五十六年度末におい

業を開始しており︑本年度末には︑工業

対する住民意識の高まりの中で企業は︑

二

てほぼ目標完成の域に達した︒

団地に中小企業を中心として約二五〇社

存立基盤そのものをゆさぶられる深刻な

もともと横浜は︑埋立ての歴史といわ

が操業することとなった︒

次ぐ全国第二位の人口二八〇万を超える

れるように︑埋立てにより市域を拡張

大都市を形成するまでに発展してきた︒
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ていること︒

り自己所有工場での安定操業を希望し

ウ︑海の公園

イ︑住宅用地
七〇ｋ

八二ｋ

ア︑都市再開発用地 二五八ｋ

この埋立地は︑金沢区富岡町から平潟

エ︑公共施設用地

二五〇ｋ

不足していること︒

公共事業による立退きで代替適地が

などの問題をかかえており︑企業が安

るもので︑中央部分に国道三五七号︵東

町に至る延長約七キロの海面埋立てによ

京湾環状道路︶が南北に走り︑道路を境

心して操業できる適地の確保は︑過密化

にして西側に住宅地︑東側に工場等の再

した都市においては︑より一層困難な状

回復する手段は移転によるしかない︒

より︑住宅地域と区切られた形状で整備

︵バッファーゾーン・幅員約五〇ｍ︶に

問発用地が配置され︑さらに緩衝緑地帯

況におかれ︑こうした立地条件を一挙に

金沢埋立事業はこうした企業に適地を

されている︒

提供し︑工場跡地の効果的な利用を促し

めると共に︑移転を契機に中小企業に対

市街地の再開発又は都市環境の改善を進

帰属意識を醸成し︑良好な団地の保全及

和五十六年三月に企業と分譲契約を締結

企業に分譲され︑三号地についても︑昭

一︑二号地は昭和五十二︑五十三年度に

工区別では︑一号地︵木材業関連用地

び運営をはかるために﹁金沢工業団地連

した︒これによって︑市域に散在する企

及び三菱重工業横浜造船所移転用地︶︑二

絡協議会﹂を組織した︒団地には︑今後

業の適地移転がはかられ︑企業は伸び伸

理化を促進し︑機能的団地を形成し︑全

取りくむ問題が山積しており︑行政と企

びと生産活動を行うことができ︑本事業

しては集団化による休質改善や経営の合

業をつなぐ窓口として︑また︑団地建設

の目的に沿って大きく前進することとな

号地︵卸売業︑運輸業等流通関連用地︶︑

マニュアルを作成する等自主的取組み体

った︒

三号地︵工業用地︶から成り立っている︒

制の確立は︑団地発展に極めて大きな意

進出する企業においては︑企業自ら団地

義がある︒

③︱団地内設備
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国的モデル団地づくりを目指している︒

②︱土地利用計画

の幹線道路と幅員二二ｍの補助幹線道路

団地内には︑東西と南北に幅員三六ｍ

〇ｋであり︑土地利用計画は︑およそ次

が設置され︑一般街路は︑幅員ごぶで︑

金沢地先埋立事業は︑埋立総面積六六

のとおりである︵図−１参照︶︒

金沢地先埋立土地利用計画図
図一１

の中に︑遊歩道と自転車道があり︒市民

って︑幅員一〇ｍの緑道が設けられ︑こ

内公園は︑三ヵ所設置され︑水際線に沿

配慮された区画が形成されている④団地

歩道を配し︑市民の散策道として十分に

し︑相互に操業上支障のないような形態

配置計画については︑概ね業種別に分類

心に多業種にわたっている︒このため︑

の企業進出が決定し︑業種は製造業を中

道路から北側の区画内に現在約四〇〇社

大きく区分すると山側から海側へ向かい

で配置を行った︵図︱２参照︶︒団地は

上下水道は︒整備され︑浬立地内に建

の利用に供せられる④

設された金沢下水処理場において︑終末
に分けられ︑境界地区には︑軽工業︑海
岸地区には︑屋外作業型の業種︑中央地

国道側の境界地区と中央地区︑海岸地区

企業のための︑中核として﹁勃横浜市金
区は一般の製造業を配置した︒

処理される︒また︑埋立地内に進出した

沢産業振興センター﹂が設置され︑各種

団地進出企業の殆んどが︑中小零細企

い団地とならないため︑業種別に組織化

サービス事業を行うこととしており︑既

団地内の交通手段は︑国鉄新杉田駅と

し集団の力により整然とした工場建設を

業であるため︑すべて個々に立地させる

京急金沢八景駅間の約一一加に新交通シ

本市が誘導し︑市民にも十分コンセンサ

に福利厚生事業の一部が開設され︑活動

ステム﹁金沢シーサイドライン﹂が予定

スを得ることができる工場街がようやく

ことは︑将来的にスラム化する等好まし

され︑現在︑設計の段階にある︒これに

形づくられてきた︒

に入っている④

よって土地利用計画に適した交通体系の
整備がはかられ︑埋立地に定時性のある

ステムは︑鉄道とバスの中間の中距離中

いかに生産効率を上げていくかが中心に

従来の工場新設計画は︑単一工場内で

⑤︱公害防止と環境

量輸送システムで︑無公客の快適な交通

進められ︑地域とのかかおりは︑殆んど

交通が確保されることとなる︒新交通シ

といわれ︑昭和六十一年度の開通が見込

配慮されない状況にあった︒社会環境の

すと同時に︑良好な環境保全対策にも力

た前提をふまえ︑公害防止には万全を期

移行してきた︒金沢工業団地は︑こうし

工場を建設することが不可能な時代へと

変化は︑地域社会との調和を考慮せずに

まれている︒なお︑当面の交通手段とし
て団地内を循環する︑市営バス路線を設
けている︒

④ｌ企業配置
工業団地内には︑東西に走る三号幹線
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金沢工業団地業種別配置図
図一２

ア︑業種別に地域ゾーンを計画配置

力の弱い中小企業にとって︒常に排水基

法をとってきた︒しかし︑経済力・技術

の維持管理について︑巡回・指導する方

責任をもって対処しなければならないが

害等について︒その発生源である企業が

は︑企業はその活勁に伴って発生する公

設を使用する企業側の負担とした︒これ

のである︒

かつ恒久的な工場排水対策を目ざしたも

ような後追い的なものではなく︑先進的

点をおき︑次のような措置を講じている

イ︑中小企業対策として︑工場排水前

準値を満たすような除害施設を維持管理

特に中小零細企業は︒企業独自で効果的

工場移転の経過

することは難しい①

①︱登録制度と移転計画指導

三

処理施設を設置し︑汚濁排水を一次

にその解決を図ることが困難である場合

四年から五十一年にかけ数回にわたり移

が多い︒さらに︑工場の移転は用地費︑

転希望企業実態調査を行った︒この結果

そこで︑三号地では金沢埋立事業の目

そこで︑本市が中小企業対策の一環と

をふまえ︑昭和五十二年に移転希望企業

的に沿って︑進出する企業のうち捺染・

工場移転に対する希望企業の実態把握

して︑公害防止事業団から融資を受けて

豆録申込制度を実施した︒これは︑工場

のため市内の事業所を対象に︑昭和四十

害のない工場団地を形成するため︑中小

建設した本施設にかかる企業の建設負担

工場建設費︑設備費など︑膨大な資金需

企業を対象として共同前処理方式による

費の返済期間を長期にし︑その間利子補

移転事業の円滑な進展を図るため希望企

要を必要とする︒

工場排水処理を積極的に取り入れること

給を行い︑この目的を達成しやすくした︒

業の現状︑経営内容の把握︑組織化︵後

染色業︑表面処理業︑メッキ業からの排

にした︒

⑥維持管理体制と利点

千万円と一年半にもわたる工期を要し︑

年九月に工事着工し︑事業費約三六億七

︱福浦工場排水処理場は︑昭和五十五

持管理費は︑施設を使用する企業が負担

め︑下水道局が行ない︑これに必要な維

管理については︑専門的技術を要するた

本施設の所管は経済局に雌くが︑維持

移転の可能性を探った︒実態調査につい

業に対し︑実態調査及び財務分析を行い

社の登録申込をみた︒これら登録申込企

述︶への参加を目指したもので︑四九七

以上のような工場環境の美化︑海岸線

申請ができない仕組みとした︒

水系統別に企業配置を定めている︒これ

・七ヘクタール︶に配置し︑さらには排

号地の中央に位置する六区画内︵約一六

る︒また︑この施設を使用する企業を三

る工場ばかりでなく︑公害発生工場︑住

このように︑この事業は︑現に移転す

く︑綿密な指導ができることである︒

視業務を集中して行なえるので︑効率良

あり︑行政側にとっては︑工場の排水監

水をまとめて経済的に処理できることで

の利点は︑企業にとっては複数の工場排

することとした︒また︑共同前処理方式

の景観保全等快適化を推進し︑緑の工場

は︑各ブロックに埋設してある排水管の

処理能力は︑表︱１に示すとおりであ

この施設で処理する工場排水の種類と

昭和五十七年三月に完成した︒

三号地内に建設した共同前処理施設

⑦建設工期と企業配置

水については︑水質公害の万全を図り公

処理後下水処理場で終末処理を行う
ウ︑工業用于不ルギーを電気︑ガスに
限定
エ︑建屋構造物の最低仕様基準を設定
オ︑建設業︑資源再生業等の業種は︑
三〇％以上の建屋建設を義務付け︒
原則屋外作業の禁止
カ︑住宅︑飲食店等の禁止
キ︑ブロック及び万代べいの禁止
ク︑公道の外周に沿って緑地帯の配置
ケ︑路上駐車の禁止
コ︑環境保全の見地から建築協定の締
結
サ︑公害防止計画書を作成させ︑公害
防止の徹底をはかるとともに計画の
事前協議を進出の条件とし︑本市と

街として市民に対し親近感︑地城との融

関係によるものである︒

排水対策であり︑従来の工場排水対策の

り三号地へ誘致させる工場も含めた工場
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協議の整わない期間内は︑建築確認

和とイメージアップ促進をはかった︒

本施設は︑横浜市が建設し︑維持管理

工混在地に立地する工場など将来にわた

を行なうもので︑これに要する費用は施

④費用負担

今までの工場排水対策は︑除害施設の

⑥︱共同前処理施設

必要な工場には工場ごとに設置させ︑そ

1

企業面積と排水量

表―

の状況︑移転に対する意欲及び協同組合

・振動等の公害の有無︑作業内容︑周辺

ては︑操業している工場を訪問し︑騒音

回開催する中で︑協同組合による進出が

ついて説明した︒この業種別説明会を数

市の方針並びに公的資金の融資条件等に

別の組合準備会を順次設立に向け指導し

望ましい企業をある程度選定し︑業種別

た︒本市では︑組織化指導を行う中で︑

の組織化への参加希望等の把握を中心に

財務分析については︑企業から過去三

組織化に対し︑各種の助成・補助を行っ

にグループを一五〜二〇に分類し︑業種

期分の決算書の提出を求め︑経済局中小

行った︒

企業指導センター

④組織は人
組合準備会設立の重要な事項は︑リー

てきた︵年表参照︶︒

ダーの決定である︒各グループ︵組合準

ターシステムにより集計分析し︑企業の

た︒この財務分析の結果に基づき︑中小

資金面からの移転可能性等の資料とし

企業診断士の協力をえて︑各企業の資金

備会︶とも見知らぬ同士の集まりという

内容︑団体の役員歴等を考慮しリーダー

ことで︑本市において︑企業規模︑経営

を推薦した︒リーダー決定の後は︑リー

た︒このようにして︑企業の把握及び協
同組合の組織化のための企業の選定を行

計画について個別にアドバイスを行っ

い︑募集中込に向け作業は進められた︒

ダーを中心に会合を重ね︑会費・規約一

には︑長期低利な公的資金の導入及び中

中小企業が︑円滑に工業団地へ進出する

単独による資金調達が困難な状況にある

は中小企業にとって大きな負担である︒

長期不況の経済情勢の下での工場移転

小企業高度化資金・公害防止事業団資金

画の作成をはかり︑また︑公的資金︱中

にその連帯を強め︑移転計画及び資金計

組合準備会は︑リーダーを中心に日まし

バーが固定し︑組合準備会を設立した︒

頻繁に重ねる中で︑グルーフ内のメシ

積立金等を決定した︒このような会合を

小企業同士の連帯が不可欠である︒こう

︱の導入を決定し手続を進めて行った︒

②︱中小企業の組織化指導

した認識の下に積極的に中小企業の組織

また︑軌道に乗った組合準備会にとっ
て︑メベハーの連帯の要としての事務局

化︱協同組合づくり︱の指導を行った︒
⑦業種別組合準備会

を指導した︒リーダーと事務局長に人を

の設置が必要と判断し︑事務局長の採用

ら五十三年にかけ︑全休説明会並びに業

得て︑各グループはより連帯意識を強め

登録申込企業に対し︑昭和五十二年か

種別説明会を開催し︑組織化へ向けた本
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組織化状況
表― 2

引先との時間的関連からと考えられる︒

団地に立地上近接した事業所が多く︑取
動は︑通常考えられない早期工程のうち

を各関係機関と折衝するなどの熱心な活

中であり︑一部は既に使用している︒同

﹁横浜市金沢産業振興センター﹂を建設

積極的に移転計画を進めていった︒この

一〇〇ｋ内に企業が移転しつつあり︑協

センターの施設概要等は次のとおりであ

金沢工業団地への工場移転事業は︑移

議会では︑一〇地区の小組織をつく列１

イ施設内容 ︵表︱５のとおり︶

ようにして︑各組合準備会は︑五十四年

転を希望する企業の大部分が中小企業で

ウ建設費 二六億三︑二〇〇万円

る︒

とおり一五の組合の発足をみた︒これら

あるため︑本市では︑公的資金導入やさ

事業の円滑化をはかるとともに︑委員会

目五の二 四・二ヘクタール

境づくりを進めてきた︒他面︑理想的工

広い範囲にわたり極めて積極的に展開さ

ころとして大きく信望を得︑その活動は

従業員の福利厚生機能を合わせもつ︑他

機能を有し︑②企業活動の円滑化機能と

のシンボル的施設で︑進出企業の中核的

同センターの特徴は︑①金沢埋立事業

市金沢産業振興センター

業団地を計画的に推進していくために

れている︵表︱４参照︶︒

現在︑団地内の三号幹線道路北側の約

協同組合は金沢工業団地において︑中小

らには︑企業経営の近代化を推進し︑中

組織によって部門別に問題の処理にあた

工建設及び運営主体 財団法人 横浜

に付帯工事を完成に導いた︒

企業の共同化・高度化を先駆的に行って

小企業の組織化にょり理想的工場の建設

っている︒このように協議会の体制もよ

芭金沢工業団地連絡協議会

おり今後の発展が大いに期待されるとこ

をはかる等可能な限り企業に対する側面

より協同組合を正式に設立し︑表−２の

ろである︒

支援を行い︑企業が容易に移転できる環

ア位置及び敷地面積 金沢区福浦一丁

価募集と選考

うやく軌道にのり︑企業の精神的よりど

九月二十日から十月十九日まで一般公開

は︑進出企業の参画が不可欠である︒移

金沢工業団地の募集は︑昭和五十四年

公募にょり行われ︑その結果︑四六二社

転事業は企業自らの問題である以上︑よ

の応募があっ巡︒

卵横浜市金沢産業振興センター

くことが︑団地形成の上で重要なポイン

り意識的に自主運営の方向へ誘導してい

滑化︑従業員の福利厚生︑さらに団地環

金沢埋立地へ進出する企業の活動の円

道等と一体となった緑地の設置等団地環

に類例を見ない施設であり︑③公園︑緑

これら分譲申込企業について︑経営内
容把握のため︑財務分析及び実態調査を

境の維持・保全に寄与し︑④建設費に市

をはじめとする諸問題にとりくむための

境の保全等を図ることを目的に︑現在︑

工場操業に伴う公害及び周辺状況等を調

企業による企業のための自治組織が︑昭

トであり︑こうしたことから︑情報機能

査した︒調査終了後︑横浜市条例に基づ

和五十三年に入り︑発起人の手により急

実施し︑主として︑資金力等資格要件︑

く﹁横浜市金沢埋立地内工業団地移転事

協議会は︑発足当初︑士地分譲が未確

速に進められ︑この年の十月連絡協議会

定の時期に︑移転を希望する登録企業に

業所選考審議会﹂が開催され︑応募企業

人︑市会議員七人︑本市職員八人で構成

よって結成されたのがスタートである︒

は︑設立された︒

され︑初回は︑昭和五十五年七月九日に

会員への情報交流をとおし︑組織固めに

の進出の可否について︑選考審査が行わ

開催され以後昭和五十六年五月六日まで

理解を深め︑埋立地という原野同様の特
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れた︒選考審議会は︑学識経験者一〇

に計六回にわたり開催された︒選考にあ

道路︑上下水道︑電気︑ガス等も未整備

殊条件下にあった移転予定地については
で︑こうした付帯設備の早期実現の促進

たっては選考基準を設定し︑これに基づ

た︒進出企業は︑ 表︱３にあるとおり多

き厳正に審査され︑進出企業が決定され

業種であり︑区別では︑金沢区など工業

移転事業所の業種別・区別集計表
表−３

会等︑多彩な資金導入を図っており︑⑤

費のほか進出企業︑県︑日本自転車振興
業間交流が深まり︑③施設の一般開放に

同士の接触の場が出来たことにより︑企

進は︑資金調達力に脆弱な中小企業に公

業が主なねらいである︒特に組織化の推

化事業による一戸建ての工場団地︑小規

された︒中規模企業集団は︑工場等集団

れた空間スペースをもつ工場環境が確保

景観のよい工場アパートが建設された︒

模企業集団は︑工場共同利用事業による

移転によって︑合理的工場レイアウトが

的資金の導入︑事業所間の受発注の促進

等の効果は大きい︒組織化は︑準備段階

図られ︑従業員の労働環境が改善され︑

共同化による設備の二重投資を防止する

で二〇のグループを構成したが︑統合や

ひいては︑従業員の生産意欲や質を高め

より近隣住民と進出企業との融和の芽が

今後︑昭和五十八年には︑全ての施設

分散等で最終的には一五の集団化の成功

その活力は︑企業競争に負けない体質強

特に建設費に進出企業の負担を得るなど

共に︑建設準備から運営まで進出企業代
が完成するので︑その機能を有効に生か

をみた︒このことは企業はもとより︑関

生じている︑などがあげられる︒

表の参加を得ており︑⑥施設を広く一般
し︑金沢埋立地全体の発展に寄与するこ

係する県市その他関係機関の努力の積重

民間活力も取り入れた資金計画をすると

にも開放し︑市民と進出企業の融和の場
ととなろう︒

まだ一部施設が使用開始されたばかり

の集積する工業団地も︑登録制度の採用

から五年目の昭和五十七年から操業が開

化へとつながっていく︒多業種︑多企業

始され︒連絡協議会や各企業間での情報

ねの結果︑当初計画どおりの成果をみる

既に移転操業している組織化した中小

移転の効果

としている︑などである︒

であるが︑現時点での評価を試みると︑

企業群は︑従来と全く異る緑地帯に囲ま

ことができた︒
移転事業は︑市内の住工混在の解消と

①中小企業では設置が困難な体育施設等

中小企業の共同化の推進による高度化事

②昭和57年度事業（第２期）

の福利厚生施設が使用でき︑従業員対

(i昭和56年度事業(第１期)

策︑雇用対策にもプラスになり︑②企業

四
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・ 57年年度事業
昭和56
表5

各委員会の役割
表−４

金沢地先工業団地移転についての年表
年月

主な経過

41.

5横浜国際港都建設総合計画の一つとして，金沢
地先埋立事業計画を立案
42. 9港湾審議会（運輸大臣の諮問機関）において異
議ない旨の答甲
10運輸大臣から市長あて埋立計画は適当の通知
43. 7金沢地先埋立事業計画市議会にて可決（埋立面
積＝660万㎡ 工 期＝昭和43〜47年度 総事
業費＝412億8,900万円）
８マルク債発行（第１回90億円）
44. 7移転希望企業調査実施（調査対象 市内全工場
（5,899） 移転希望830工場）
９マルク債発行（第２回98億円）
45. 11埋立免許取得（港湾区域）
ｎ金沢地先埋立事業市街地の工場移転並びに跡地
利用に関する基本方針決定
12経済局に工場移転指導課設置
46. 3金沢地先埋立事業起工式
９マルク債発行（第３回96億円）
12金沢地先埋立事業計画一部変更（工 期 昭和
43〜52年度総事業費912億6,900万円）
12工場移転希望アンケート調査実施（工場実態調
査により実施 移転希望560工場）.

年月
53. 12

54.

4公害防止事業団事業資金導入ヒアリング
６工業課に名称変更
８高度化資金導入事業実施計画書作成（工場等集
団化事業３組合準備会）
8 3号地（金沢工業団地）の分譲方針決定
８金沢地先埋立地３号地における工場排水の共同
前処理について方針決定
9〜10金沢工業団地（3号地）企業申込受付
10工場等集団化事業３組合準備会高度化予備診断
実施
54. 10横浜市中小企業団体共同施設整備助成金交付要
綱施行
10〜56.3移転希望企業の業種別協同組合設立（15組合設
立）
11工場等集団化３組合高度化事業計画診断実施
11高度化資金導入工場共同利用事業概要書作成
（工場共同利用事業３組合）
55. 6工場等集団化３組合高度化事業計画診断に対す

2横浜市金沢地先埋立問題協議会設置
５埋立免許（2号地）取得
６金沢地先２号地埋立工事着手
48. 3横浜市金沢埋立地内工業団地移転事業所選考審

を勧之ふ
７「工場センター」（仮称）建設について方針決
定
７金沢工業団地進出指導基準作成
７工業団地移転事業所選考審議会開催（56.5まで

議会条例制定
８金沢地先埋立地における「工場センター」計画

６回開催し３号地進出企業決定）■
９工場排水前処理施設建設工事着工

の推進および用地の確保について基本方針決定
９金沢地先埋立地の工場排水対策について基本方
針決定

９工場共同利用事業３組合事業実施計画書作成
９金沢工業団地工場アパート建設計画作成
10 公害防止事業団事業資金導入８組合ヒアリング
11工場等集団化３組合高度化事業建設診断実施
12公害防止事業団共同利用建物譲渡申込書提出
（８組合）
12金沢工業団地内定企業説明会開催

49.

3埋立免許（3号地・海の公園）取得
３工場移転希望企業調査実施（移転希望513社）
４金沢地先3号地埋立工事着手
12金沢地先埋立事業計画一部変更（工 期 昭和
43〜56年度 総事業費1,776億8,800万円）

7工場アパート希望企業調査実施（従業員20人以
下の移転希望企業157社中工場アパート希望76
社）
12工場移転希望調査実施（移転希望944社）
51. 2金沢地先埋立地の緑化について基本方針決定
２金沢地先埋立地1号地（金沢木材センター）企
業中込受付
４金沢地先埋立地移転事業所の跡地の利用及び買

52.

1は絵崇業に係る固定資産税，特別土地保有税及

び事業所税の免除に関する条例制定
12条例施行規則制定

47.

50.

主な経過

56

2工場センター建設等準備委員会開催
２分譲決定企業説明会開催
２工場等集団化3組合土地分譲契約締結
３私道負担企業説明会開催
３ブロック別企業説明会開催
３前処理企業建設費負担説明会開催

収に関する基本方針決定
７工場移転希望企業実態調査実施

３金沢工業団地土地分譲契約締結（個別企業）
３金沢工業団地における建築協定の締結指導につ
いて方針決定
３公害防止事業団と８組合「共同利用建物建設業

3金沢地先埋立地都市再開発用地（2号地・３号
地）の分譲について方針決定
３金沢埋立地2号地（金沢流通団地）企業申込受

務受託および譲渡契約」締結
４工場センター設立準備担当（副主幹，主査）設置
５金沢工業団地進出企業説明会開催

付
4〜6移転希望企業に対する登録制度実施（登録企業
j§と貿11兄
埋立地の公害防止対策について基本方
9
針決定
９移転希望登録企業に対する全休説明会開催
９横浜市金沢埋立地内工業団地移転事業所選考審
議会条例の施行期日を定める規則制定
10工業団地移転事業選考審議会開催（53.5まで４
回開催し２号地進出企業決定）
11移転希望登録企業に対する業種別説明会開催
12中小企業高度化資金制度の県市協調実施に関す
る協定締結
53. 4金沢地先埋立地都市再開発（3号地）の応募資
格について方針決定
４横浜市中小企業集団化事業補助金交付要綱施行
５移転希望登録企業財務面接調査実施
6〜7移転希望登録企業業種別会合実施
6〜54.1移転希望登録企業業種別組合準備会結成
10金沢工業団地移転希望企業連絡協議会結成
10埋立地内私道整備等助成金交付要綱施行
11 2号地流通関連企業団地の整備に関する基本方
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５金沢工業団地連絡協議会に名称変更
６財団法人横浜市金沢産業振興センター設立
７工場共同利用事業3組合土地分譲契約締結
協同組合（15組合）起工式実施
8〜57. 1
９公害防止事業団・８組合・横浜市で土地分譲に
係る三者協定締結
９金沢工業団地建築協定認可申請
10公害防止事業団土地分譲契約締結
10中国大連市・無錫市が金沢工業団地見学
11横浜市金沢産業振興センター起工式
12金沢工業団地建築協定認可
3工場排水前処理施設竣工
57.
３金沢工業団地追加企業（公共事業関連企業等）
土地分譲契約締結
〜４協同組合（15組合）竣工式実施
４横浜市金沢工業団地工場移転に係る公害防止事
業団建設譲渡事業資金の利子補給金交付要綱施
行
５横浜市金沢埋立地内工業団地移転事業所選考審
議会条例廃止
７横浜市金沢産業振興センター事務所開き
７福浦工場（工場排水前処理施設）竣工式

38

つあり︑こうした集積の効果は︑団地一

る︒

業団地の今後について述べることとす

と移行するに伴い︑大量生産・使い捨て

危機を経て︑日本経済が安定成長経済へ

進めていかなければならない︒

が埋立地全休のまちづくりをも積極的に

(ア)新しい工業のまちづくり

ケースもあり︑一部は︑公園用地等公共

って住民間で活発な論議が行われている

れているが︑他方では︑利用方法をめぐ

るものである︒跡地協議は︑順次進めら

議を義務づけ︑用途純化をはかろうとす

協定を締結し︑処分については︑事前協

題であり︑本市と企業との間で跡地利用

は︑都市環境の整備と直結する重要な間

を凶ることが将来にわたる発展の鍵とな

ち速く︑本団地に取り入れ工業の活性化

などである︒このような新技術の波をい

の開発︑情報シスケムや資源リサイクル

つくる核融合炉の開発︑光通信・新素材

オテクノロジー︑エネルギーを無尽蔵に

によるロボット化︑生命工学によるバイ

せてきている︒エレクトロニクスの普及

今や新技術の波は津波のように押し寄

り︑省資源・省エ不ルギーを促進するリ

地内の資源再生卸売企業との連携をはか

の採用や︑横浜市廃棄物資源公社等と団

団地においても︑これら再生利用の技術

と資源再生利用の実験を行っている︒本

プラントがあり︑都市ごみ処理の円滑化

源再生利用技術シスケムの研究開発︶の

業技術院による﹁スターダスト棚﹂ ︵資

命は大きい︒金沢埋立地には︑通産省工

豊かな人間生活形成の視点から︑その方

効率の視点のみで見るべきものでなく︑

企業が中心である金沢工業団地は︑経済

の共生へと発展していくと信ずる︒中小

化の形成が︑住宅地を含めた地域社会で

合理化のみならず︑知識集約化・工業文

団地の一体化を促進し︑企業の近代化・

をめざし活動している︒企業参加による

立され︑企業参加によるエ業団地づくり

で構成する金沢工業団地連絡協議会が設

団地には企業の自主的参加にょり全企業

域社会の形成が求められる︒既に︑工業

工業団地と住宅地との融合︑新しい地

時代の見直し︑資源の節約一再利用の推

交流を通し︑相互の受発注も活発化しつ
体化の気運を盛りあげている︒

進が叫ばれるに至った︒省資源①資源再

事業用地として買収も進められている︒

る︒本団地には︑前述したように各種業

サイクル技術の開発・普及のための諸施

①︱技術先端化へ

住工混在地区の工場の受け皿づくりは

種の製造業が集積しており︑異業種間の

策を整備することが肝要である︒

移転の開始に伴う工場跡地の有効利用

都市計画︱や経済政策︱から好ましいも

技術①情報交流や新たな技術の開発・産

生は︑時代の要求であり︑その社会的使

のではある︒古い歴史を経て形づくられ

業化の可能性を秘めている︒

する企業の活動の円滑化と︑従業員の福

る︒このセンターは︑金沢埋立地に進出

が︑金沢産業振興センターであるといえ

本団地の技術先端化の中核となるもの

みらい21は一八六ｋであり︑計画区域の

のポートアイランドは四三六ｋ︑みなと

つ新しい″まち″を生んだ︵因に︑神戸

金沢埋立地は六六〇ｋに及ぶ広さをも

広がりを持つものから︑小さいものは協

(イ)イベントによるまちづくりを

向をとらえなければならない︒

た既成市街地内の住工混在を一挙に解消
するには︑余りに都市が過密化しており

利厚生の充実を図り︑併せて団地環境の

大きさが際だっている︶︒この埋立地は

同組合の展示会等まで１を集積し︑継続

インパクトを与える効果がある︒経済的

けがなされ︑また独自文化を生む大きな

金沢工業団地を中心とする地域の性格づ

このイベントの定着①恒例化により︑

的に展開して︑定着化させる︒

可能なイベントー大きなものは国際的な

トを今後検討すべきである︒金沢で実行

団地を中心とする金沢埋立地でのイベン

に︑新しい地域社会づくりとして︑工業

工業︵経済︶の活性化をはかるととも

なお二十一世紀へ向けて︑立地政策は一

保全等を図る目的で建設されている︒今

工場︑住宅︑海の公園そして公共用地が

③︱地域社会との調和

層重要な課題であろう︒

後は︑より広範な目的の達成をはかり︑

計画的に配され︑理想的なまちづくりと

金沢工業団地の今後の課題

住工混在の解消︑都市再開発︑中小企

立地に恵まれた工業団地の核としての役

五

業の商度化等をねらいとした工場移転事

なっている︒

団地の理想化を当然はからねばならない

の新しい住宅地がある︒私たちは︑工業

る︒この工業のまちと隣接して職住近接

金沢工業団地は新しい工業のまちであ

割は大きいものとなろう︒

売業の企業群の進出がある︒二度の石油

本団地の特徴のひとつに︑再生資源卸

②︱資源リサイクルへの期待

業は︑金沢をもって完了した訳ではな
い①木市において︑金沢工業団地をモデ
ルケースとして︑引き続き移転事業を工

かなければならない︒ここでは︑金沢工

業立地施策の中で︑地道に取り組んで行
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効果だけでなく文化的効果の大きいイベ
ントの推進主体は︑企業・住民を中心と

形での土地利用が計画され実行された︒

金沢工業団地の今後に大いに期待し︑関

が始まっている︒この動き出した工業団

たいものである︒

もこのプロジェクトの意義を考えていき

金沢工業団地では︑企業９工場移転が本

地は横浜工業振興の中核として︒今後よ

おわりに

金沢工業団地及び金沢埋立地は︑いま

り大きな発展がなされねばならない︒ま

はかり横浜経済の一翼を担５よう今後と

を含めた市民の参画により︑今後の金沢
大きな節目に来ている︒ハードウェアと

さに︑二十一世紀にむけスタートしたこ

係諸機関︑民間企業等との協力︑連携を

の期待の芽をはぐくむことになる︒二十
しての金沢はほぼ完結に近づいている︒

の工業団地に︑行政としても引き続き積

六

一世紀にむけた金沢工業団地の将来計画
しか七︑ソフトウェアの面では金沢はい

極的に対応していかなければならない︒

格化している︒無公害・緑の中での操業

は︑地域社会での連帯を基盤に︑行政と
ま生まれおちた所といえる︒一〇数年の

する民間団体を考えるべきである︒企業

企業・市民の双方に課せられた課題であ
年月をかけ︑金沢埋立事業は理想に近い

高橋・吉田・稲村＝同課﹀

︿山田＝経済局工業課主査︑大谷︒

ろう︒
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