新しいまちづくりから
確かな未来が見えてくる。

1964年（昭和39年）の浜松町駅周辺。
右にモノレール、左に東海道新幹線、
奥に首都高速道路を臨む。

未来へ、つなげる

浜松町・竹芝エリアの歴史をひもとき
地域の声を未来へ発信。
2 019
Vol.02
May

Pick Up Point

浜松町・竹芝エリアを未来へと導く
時代の変遷と積み重ねてきた歴史をひもときます。

街の賑わいの原点を求めて
浜松町・竹芝エリアを時間旅行！
人々が集い、文化を築いてきた
海辺の街の足跡をたどってみました。

竹

芝は、約90年前の埋め立てによって生ま
れた新しいエリアです。一方、浜松町エ
リアは、江戸開幕以前から人々が行きか

い、多様な文化が育まれてきた街。その歴史的な記
録は、はるか平安時代まで遡ることができます。そし
て1696年、遠州・浜松出身の人物が名主となったこ
とから「浜松町」という地 名が定 着。現 在のJR
浜松町駅開業を契機に、現在につづく飛躍的な
発展を続けてきました。伝統ある社寺や商店街の
文化・賑わいを受け継ぐとともに、常に新しいカル
チャーを生み出しています。
そして今、平成から令和へと時代が移りゆく中で、

平成

浜松町・竹芝エリアの新たなページが開かれようとし
ています。古き良き伝統と新しい価値観が交錯し、

1998

令和

都心に残された希少な水辺の環境を活かしたまちづ
くりで、多様な人々を引きつけ、賑わいを生み出すこと

年

暮らしと共にあった地域の歴史を振り返りつつ、その

2017年6月の閉館まで、長きにわたり上質な
文化・芸術を発信しました。自由劇場は劇団
四季の創立50周年記念事業として2003年に

先に広がるまぶしい未来に、思いを馳せてみませんか。

オープン。現在も歴史を刻んでいます。

を目指しています。長きにわたり集いの場として人々の

明治

1909

都心にいながら心うるおう街が新たにオープン。
自分と向き合うおだやかな時間を刻み、脳や心
を心地よく揺さぶる文化やアートを発信する「つ
ぎの豊かさを生み出すまち」を目指しています。
周辺では、
「都市再生ステップアッププロジェクト
（竹芝地区）
」も開業予定。街の賑わいが広が
ります。

昭和

年

水浴場として、また、潮干狩りや釣り船などの
行楽客で賑わいました。

1654

年

浜離宮の原型が誕生
浜離宮恩賜庭園の原点となった「甲府浜屋敷」
。
後に将軍家の別邸となったことを契機に「浜御
殿」と改称され、さらに造園・改修を経て現在
の庭園が完成しました。

平安

1005

年

芝大神宮、創建
天照大御神、豊受大神の二柱を主祭神として
祀り、
「関東のお伊勢様」とも尊称される芝大
神宮。江戸時代には関東一円の庶民信仰を集
め、社頭は大いに賑わいました。

年

東京五輪開催を目前に控えた9月17日、都心と
羽田空港を結ぶ交通機関として開業。
「日本の
交通革命」とも称され、休日には浜松町駅に
長蛇の列ができるほどの人気でした。この頃、
東京タワーや首都高速道路などが建設され、
浜松町エリアはさらに大きく発展します。

国鉄東海道本線品川駅～烏杜駅（現・新橋駅）
間開通と同時に開業。現在の風景とは異なり、
海岸が駅近くまで迫っていたため、日本初の海

江戸

1964

東京モノレール、開業

JR 浜松町駅、営業開始

浜松町駅、
明治42年12月16日
開業

年

WATERS takeshiba、誕生

劇団四季
「四季劇場 [ 春 ] [ 秋 ] 」オープン

刺激し合う街で胎動を始めたWATERS takeshiba。

2020

室町

1393

年

増上寺、開山
徳川家康が関東を治めるようになって間もなく
徳川家の菩提寺として選ばれ、豊島郷貝塚
（現在の千代田区平河町から麹町にかけての
地）から現在の芝の地に移転しました。

Key Person’s Voice

歴史と革新。双方の視点から浜松町・竹芝エリアを支え、
見守る方々から、メッセージをいただきました。

新しい伝統を生み出そうとする人々の思いが
地域の賑わいを生み出す

はなの しゅうへい

NAME： 花野修平さん
POSITION：
一般社団法人竹芝エリアマネジメント

新しい“地域協創”が
生まれるのが
楽しみです

NAME：

一過性の盛り上がりで終わらない
継続的に価値を高めていくまちづくり

たなか あつのり

田中敦典さん

竹

POSITION：
一般社団法人竹芝エリアマネジメント事務局長

周辺の事業者とも手を携え
水辺の街に賑わいを生み出す

「世

芝エリアマネジメントは、
「都市

目指しています。2013年のエリアマネジメント

再生ステップアップ・プロジェク

活動開始から約6年。だれもが愛着を持てる

ト（竹芝地区）※」をきっかけ

まちづくりを目標に、シンポジウムや勉強会、

に組成されたまちづくり団体です。昨年、

賑わい創出のための社会実験などを重ねてき

港区から都市再生推進法人の指定も受け、

ました。社会実験では、埠頭を活用した地

「竹芝地区まちづくり協議会」と両輪となっ
て、賑わいあるまちづくりの実現に向けて
活動しています。

域コミュニティイベント「夏ふぇす」や旧芝離
宮恩賜庭園をライトアップした「芝離宮夜会
（庭園夜間開放）
」などに取り組み、地域活
性化に挑戦しています。おかげさまで地域の

界のどこにもない国際ビジネス

古い歴史を持つ街には、そこに暮らす人々

拠点づくり」を掲げ、国家戦略

のつながりや地元への愛着から生まれる“個

方々や行政からも信頼と評価をいただけるよ

特区の枠組みの中で、東京都

性”や“魅力”があるものです。その点竹芝エリ

うになってきましたが、こうした連携に終わり

と共同の再開発事業をすすめてきました。

アは、埋め立て地であり大部分が昭和以降

はありません。開発は順調に推移しており、

竹芝周辺は1990年代のウォーターフロントブ

に生まれた新しい街なので、歴史的な伝統を

2020年にはステップアップ・プロジェクト開業

ームで一時代を築きましたが、その後建物

持ち合わせていません。また、埠頭や劇場の

やWATERS takeshibaの開業含め“まちびら

の老朽化など街全体の活力が薄れつつあり、

ように人が集まる施設があるし、ウォーターフ

き”を行い、新たな竹芝エリアが誕生します。

現在ではその知名度は他の都心エリアと比

ロントブーム最盛期のころは最先端の流行発

これは“ゴール”ではありません。むしろ、よう

べて高いと言えないのが現状です。JR浜松

信地として注目されたこともありましたが、文

やく“スタートライン”に立ったのだと考え、継

町駅から徒歩10分以内、山手線の駅からも

化や魅力が地域のイメージとして定着するに

続的に発展するまちづくりを行っていきたいと

っとも水辺に近いという好立地にありながら、

は至りませんでした。それは、街の構造も含

思っています。

なんともったいないことでしょう。この街の

めた、地域的な“つながり”がこれまであまりな

価値を高め、文化を育てていきたい。その

かったからなのではと思います。

ために、地域に生きる関係者たちが手を取

今、竹芝地区では、
「竹芝地区まちづくり

り合い、道路や埠頭、公園などの公共空間

協議会」と、我々「竹芝エリアマネジメン

も活用しながら、地域全体の賑わいを生み

ト」が一体となり、道路や埠頭、公園などの

出していくことが重要だと考えています。

公共スペースを含めた地域全体の活性化を

浜松町・竹芝エリアの成長を支える
歴史ある地域の視点

観光客が自由に
回遊できる環境を
整えたいですね

わたなべ よしひさ

NAME：

※ 東京都が所有する浜松町・竹芝エリアの土地を
約70年の定期借地で借り受けて推進する、大規
模再開発プロジェクト。業務棟や住宅棟を建設す
るとともに、JR浜松町駅から竹芝埠頭につながる
デッキを整備する。また、慶應義塾大学大学院メ
ディアデザイン研究所（KMD）と連携し、グローバ
ルに通用するスマートなビジネス拠点を目指す。

かつた ひろゆき

渡辺仁久さん

NAME： 勝田博之さん

POSITION： 港区観光協会会長（株式会社 新正堂 代表取締役）

POSITION： 芝大神宮 宮司

古き良き伝統と新しい文化の共存が
観光客を呼び込み、街を活性化する

海から山へとのびる道が
街の発展を支えてきた

港

区には、様々な歴史の舞台とな

の目を覚ますような出来事です。改めて注目

った場所があり、多くの観光資

される水辺と、歴史・観光資源。わずかな

源を有しています。また、港区の

移動で新旧の文化に触れられる港区は、国

芝

浜松町の一帯は、花のお江戸の
時代から商業と文化が集まるにぎ
やかな街です。明治になって鉄

名のとおり、古来より港と水路に囲まれ、常に

内外から訪れるお客さまの心を惹きつけるこ

新しい文化にさらされる水辺の街でもありまし

とは間違いありません。新しい取り組みが歴

断されることはなく、往来が途絶えることもあ

た。実際、かつての竹芝周辺は芝離宮の先

史ある街を活性化させることも期待できます。

りませんでした。秋の例大祭で竹芝エリアの

が海でしたし、
「新橋」の地名は汐留川にかか

小豆の品質が向上すれば餡の煮方が変わる

道が通った後も、海から山へとのびる道が分

神輿を復活させたい、という話をいただきまし

る橋の名に由来しています。にもかかわらず、 ように、時代の進化とともに街は変わっていく

たが、とてもうれしいことです。地元の方々は、

わたしたちの意識の中で、いつのまにか水辺は

もの。水辺の街と歩みを揃え、港区全体の

オフィスビルで働く人たちとも一緒に街を盛り

遠い存在になっていたかもしれません。

活性化に向けて、新旧を繋ぐ役目として、旗

上げていこう、という意識を持っておられるの

を振り続けていきたいと思っています。

で、新たな賑わいに期待しています。

竹芝エリアの再開発は、そんなわたしたち

News Topics

開業に向けて目が離せない竹芝から
フレッシュな情報をお伝えします！

水都まちづくりセッション

東京湾クルージング

水辺を
どう活用するか

船上から臨む東京湾の景色。左から／WATERS takeshiba、ゆりかもめ架橋下、東京港のガントリークレーン群
写真上／JR東日本 花倉。下左から／
JR東日本 片桐、千葉工業大学八馬教授

NEWS
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JR 東日本 presents水都まちづくりセッション開催。
3月23日、竹芝から、船で東京湾をクルーズ
しながら水辺の魅力やまちづくりについて
語るトークセッションが行われました。今回
のゲストは「ドボクマニア」としても知られる
千葉工業大学の八馬教授、JR東日本の
竹 芝 プロジェクトの花 倉と片桐、Ne w s
P i c ksのCCOである佐々木氏の4名。トーク
セッションでは、水辺から見た竹芝の変遷
を伺うことができました。江戸時代に整備
イベントレポートはこちら

された水路網により東京の水辺に物資が集ま
るようになり、倉庫や市場が作られ、東京の
発展を支えてきた東京の水辺。現代では屋形船
や水上タクシー、水面を活かしたアクティビティ
も増えています。当日参加したオーディエンスか
らも多くの水辺利活用のアイディアが出まし
た。「水辺をどう活かしていくか」が、竹芝
の新たなまちづくりでも重要なポイントになりそ
うです。

船内でのトークセッション。写真右手のNewsPicks CCO佐々木氏
のコーディネートで、東京の水辺に参加者の興味が集まる。

http://cityup.jp/waters/topics/0001/

NEWS

3

ヤクルト本社が高層棟に入居します
東京・新橋の自社ビルで事業活動を行ってきた株式会社ヤク
ルト本社が、経営効率の向上と円滑な事業展開を目的に、
WATERS takeshibaへ移転・入居することになりました。新橋
周辺の本社組織や関係会社も集約されます。

「mesm Tokyo」左から／ホテルロビーイメージ、客室イメージ

NEWS
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2020年4月「mesm Tokyo」開業！
JR東日本グループの日本ホテル株式会社はマリオット・インタ
ーナショナルと提携。
「mesm Tokyo,Autograph Collection
（メズム東京、オートグラフ コレクション）
」をオープンすること
を決定しました。詳細はホテルWEBサイトをご覧ください。
https://www.mesm.jp

スローガンは、
今ある価値を「みがき」、人や地域を「つなぎ」、
大きく「ひらく」とともに、まだ見ぬ未来へと「のびる」。
JR東日本グループはそんな4本の柱を掲げて、
魅力的なくらしづくり
（まちづくり）
に取り組んでいます。

新橋周辺の本社組織や関係会社が集約され、高層棟中層部10フロアに入居予定。

駅づくりからまちづくりへ。JR東日本グループの挑戦にご期待ください。

【のびる】
▶事業創造

▶オープンイ
ノベーション
▶事業エリアの拡大

【つなぐ】
▶地域活性化
▶交流の促進

【ひらく】
▶駅を中心とした

魅力あるまちづくり

【みがく】
▶既存事業の

レベルアップ

