横須賀市市街地 の発達過程
‑

旧軍施設の転用に関連 して‑
木

横須賀市は,戦前は軍事都市 ,現在は港湾都市
･工業都市 として知 られている｡神奈川県を代表
す る大都市のひ とつ と言える｡
本市には丘陵 が多 い｡ 土地 造成 が行 われ る前

たのは ,明治時代以降集中的に軍施設が設置 され
たか らである｡軍施設が拡充 され るにつれ ,次第
に市街地が形成 された｡
都市形成に不利 な土地条件を克服す るため ,市
街地開発 の初期か ら今 日に至 るまで,様 々な努力
がな された｡特徴的な開発形態がい くつかあ り,
本市独特 の景観をつ くっている｡ これ らの開発形
態を通 して ,本市 の市街地 の発達を とらえる｡
本市 の発達を考 える うえで も う一点重要な こと
は ,旧軍施設の転換利用である｡戦後軍事都市か
ら平和産業港湾都市 に移行す る際に,旧軍施設の
果た した役割は大 きか った｡本市の発達 と旧軍施
設の転用 との関係 も考察す る｡

陵保護 の声が高 まっている現在 ,最 も注 目され る
十地造成方法である｡
丘陵の大規模開発 は昭和 35
年頃 ,本 市が郊外住
宅地化す るにつれて盛んに行われた｡主に住宅地
に利用 され ,本市は人 口が急増 し,活気付いた｡
だが ,開発に よ り災害や 自然破壊が生 じた｡開発
反対運動 ･住宅不足 の解消 ･不況等が重な り,昭
和50
年頃には開発は減 った｡現在は市北部の谷戸
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か か った ｡

昭和 2
5
年頃は学校 ･住宅等基本的な都市施設に
転用 された｡戦 前 は軍 施設 の拡 充 に力点が おか
れ ,都市施設の整備 は不充分であった｡戦後 は こ
5
年頃高度経済成長期
の点か ら改善 された｡昭和 3
に入 ると,工業用地に転用 され る施設が多 くな っ
た｡追浜は転用 に よって工業が発達 した｡ これが
工業都市横須賀の形成‑つなが った｡昭和50
年頃
か ら,生活 の質 の向上を求める風潮が現れた｡ 旧
軍施設は公園 ･社会教育施設等 ,生活を より充実
させ るための施設に転用 されている｡
転用は地区 ごとに特色がある｡工業地区 ･追浜

本市が軍事都市 として発展 し始めた明治時代初
期 ,市街地は谷のわずかな平地に形成 された｡谷
戸集落である｡谷に沿 って住宅が並び ,谷 と谷は
トンネルでつなが っている｡ この景観 は現在 でも
市北部な どで見 られ る｡
埋め立ては明治時代か ら現在 まで行われている｡

渡 り,本市 の発達に貢献 している｡平坦地が少な
い本市に とって埋立地は貴重である｡市域 内の丘

幸

活性化の手段 として,開発が行われている｡
旧軍施設 は終 戦 直後 全 て連合軍 に接収 され ,
徐 々に返還 された｡昭和 2
0
年代前半 ,まず旧軍官
舎が住宅に,軍港が漁港 ･商業港 に転用 された｡
本市は旧軍施設か ら復興のきっかけを得た｡昭和
25年 旧軍港市転換法が施行 された｡ 旧軍施設を本
市 に有利に利用 で きるようにな り,転用に拍車が

は ,市域 内の大部分が丘陵であった｡本来 このよ
うな土地 に都市はで きない｡本市が大都市になっ

戦前は軍 の拡張に伴 って埋め立て られ ることが多
か った｡戦後 は工業 ･住宅 ･業務 と用途 は多岐に

村

は工業用地に,住宅地区 ･衣笠は住民が利用す る
公共施設に転用 され る例が多い｡
旧軍施設は時代 の傾 向や地域 の特色に合わせて
適宜転用 され ,本 市 が 目指す ｢
平 和産 業港湾都
市｣ の実現に貢献 した｡
旧軍施設が 自衛隊や米軍の施設 に転用 され る例
も多い｡戦後な くなると思われた軍事都市の性格
が ,旧軍施設の転用 に よ り存在 し続けている｡
本市は現在 ｢
平和産業港湾都市｣建設に向け ,
様 々な計画をたて ,実行 している｡ しか し米軍 ･
自衛隊施設があるため ,計画 どお りに進 まない こ
ともある｡返還 を要求 してはいるが ,大部分の旧
軍施設が返還 された現在 ,残 りの施設 の返還 は相
当困難が伴 うと思われ る｡それ とも本市は米軍 ･
自衛隊施設の存在 を認めたまま,今後発展 してい
くのであろ うか｡本市の都市づ くりは これか らが
正念場である｡
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