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   令和２年度第２回茅ヶ崎市景観まちづくり審議会会議録 

 

議題 

 

報告 

（１）景観重要公共施設の指定について（諮問１号） 

 

（１）浜見平団地建替事業（Ｌ-１街区）について（報告１号） 

（２）茅ヶ崎海岸・漁港周辺特別景観まちづくり地区における茅ヶ崎漁

港駐車場及び多目的広場整備について（報告２号） 

（３）大規模土地利用行為について（長岡病院移転整備工事）（報告３

号） 

（４）大規模土地利用行為について（（仮称）茅ヶ崎市鶴が台計画）（報

告４号） 

その他 

日時 令和２年１２月２２日（火）１４時００分～１５時４４分 

 場所 茅ヶ崎市役所本庁舎４階会議室２・３ 

 出席者 

 

 

 

 

 

 

 

（委 員） 

 水沼会長、三友委員、髙橋委員、深谷委員、荒井委員、三澤委員、 

 小峰委員 

（事務局） 

【都市部】榊原部長 

【都市部 景観みどり課】関野参事、井上課長補佐、青木主任、塩谷主任、 

 宮地主任 

（事業担当説明者） 

【経済部 拠点整備課】大川課長 岡崎課長補佐  

【経済部 農業水産課】山中課長 野村課長補佐 杉本副主査  

【経済部 産業振興課】島﨑副主査  

【企画部 企画経営課】菊地主幹  

ＵＲ都市機構（高橋課長、林課長、石原主幹） 

会議資料 

 

次第 

諮問１号 

 資料１ 景観重要公共施設の指定について 

 資料２ 景観重要公共施設（道路）における整備に関する事項及び占

用許可基準の比較 
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 資料３ 景観まちづくり審議会委員のご意見と事務局の考え 

報告１号 

 資料１ 浜見平団地建替事業（Ｌ-１街区） 

報告２号 

 資料１ 茅ヶ崎海岸・漁港周辺特別景観まちづくり地区における茅ヶ

崎漁港駐車場及び多目的広場整備について 

 資料２ 景観まちづくり審議会委員のご意見と事務局の考え 

報告３号 

 資料１ 長岡病院移転整備工事 

報告４号 

 資料１ （仮称）茅ヶ崎市鶴が台project 

その他 当日資料 

会議の公開・非公開 公開 

非公開の理由  

傍聴者数 ０名 

 

 

（会議の概要） 

 

○関野課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまより令和２年度第２回茅ヶ崎市

景観まちづくり審議会を開催いたします。 

 私は景観みどり課長の関野と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日は、お忙しい中、また新型コロナウイルス感染症が収まりを見せない中、お集まり

いただきまして誠にありがとうございます。 

 今年度第１回の審議会は、浜見平団地建替事業（Ｇ街区）について諮問させていただき

ましたが、緊急事態宣言が発令されていたことや事業スケジュールの関係で書面会議とさ

せていただきました。委員の皆様には、非常にご負担をおかけしたものと認識しており、

誠にありがとうございました。 

 そして、今日現在の感染状況から本日の審議会の開催方法につきましても、私どもも非

常に悩みましたが、書面会議では一方通行的な議論となる可能性もありましたので、委員

の皆様にはご心配、ご負担をおかけしておりますが、感染防止対策はしっかり行いまして、

通常開催とさせていただいております。 

 本日の審議会は、事前にご案内させていただきましたが、議題案件以外の報告案件につ

きましては、事務局の説明を割愛し、質疑応答のみを行う形にさせていただき、活発なご
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議論をいただきながら、できる限り短い時間での開催とさせていただきたく考えておりま

すので、スムーズな進行にご協力をよろしくお願いいたします。 

 続きまして、本日の審議会の委員の出席状況につきましてご報告いたします。委員７名

全員出席されておりますので、茅ヶ崎市景観まちづくり審議会規則第６条第２項の規定を

充足しており、本日の会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

 次に、本日の資料の確認をさせていただきます。 

 まず初めに、本日の次第、Ａ４判１枚でございます。続きまして、諮問１号、景観重要

公共施設の指定についてに関する資料が、資料１、資料２、資料３の３種類でございます。

続きまして、報告１号、浜見平団地建替事業（Ｌ-１街区）についての資料１でございます。

報告２号、茅ヶ崎海岸・漁港周辺特別景観まちづくり地区における茅ヶ崎漁港駐車場及び

多目的広場整備についてに関する資料が資料１と資料２でございます。次に、報告３号、

大規模土地利用行為について（長岡病院移転整備工事）のＡ３判の資料１でございます。

報告４号、大規模土地利用行為について（（仮称）茅ヶ崎市鶴が台計画）のＡ３判の資料

１でございます。その他資料として机上にご用意いたしました茅ヶ崎ゴルフ場に関する神

奈川県の記者発表資料２枚でございます。 

 以上でございますが、過不足等ございましたらお申し付けいただきたいのですが、よろ

しいでしょうか。ありがとうございます。 

 また、新型コロナウイルス感染症の対策といたしまして、発言の際にお使いいただきま

したマイクについてですが、発言後、近くに事務局職員が控えておりますので、職員にお

渡しいただき、その都度アルコール消毒をさせていただきますので、ご協力のほどよろし

くお願いいたします。 

 それでは、ここからの議事進行につきましては、水沼会長、よろしくお願いいたします。 

○水沼会長 皆さん、こんにちは。ご無沙汰しております。今日は対面での会議が開催で

きるということで、後でまたご案内がありますけれども、今期最後の委員会ということで

もありますので、せっかくの対面という場ですので、いろいろ忌憚のない意見をいただき

たいと思います。しかしながら、なるべく短い時間で済ませたいというのも致し方ないこ

とですので、進行にご協力をいただければと思います。 

 それでは、令和２年度第２回茅ヶ崎市景観まちづくり審議会を開催いたします。 

 本日は、諮問事項が１件、報告事項が４件あります。事前に資料を事務局からお送りい

ただきまして、既に意見等をいただいているところでもありますが、皆さんどうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、諮問１号、景観重要公共施設の指定について、本日いただいたご意見の内容

をもって答申を行いたいと考えております。説明をお願いいたします。 

〔 パワーポイント使用 〕 
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○事務局 諮問１号、景観重要公共施設の指定についての資料を説明させていただきます。 

 資料としましては、パワーポイントのスライド資料を印刷しました資料１、Ａ３で比較

表を載せている資料２、そして事前に委員の皆様からいただきましたご意見と事務局の考

えをまとめた資料３になります。 

 それではまず、景観重要公共施設とは、景観法に基づき、景観行政団体が景観計画区域

における良好な景観の形成に重要な道路、公園等の公共施設を景観重要公共施設として指

定するものであり、その効果としては、景観法第８条に示されるように、景観重要公共施

設の整備に関する事項及び景観重要公共施設に関する道路法、河川法等の許可の基準にあ

って、良好な景観の形成に必要なものを定めることができます。 

 続きまして、２ページから１０ページに本市における指定状況を示させていただきまし

たが、本日は説明を割愛させていただきます。 

 続きまして、１１ページですが、今回の指定候補の位置図を示します。指定候補は、市

道０１２１号線、愛称道路名、鉄砲道で、東海岸会館前交差点から平和学園前交差点の延

長２，１２０メートルとなります。本区間は景観みどり課において、平成２８年度から３

０年度にかけて、歩道の植樹帯をリニューアルした区間となります。 

 指定候補の景観特性を示します。本路線は、市南部を東西に横断する主要道路で、沿道

に雰囲気の良いお店が点在する等、にぎわいを生む通りになっています。また、景観計画

においては、愛称道路ベルトに設定され、景観保全及び創出を望まれる道路となっていま

す。防災上の視点で見ると、市指定の緊急輸送路を補完する道路に指定され、延焼運命共

同体に隣接する等、災害時の応急活動や避難を円滑に行う上で重要な道路になっています。 

 このような状況の中、植樹帯のリニューアル前は、街路樹にツバキが植えてあり、チャ

ドクガによる食害や抜根等が見られ、本来の街路樹が有している延焼遅延機能が低下して

いるのみならず、見栄えも悪くなっていました。そこで、景観みどり課において、平成２

８年度から３０年度の３か年で街路樹を延焼遅延効果があり、かつ、害虫の被害の少なく

維持管理のしやすい樹木に植え替え、併せて歩道幅員の拡幅やベンチの設置、舗装の一部

をインターロッキング舗装にするなど、歩いて楽しい空間づくりを目指し、リニューアル

工事を行いました。 

 リニューアル工事後の過ごし方調査では、ベンチが設置されたことにより、散歩途中の

休憩、会話やバス待ちをするなど、市民生活の中に溶け込み、鉄砲道のにぎわいの創出に

寄与する様子が見られています。また、リニューアル工事では、植樹帯に地被類を植え、

季節を通じて花が咲くようにしていますが、それ以外にも、近隣にお住まいの住民がご自

身で花を植えているなどの維持管理活動が徐々に見られるようになってきています。この

ような状況から、今回、この区間を景観重要公共施設に指定することで、景観を保全し、

さらなるにぎわいの創出につなげていきたいと考えております。 



- 5 - 

 景観重要公共施設の指定に先立ち、指定候補区間の調査を行い、景観上の特性を把握す

ることで、景観重要公共施設に指定する際に設定する整備に関する事項及び占用許可基準

の素案を作成することとしました。１３ページから２０ページに調査結果を示しておりま

す。 

 １４ページの歩道面についてですが、植栽帯周囲はリニューアル工事でインターロッキ

ング舗装となっており、ベンチを設置していない箇所は、植栽帯の延長に合わせて民地側

をグレーのブロック舗装としています。また、ベンチを設置してある箇所は、植栽帯を囲

むようにブルーのモザイクタイルの舗装が設置されており、さらにタイル舗装の民地側に

グレーのブロック舗装を設置しています。これらにより植栽帯が庭園的で安らぐ空間にな

っています。 

 また、１７ページですが、リニューアルした工事でベンチ及び茅ヶ崎の特徴を示す自転

車モニュメントが設置してあります。 

 最後に２０ページについてですが、リニューアル工事で街路樹が持つ延焼遅延効果を高

めるため、在来種であり、防火性、防災性、耐潮性が高く、維持管理がしやすい常緑のク

ロガネモチ、アラカシ、シラカシ、モチノキを基本に植樹し、あわせて、時期をずらして

花が咲くよう数種類の地衣類を植えています。なお、ベンチ横については、季節の移ろい

を感じられるよう、落葉樹のサルスベリを植樹しています。管理については、基本的には

市が管理していきますが、近隣住民にチラシを配布し、植栽帯の維持管理にご協力いただ

いており、徐々にではありますが、季節の花を植えるなど維持管理活動が見られるように

なっています。 

 指定候補区間の景観特性及び調査結果、また、既に景観重要公共施設に指定されている

道路における基準との比較を踏まえて、指定候補区間に設定する整備に関する事項及び占

用許可基準の素案を示します。併せて資料２の景観重要公共施設（道路）における整備に

関する事項及び占用許可基準の比較をご覧ください。 

 整備に関する事項ですが、全体方針を「徒歩や自転車で安全に楽しくまちを巡れるよう

な景観形成に努める」としました。これは景観計画における愛称道路ベルトの方針との整

合に配慮したものです。 

 次に、工作物等の整備における色彩についてですが、資料２及び資料１の６から１０ペ

ージを見ますと、これまで指定した路線は、画一的な整備がされ、整備に合わせ工作物も

統一されたものになっていることから、工作物の種類ごとに色彩基準を設けているものも

あります。しかし、今回の指定候補区間は、整備された年度が異なり様々な工作物が存在

しています。このことから、工作物の種類ごとの色彩基準は設定せず、ある程度の多様性

は許容し、彩度６以下の基準のみを設定することとしました。また、舗装についてですが、

リニューアル工事において、植栽帯周囲をブロックやタイルを用いたインターロッキング
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舗装にするという特徴的な整備を行っていることから、植栽帯周囲をインターロッキング

舗装とし、庭園的な安らぐ空間を整備することとしました。 

 次に、みどり豊かで快適な道路空間における植樹についてですが、指定候補区間がクラ

スター地域内を横断する路線であることから、街路樹が持つ延焼遅延効果を高めながら、

みどり豊かな道路空間とすることとしました。 

 次に、電線類の地中化についてですが、現状で電線類の地中化は行われていませんが、

指定候補区間のうち、西側始点の東海岸会館前交差点から東側６００メートルについては、

道路部局が所管している電線類地中化計画において電線類地中化を検討する路線となって

います。また、残りの区間についても、電線類地中化計画の進捗に合わせて次期の対象路

線にするため、電線共同溝の整備に努めることとしました。電線類地中化は比較的整備費

用が多大となることから整備の時期についてはお示しできませんが、今回の指定をきっか

けに少しでも早く電線類地中化が実現するよう、事業課と調整してまいります。 

 占用許可基準についてですが、既に景観重要公共施設に指定されている道路における基

準の中で基本的な基準として、工作物の形態意匠において彩度６を超える色彩を使用しな

いこと、その他としてキャラクターなどの占用物は控えることとしました。 

 最後に景観重要公共施設の指定に係るスケジュールですが、今回、事前に審議会の委員

の皆様からいただいた意見を踏まえて、整備に関する事項及び占用許可基準の素案がある

程度確定したところから、管理者に協議書を提出し、同意書を頂きました。そして、本日、

本審議会にて諮問させていただき、ご同意いただければ、景観計画の変更を行うことにな

るため、景観法第９条第２項に基づき、年度末に予定されています都市計画審議会にお諮

りする予定としています。 

 事務局からの説明は以上になります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○水沼会長 説明がありました。ありがとうございます。 

 それでは、諮問１号、景観重要公共施設の指定について、何かご意見、ご質問はござい

ますでしょうか。 

 事前に皆さんから質問をいただいているものが後ろのほうに資料３としてついておりま

すので、こちらをご覧になって、さらに委員の皆さんからの質問を受けて、またさらにこ

んなことはどうだろうというようなご意見でもよろしいかと思います。 

○三澤委員 すみません、１点だけ。私の事務所が鉄砲通り沿いにあるんですけれども、

難しいことだとは思うんですけれども、ごみの集積場が私の事務所の斜め前なんです。で

は、どうするのだと言われると困るんですけれども、うちの事務所の前は１２時ぐらいが

集積の時間になるので、それまでごみの山になって、もちろんネットはあるんですけれど

も、これと景観とは多分矛盾する話だと思うんです。何か方法がないかなというのが、希

望です。 
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○事務局 たしかに、委員おっしゃるように、鉄砲道の植樹帯の一部にごみのネット等を

設置してございます。これについては、正確な話を申しますと、占用物ではなくて、一時

的に広げてごみの集積が終わったら片づけるものということで、環境事業センター、ごみ

関連の部局から各自治会さんに指導を申し上げているところです。茅ヶ崎の、特に南側は

道路の幅員に余裕がなくて、ごみの集積所を設置するのは非常に苦労しているところがあ

ります。我々景観部局としては、先ほど三澤委員おっしゃったように、あそこにごみが集

積されているということはあまりよろしくない状況ではあるんですけれども、かといって

物理的に置くところがないということもありまして、致し方ないところではあるのかなと

思っております。 

 ただ、今、申し上げましたように、基本的にはごみの収集が終わりましたら、畳んで目

立たないような形にするというのは運用上決まっておりますので、そちらについては関係

部局とともに指導を継続的にしていきたいと考えております。 

○水沼会長 大変大きな問題でもあって、ごみの集積、それから駐輪施設、このあたりは

やはり余裕がないときっとなかなか難しいところなのですが、景観上大きく阻害する要因

であることは間違いがないので、もっと大きな市の計画の中でそのあたりを少しご検討い

ただくようなことを、今回のことをきっかけにぜひお願いしたいというところですね。 

○三友委員 今回のこの件に関しましては、基本的にはよろしいのではないかと思いなが

ら、資料等を拝見いたしました。今スライドの１２ページを拝見していますが、先ほどご

説明があったように、沿道にお店等があってにぎわいを生むということで、このベンチが

使われている様子を過ごし方調査のときにも拝見しました。 

 景観重要公共施設ということですので、ハード面である施設が指定されているわけです

が、これまでこの審議会で「茅ヶ崎らしさ」を議論してきましたので、将来的には住民の

方の利用や維持管理活動も含めたソフト面についての茅ヶ崎らしさも評価されるようにな

ると素晴らしいのではないかと思っております。 

 もう一つは、コロナ禍になったことで、全国で公共空間の重要性が認識されはじめてき

ました。実際に都内で調査をしてみましたところ、公共空間に滞留する方がとても増えて

いることが分かりました。図らずもコロナ禍になったことで、屋外で過ごす魅力に気づい

た方が多いように思います。そのような中、道路空間、特に歩道の使い方が変わってきて

います。沿道の店舗の前や脇にテラス席を設置して、道路に良い「はみ出し・にじみ出し」

をしている例が増えてきました。今回の鉄砲道は難しいのかもしれませんが、それ以外の

重要な道路で試行的にテラス席を設置するなどしてはいかがでしょうか。今は、コロナ禍

だからテラス席を試しに置いてみるわけですが、将来的にはそれが賑わいにつながって、

茅ヶ崎らしい景観を生むことにもなるかもしれません。 

今回のことをきっかけに、そういったことも含めて将来的に前向きなご検討もしていた
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だけると良いのではないかと思って、お聞きしておりました。 

○事務局 ありがとうございます。まず、この景観重要公共施設の指定というものを、効

果がなるべく高まるように、周知の部分かなというふうにお聞きしておりました。この鉄

砲道を今回整備させていただきまして、その植栽帯に近接しているというか、隣接する住

宅、店舗に、庭先だったり店舗の前だったりするので、ぜひご活用くださいというイメー

ジでビラを配らせていただきました。そういった中から少しずつ店舗の方などを中心なの

ですけれども、写真で見ていただけるようなお花を植えたりとか、そういった活動が見ら

れてきています。 

 これは今回ビラを配ったということもあるのでしょうけれども、今回の指定も含めて、

継続的に周知をしていく中で、徐々にここに来ると少し雰囲気が変わるなというのも実際

に整備で見られていると思いますので、そういったものが住民の方に浸透していく、並び

に、市民の方に浸透していくことによって、そういった機運が醸成してくる。そうすると、

さらに維持管理活動が広がっていくというふうな、少しスパンを長期におきまして、我々

も見守っていきたいと思っています。その中で、道路管理部局とともに、我々も一緒にそ

ういったところが醸成されるような形で調整していきたいと思っております。 

 あともう１点、コロナ禍において、テラス席だとか、道路空間にちょっと出たような使

われ方が見られていまして、国等でもそういった道路空間の利活用は推奨してきていると

ころがあります。それに関しましては我々も道路管理部局とともに考えております。この

場所につきましては、実は、鉄砲道がかなり古い時代にできた道路で、道路幅員自体がぎ

りぎりでできていまして、今回のリニューアル工事でも植栽帯の幅を少し狭めて、道路構

造令で決められています最低の歩道幅員の２メートルを何とか確保している状況ですの

で、店舗の方がそういったテラス席などを設けるスペースが今のところここではないので

すが、先ほど三友先生がおっしゃったように、市内で余裕があるところにつきましては、

そういったことができないかということは道路管理部局とともに協議しながら進めていき

たいと思っております。 

○三友委員 ありがとうございます。 

○髙橋委員 事前の意見でも書かせていただいたんですけれども、こちらは茅ヶ崎市さん

が仕掛け続けたことでできた景観であり、できるならこれからも新たに仕掛けていく受皿

となる場所であることをここでも匂わせることができたらと思っております。仕掛けの例

としては、今までは樹木やベンチ、テラスなんかがそうなりますが、これからは電線類地

中化に伴う地上機器とかが考えられるでしょうか。時折、商店街とかでアーティストさん

にペイントしてもらっているもの、子供たちに絵を描いてもらっているものを見かけます

が、そこでの地上機器は地域のキャンパスとして仕掛けられています。今、素案では配慮

という形で書かれており、また必ずやることではないんですけれども、配慮の枠を超えた
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活動の受皿になる可能性があります。ここの電線類地中化がいつできるかという話は難し

いんですけれども、もし進んだ場合に、単に電線を地中化してすっきりしたなというだけ

ではなくて、さらにその先の何かプラスアルファの茅ヶ崎らしい仕掛けをしたと、そうい

った印象を生み出せる場所かなと思いまして、地上機器については何か配慮にとどまらな

い書き方ができないかなと思いました。これが１点目となります。 

 次は道路サインです。例えば川崎市さんとかだと、違法駐輪対策に子供の絵を路面に貼

って解決していってます。またドイツでは、地上をすっきりさせる代わりに道路サインで

うまく誘導をつくっていく都市があります。景観を良くしていく活動例を知るほど、道路

のサインもこれからは仕掛けられるんじゃないかという気配を感じております。舗装とか

サインの部分のガイドライン等、どこかしらで反映ができるのではないかと思って聞いて

おりました。 

 最後に点字ブロックについてで、色を変えるとか、なくすということは非常に難しいと

は思うんですけれども、ガムの黒ずみとか汚れがすごく目立ちやすいです。個人的には、

点字ブロックが汚れているだけで、何か道路の景観が非常にマイナスイメージになってし

まうという印象を受けます。点字ブロックと景観の共存みたいな部分で、例えば材質の工

夫なのか、それとも色合いの工夫なのか、メンテナンスの部分なのか、考えは難しいです

けれども、今いろんな素材も出ていますので何か一工夫あるといいかなと思って聞いてお

りました。 

○事務局 まず、地上機器の書きぶりですけれども、電線類地中化の計画は、市としても

持ち合わせているものの、まだまだここにつきましては整備が追いつかないというところ

があります。とはいえ、こういった指定をすることによって、優先順位が上がったりだと

か、新たな指定候補になったりということは事業課とも調整していきながら、景観のほう

としてはやっていきたいというふうに考えています。 

 今おっしゃられたような地上機器に対する工夫についても、今後、いろんな技術的なも

の、今、地上機器も当初と比べて小さくなったりとか、あと、地上機器自体も、例えば今

植栽帯に通常あるような地上機器ではなくて柱状の地上機器があったりだとか、共同溝に

ついての技術革新も進んでいるところがありますので、そういったものも踏まえて、なる

べく景観に配慮したもの。プラス、そこにできた地上機器に対して景観上面白いことがで

きないかとかということは、当然、事業課のほうと調整しながら、景観の担当としては、

やっていきたいなと思っております。 

 あと、道路サインの部分に関しましては、やはり路面にサインというものが交通安全上

難しいということがあります。特に屋外広告物なんかでいうと路面は禁止物件になってい

るところもあります。この辺も警察と協議しながらとなるのですけれども、例えば歩道の

部分で安全に配慮しながらであれば可能性としてはあるのかなと。今回のインターロッキ
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ング舗装などは、そういった意味では、通常とはちょっと違う整備が景観担当のほうでで

きたのかなと思っております。今後につきましても、そういった交通安全に配慮しながら、

できることを考えていきたいと思います。 

 最後に、点字ブロックにつきましては、視覚障害者の方の安全に配慮するための設備で

すから、しっかりと国の基準でも色だとか形状なども決められているところがあります。

ただ、今おっしゃるように、鉄砲道は整備されてから年数もたっておりますので、少し見

栄えの悪くなっているところ、逆に視認性が落ちているところもございますので、そうい

った部分につきましては、管理部局のほうと調整しながら、見栄えの悪くないような形に

していくというふうに考えております。 

○髙橋委員 ありがとうございます。 

○荒井委員 ２キロという道路において、ずっと線的な景観の整備はすばらしいなという

ふうに思っています。事前に質問にも書かせていただいたんですけれども、まず１点、チ

ラシをお配りになったということで、これは、維持管理をしましょうというチラシだった

のでしょうか。 

○事務局 チラシにつきましては、こういったリニューアル工事を行いますよということ

と、あとは維持管理について、みんなでお花を植えてみませんかとか、そういった維持管

理にご協力いただけませんかといったパンフレット、チラシをお配りさせていただいたと

いう状況です。 

○荒井委員 ありがとうございます。様々な特徴があって、もちろん沿道にもいろんな特

徴があると思いますし、やっていただくのに、維持管理はこれで終わるわけではなくて、

ずっと続いていくものなので、ある程度パターン的には、今、パンフレットのようなもの

とおっしゃっていましたけれども、パターン提示もあるといいのかなというふうに思いま

した。 

 幾つかの段階があって、もちろんこの写真を拝見していくと、除草してくださいという

のもあると思います。まず除草をお願いしますというのと、それから、宿根のものでも植

え込んでいただければ良くなるので宿根のものをお願いします。次のパターンになると、

年間デザインをしてみませんかと。年間でいろいろやっていただくと、こういうパターン

で変わりますよと。さらに良くなれば、店舗とか住宅との連動で、このようなデザイン展

開をしていただけると、街並みとしてそこに有効ですと。そのような形で段階を踏んで、

少しこういうやり方がありますよと提示になると、続いていくということと、１回で終わ

らない。長い目で見て、こういう展開が考えられますよということを提出されると、茅ヶ

崎の市民の方はすごく意識の高い方もいらっしゃいますので、少しずつそれを上げていっ

て、線的に同レベルに近づけていくというような取組をしていただけるとありがたいなと

いうふうに思いました。 
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○事務局 ありがとうございます。ご意見を踏まえまして、今後いろいろ維持管理してい

く中で、これからずっとこの道路を我々も市としても管理していくわけですので、参考に

させていただきながら、やっていきたいと思います。 

○水沼会長 ほかに何かご意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 鉄砲道は、今いろいろたくさんご意見いただきました。そこでの活動をさらに誘発する

ような促しが必要であるとか、様々な意見をいただきましたけれども、それだけのポテン

シャルのある場所という言い方ができるかと思います。茅ヶ崎らしさというのと、大変な

じみやすい場所でもあるし、あそこの場所であるからできることが、大きな空が見えたり

富士山が見えたりということで、可能性の高い場所ですので、この景観重要公共施設にな

ることをきっかけに、ご指摘のありました点字ブロックの問題であるとか、ごみの収集の

問題であるとか、様々なことが解決されていく。もちろん電線類地中化ということも含め

て、そういった一つの起爆剤になるような景観のほうからの仕掛けが指定ということにな

ると思いますので、試みとしてあのときに指定しておいて良かったなということにぜひな

るように、いずれのご意見も今後がすごく大事である、育てていくことが大事であるとい

うご意見だったように思います。 

 それでは、ほかにご意見がなければ、お諮りいたします。諮問１号、景観重要公共施設

の指定について、ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水沼会長 ありがとうございます。答申書の内容につきましては、この後、事務局と協

議いたしまして作成することで、ご一任いただきたいと思います。長年の懸案が一段落し

た感じですね。ありがとうございます。 

 それでは続きまして、これから報告案件に入りたいと思います。報告１号、浜見平団地

建替事業（Ｌ-１街区）についてに移ります。 

 これは次回の景観審で諮問になる案件というふうに認識しております。ですので、既に

ご意見をいただいておりますけれども、さらにほかの方の意見を踏まえてご意見がありま

したら、お願いしたいと思います。 

 資料が浜見平団地建替事業（Ｌ-１街区）、資料１を開いていただいて左側にまちづくり

推進検討会議での課題と対応方針、そして２ページ目に景観まちづくり審議会で事前にい

ただいているご意見がまとめられています。計画全般に関するご意見であるとか、鉄砲道

広場、ウォーカビリティの向上に期待感が高まるであるとか、このコロナ禍の中での新し

い計画に対する期待であるとか、植栽についてもご意見をいただいております。 

 さらに何かご意見などがありましたらぜひお願いいたします。いかがでしょうか。今回

は説明を、短く済ませようということで事前に見ていただいているということを前提に、

大変申し訳ないんですけれども。では、お願いいたします。 
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○髙橋委員 個人的にはこちらは非常に丁寧にご検討を続けていただいている案件であ

り、高いこだわりの空間を何とか追求し続けていただけるとありがたいと思っております。 

 強いて付け加えるならという観点なんですが、２つの時間軸で植栽を考えられたらと思

った次第です。１点目は、非常にいろんな植栽を考えていただいている中に春夏秋冬、四

季の移り変わりを意識する。桜の道は春はすごくすばらしいんですけれども、同じ道が春

以外の季節も味が出るように、と思っておりました。 

 もう一つは、世代を超えて育っていくというちょっと長い目での景観です。最初から完

成図どおりに、鬱蒼とした高木の空間を想定するよりは、時間をかけて、子供の頃こうだ

った、来たときはこうだったけれども、あんなに大きくなったねというような変化を感じ

られる余裕をちょっと残してほしいなと思った次第です。 

 緑の話ではないのですが、海外のスマートシティの戦略とかを見ると、一遍に全てを完

成図どおりにつくらず、時間をかけてつくっていく余地をあえて残していってます。それ

は思い出が生まれやすくなったり、参加型まちづくりの機会を増やすことでまちへのロイ

ヤリティーというか、その地域が好きになるという意識が生まれる、そういう仕掛けにも

つながっていきます。今非常に検討をよくしていただいて、何かいろんな絵が描かれてい

るんですけれども、今全てを完成させないでもいいのかなと思った次第です。 

○事業者 ＵＲ都市機構の石原といいます。よろしくお願いいたします。 

 まず、１点目の四季折々の植栽ということでございまして、資料の冒頭のほうでありま

した、もともとある緑、先行街区からつながる結構大径木を残したクロマツとかケヤキを

残した緑、それと、隣のＩ街区の今回の計画地が海に近いというところでの海浜植物、そ

のあたりをマッチングさせて、浜見平らしさ、それから海の景観、海らしさというものを

隣のⅠ街区とつながりなから計画をしております。 

 その中で、四季折々ということで、今回特に南側の桜の並木道に関しましては、隣の先

行の東側のＩ街区のほうからずうっと、さらにはその北のほうに、松尾川沿いにずっと桜

並木が続いておりまして、これをしっかりと受け止めながら、あと、具体的な樹種に関し

ましても、桜の開花時期を少しずらしたような形で、なるべく長い期間、花を楽しんでい

ただけるというような計画に配慮していきたいと思っております。 

 あと、北側のその鉄砲通り沿いですが、既存の樹木としまして常緑樹のヤマモモが入っ

ておりますが、その南側に、今回、西側の顔になる、さらには、今回の計画地が鉄砲通り

沿いのちょうど西端になりますので、少し広場空間を設けさせていただいております。そ

この樹木に関しても、隣のＩ街区から連続した形でなるべく落葉樹を、もともとあまり日

当たりのいい場所でもないということもございますけれども、なるべく四季を感じられる

落葉樹を主体の植栽を計画していきたいなと思っております。ご指摘を踏まえて、今後、

詳細はまた詰めていきたいと思っておるところでございます。 
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 それから、２点目の世代を超えて育てていくという観点でございます。こちらに関して

は、隣のＩ街区の集会場に共同花壇というもので、居住者の方々が皆さんで育てていただ

けるというスペースを設けております。今回、計画地の中ではまだ具体的にどうというの

はこれからなんですが、南北の、はまなみコリドールと呼んでいるその３つの住棟を結ぶ

形の通路を計画しておりまして、そこに住民さんのいろんな活動を支援するシェアスペー

スみたいなものを計画しておるところでございます。その中で、例えば、木を少し育てて

いくとか、あるいは実のなる木を育てまして、その育った木の収穫祭をみんなで楽しむと

か、そういった取組というのもちょっと今後検討していきたいと思っているところでござ

います。 

○髙橋委員 ありがとうございます。大変楽しみにしております。 

○水沼会長 今後さらに検討を重ねて、よりよい緑の区画をつくられるということですね。 

○三澤委員 すみません。ちょっと視点が違うのかもしれないんですけれども、左富士道

路ですか、その前のしろやま公園スポーツ広場とありますよね。そこに給水塔があるんで

す。ほどほどに高い、そこが今、ライトアップされているんです。あれは、この中の計画

とは関係なく…。ちょうど１週間ぐらい前、私、この道を毎日通勤で通るんですけれども、

その給水塔のところがちょっと奥に引っ込んでいるので目立ちにくいんですけれども、虹

色のライトアップをして、多分サンタクロースだと思うんですけれども、ちょっとこうや

っていたりとかというのは、この団地の中で計画していることなのかどうなのか。ご存じ

ありますか。 

○事業者 給水塔のライトアップなんですが、今、実は給水塔を含む古い住棟があるのを

解体工事にこれから入ってくることになっております。給水塔が、いわゆるシンボル的な

建物であったということもあって、あれを解体してしまうのもちょっと惜しいよねみたい

な話も地元の検討しているコミュニティ会議の中でありまして、解体するまでの間、少し

メモリアル的な話で、給水塔のことを語っていこうという話が出てきています。 

 それと連動する形ではあるんですが、解体を今請け負っている事業者さんから、せっか

くなので、クリスマスの時期も近いですしライトアップをしましょうと。昨今はコロナ禍

でお子さんたちもなかなか集まってやれるようなものがなかったりとか、ふだんならでき

るようなクリスマスツリーを囲んでわいわいやるようなことができないので、せめて明る

い何かが灯せないかということで、今、工事の中でやっているところでございます。 

○三澤委員 そうですか。道路から奥に入るのでちょっと目立ちにくいんですけれども、

周りが工事もあるので暗いので、すごく目立ってきれいなんです。あの給水塔を壊すとい

うのを私は知らなかったけれども、あれは惜しいですね。私、個人的に言えば、すごいき

れいですから。ただ、奥に入って、あれが道路側だったらもっといいのでしょうが。何と

も言えないですが、何かああいうようなことが今後の計画であると、周りが暗いのですご
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くきれいで、私はとってもいいと思ったんですけれども、以上です。 

○水沼会長 ありがとうございました。浜見平団地は建替が進行中であって、かつてとは

異なる景観が展開しつつある。その中で、以前はすごくシンボル的なものがうまく機能し

ていたのが、徐々にそういったものから、ある意味では新しい建替の団地の景観になって

いるので、今の三澤委員のご指摘は、多分そういう住民の心に残るシンボル。かつてのよ

うなシンボルではなくて、例えば今回の計画であると、このコリドールが、多分そういっ

たものとして今後継承されていくと、育っていく人にとっても本当に思い出のある場所に

なっていくのかなというふうに私はちょっと感じていました。ありがとうございました。 

○三友委員 資料３ページ NO.２は私の意見ですが、うまく伝わらなかったようですので

今一度申し上げます。ＵＲさんは、広大な敷地で事業をされていますが、そこに建物を建

てて、残った空いているところに緑を配置しますという方針・対応案のお答えをされてい

るように感じております。 

コロナ禍に限らず、住民の方は住宅の中だけで暮らしているわけではなく、身近なすぐ

行けるところに、ほっとできる屋外で過ごす場所が必要です。ご高齢の方が 1 人でたたず

んでいらっしゃるとか、簡単なお仕事をされている方や宿題をやったりするお子さんがい

らっしゃるとか、そういった暮らしている日々の中で訪れる場所です。ずっと自宅にこも

っていなくてはならない中で、公園に行くほどではないけれども、ちょっと外の空気を吸

いたいなというときに、自分の家の庭としてリラックスして過ごせる場所があるのが、茅

ヶ崎らしい暮らし方なのではないでしょうか。それは建物の隙間かもしれませんが、豊か

な暮らしが叶う隙間をデザインすることはできると思うのです。 

８ページにはとても良いプランであると拝見していたのですが、１８ページに行くとど

こかで見たことがあるような、茅ヶ崎らしさが欠けてしまったようで残念です。実際に暮

らす方が９ページにあるような豊かな日常を送ることができるように改めて全体を検討し

ていただきたいと思います。 

○事業者 ＵＲ都市機構の林です。ご指摘ありがとうございます。 

 浜見平の今回の設計については、コロナ禍で我々東賃本部としても、基本設計から始め

る最初のプロジェクトになっております。９ページの配置図で示させていただきましたけ

れども、住棟の真ん中にエントランスホールを貫くような形でそれぞれの棟に配置してい

まして、その横に集会所とエントランスホールの中間のような、ラウンジと書いてありま

すけれども、そういった空間を今回あえて設計しております。 

 そこで住民の方が、イメージ写真が右下のほうにありますけれども、ラウンジのような

形でくつろいだり、少し仕事をしたりとか、そういったスペースがつくれないかというこ

とで、こちらはソフトの面も解決しながらになりますけれども、仕掛けを行っていきたい

と、検討していきたいと思っています。 
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○三友委員 ありがとうございます。 

○水沼会長 そうした屋外へのはみ出しみたいなものもうまく計画していただけるといい

かなというふうに。多分、三友委員のご意見の中には、屋内だけではなくて屋外にもそう

いった小さな居場所をたくさんつくることでつながっていくのではないかということかと

思いますので、屋内だけではなくて屋外についても、これからつくり込みがされていくと

思うんですけれども、つくり込みをしていただければと思います。 

○深谷委員 三友先生と近いところなんですけれども、６ページ目、行政の上位計画は、

どうしてもやっぱり全体感を持って規定しなければいけないので、緩やかにまとめざるを

得ない部分があります。一番右側のＬ-１街区コンセプトのところは、逆にそれを受けて皆

さんでいろいろとご議論されてしかるべきだと思うんです。 

 例えば、気に入っていて、ＵＲに長く住んでいている方、引っ越ししてもＵＲに住む方

がいらっしゃって、そこにはＵＲが持つ賃貸住宅の共通のブランド価値があると思うんで

す。どこのまちであってもＵＲを選んで住みたいという、それがどういうものなのかとい

うのは多分皆さんが一番お分かりだと思っています。そこで、浜見平で建替をしたときに、

どういう地域らしさを加えてインストールできるのかというお話なんだと思うんです。 

 なので、実はＵＲさんの賃貸であるというブランド共通価値の上に「海とつながり、緑

とつながり、人とつながる」というものをどういうふうに皆さんが解釈されているのかと

いうことを、ここの中でお示しいただいたほうがいいんじゃないのかなというふうに思っ

ています。すごく平たい言葉で言うと、この２つの価値をどうつなげてくださるの？とい

うことです。それをハードだけでつなげるということはなかなか難しいので、しかも、ソ

フト事業だけでつなげるということでもないと思うので、特にこのような資料だと、ハー

ド面でどういうふうに皆さんがご苦労されて計画されているのかということがコンセプト

上に表現されたほうがいいんじゃないのかなというふうに思いました。 

 なぜそう思ったかというと、詳細のこの７ページ以降の設計で、具体的に植栽はこうす

るとかと選ばれて、実はすごく深くご検討されているはずなんです。選ばれている視点が

絶対おありのはずです。それは浜見平だからこそ選んでいるものがある気がしていて、今

までの詳細の検討をもう一回概念化を少ししていただけると、この６ページの右側に書い

ていただけるんじゃないかなと、そんなことをちょっと思いました。 

○事業者 これから実施設計に入ってまいりますので、今ご指摘いただいた点を踏まえて

実績を、確度を上げていって、またコンセプトのところに反映できることはしていきたい

と思っております。 

○水沼会長 重要なご指摘だと思います。浜見平であり、茅ヶ崎であり、そしてＵＲの団

地であるという、このどこにもない魅力をぜひもう少し分かりやすいコンセプトで表現い

ただくといいのかなと思います。それは多分、賃貸としてこれから公募していくときにも
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大きな力になるものではないかなという気がいたします。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 今いろいろ意見をいただきました。次回諮問ということですので、今いただいた意見は、

やはり新しい時代の新しいＵＲの浜見平での計画ということで、すごく条件がいろいろあ

る中で、とてもよくつくり込まれていると私は思うわけですけれども、実施設計と基本計

画の間のあたりの表現の仕方というのでしょうか、可能な範囲でもちろん結構ですけれど

も、それをぜひ次回お示しいただくと納得できるものになるのではないかなと思いました。 

 では、ほかになければ、次に進みたいと思います。 

 続きまして、報告２号、茅ヶ崎海岸・漁港周辺特別景観まちづくり地区における茅ヶ崎

漁港駐車場及び多目的広場整備についてです。 

 報告２号というこちらの資料になります。一番後ろに、皆さんからいただいている質問

事項とご意見と、それに対する事務局の考えというものがついてございます。 

 ここだけ取り出しては、なかなか議論しにくいところでもあるわけなんですけれども、

全体として、例えば舗装の話なども質問で出ておりまして、事務局からご回答もあります。

それから、景観まちづくりのＡ地区の方針についてもご質問があって、少しこれから位置

づけながら検討されていく、多目的広場も含めて考えていくなどという事務局の返事もご

ざいました。 

 ということで、それを踏まえて、たかが駐車場の整備というとすごくいけない言い方な

んですけれども、資料を見ると大変戸惑うところもあるんですが、これは大変重要な場所

の、重要な駐車場の整備ということで間違いがないんですね。海岸グランドプランという

茅ヶ崎海岸をめぐる大きな計画の中の一環で、この駐車場をこのように整備することが全

体の整備につながっていくというところですので、何かご意見、ご質問があればお願いい

たします。 

○髙橋委員 こちらの資料を最初に拝見したときに非常に戸惑いました。資料の中で、眺

望ポイントとか茅ヶ崎らしい景観を描いた写真がたくさん貼ってあるんですけれども、説

明では、ほとんど影響がないとばっさり切っている。限られた財源で、眺望ポイントにも

影響がないから、色と若干の植栽を配慮しましたよという印象を受けました。なので、こ

の資料だけ見ていると、ここの特別景観まちづくり地区って何だろうというのが、ほかの

案件と比べて全く伝わってこない印象がありました。ただ一方で、現状は未整備で大変な

状況になっているから、これだけ変えるから良くなるんだよと、ちょっと前向きに捉える

ことも出来なくはないのですが、それでも、です。この駐車場は特別景観まちづくり地区

として整備するということまでは分かるのですが、ここで諮る理由ややる意味って何だろ

うと戸惑ってしまいました。すみません、議事録に書きづらいと思いますけれども…。 

○事務局 事務局のほうからこちらについてお伝えさせていただきます。 
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 茅ヶ崎漁港ですけれども、特別景観まちづくり地区に指定されております。その範囲に

つきましては、この資料でいきますと、１ページ目にあります漁港区域境界、かなり広い

区域が特別景観まちづくり地区ということになっています。この中で、漁港のにぎわいも

含めていろいろな整備をしていく中で、どうしてもすみ分けが必要になってきまして、に

ぎわいを創出する区域があったり、マリンレジャーを推奨する区域があったりだとかとい

うところになります。 

 今回の整備に関しましては、特別景観まちづくり地区の指定方針では、自然海浜地区と

いうことで、２ページ目に示しております下から２つ目の黄緑色の部分の区域になります。

この部分に関しましては、自然環境の再生と修景等々いろいろ書かれておりますけれども、

この区域が、先ほどの１ページに戻っていただきますと、非常に広い区域での話なんです。 

 今回につきましては、この駐車場を整備することによって、整備用地の西側にあります、

今、駐車場のように使われているところなんですけれども、こちらを自然な形に戻してい

く中での駐車場整備ということで、これにつきましてはグランドプランのほうでも、そう

いった整備が位置づけられております。こういった整備をすることによって、西側の駐車

場のところを自然海浜に戻していく、環境に戻していくという整備を今回するということ

です。 

 この特別景観まちづくり地区の中でこれだけの面積を占める、ある意味もともとの計画

どおりではあるんですが、駐車場整備がされるということで、これにつきましては場所が

特別景観というところもありますので、ここで大きな何か建物が建つといったことになり

ますと、当然審議会に諮問という手続を取らせていただくんですが、今回につきましては

審議会にご報告とさせていただいた次第です。 

○髙橋委員 理解しました。特別景観まちづくり地区で委員の意見を尋ねる案件でしたの

で、やっぱり茅ヶ崎にとって特別な海のメッセージがある場所だよということをちょっと

意識しながら資料を読んでいました。すみません、ちょっとそこら辺のギャップを埋め切

れなかったということを、理解いたしました。ありがとうございます。 

○三友委員 最初に諮問１号でお話しいただいた茅ヶ崎漁港の景観重要公共施設の近隣と

いうことですか。 

○事務局 先ほどの諮問１号の２ページ目を見ていただきますと、鉄砲道からおよそ１キ

ロは離れている地区になりますけれども、漁港自体が景観重要公共施設ということで、こ

れについてもしっかりと景観に配慮したものに修景していくということは景観としても考

えております。 

○三友委員 では、その指定の中に入っているという理解でよろしいですか。 

○事務局 はい、入っています。 

○三友委員 分かりました。名前は広場ですが、６ページに書かれているような機能があ
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るだけで、特に何もつくらないということでしょうか。 

○事務局 そうですね。先ほど申しましたように、全体として機能をしっかりと分離とい

いますか、方向性を示している中での、今回につきましては駐車場の整備ということにな

っておりますので、全体プランとしては漁港のにぎわいも含めてやっていくんですが、今

回につきましてはその中の一環として、機能としては駐車場をしっかりと整備していく場

所になっておりまして、今回その整備がされるというご報告でございます。 

○三友委員 この事業者さんは、茅ヶ崎市がおやりになるということですか。 

○事務局 はい、そうです。 

○三友委員 景観重要公共施設としての茅ヶ崎漁港の中の一部であるならば、その点に十

分に配慮して計画していただければと思います。予算も限られているでしょうし、臨時駐

車場になるということで、余計なものをつくらない方針であることは理解しました。 

 南北に土地を分けて駐車場と多目的広場にしている理由について教えてください。東西

に正方形のほうが、広場としては使いやすいような気もしました。 

○山中農業水産課長 農業水産課です。お答えいたします。 

 まず、今回の整備につきましては、水産庁の漁港施設用地利用計画というものがござい

まして、そちらに基づく配置でございます。あくまでも漁業振興の目的のための駐車場だ

ったり多目的広場でございまして、その利用方法は地元の漁業協同組合ですとかそういっ

たところと協議した中での配置をしてございます。委員おっしゃるように、配置的には縦

とかいろいろあったんですが、あくまでも東西を広くという形の中で計画させていただい

ております。 

○三友委員 ありがとうございます。以上です。 

○深谷委員 この辺不案内なので的外れだったら忘れてください。 

 １つ目が、アスファルトなんだと思いました。直射日光などでかなり熱くなると思いま

すし、これだけ広大だといわゆる走り屋が入ってくるんじゃないかなと。彼らにとって絶

好の場所になるなと思ってしまったのがちょっと気にかかりました。 

 ２つ目が、車の電動化のスピードがこれから随分上がるので、それに対応した付帯設備

の整備を何らかご検討されてもいいかもしれないなというフェーズだと思いました。 

○山中農業水産課長 農業水産課からお答えさせていただきます。 

 時代背景としましては、やはり今そういったニーズが求められているということで、あ

くまでも、事業規模的には認められた規模の駐車場と多目的広場をつくるという目的でご

ざいます。今後、にぎわいですとかいろいろやって、場合によってはここで電気自動車の

充電施設とかそういったこともというニーズになるかとは思いますが、その辺はまだ水産

庁との協議は整っておらず、あくまでも通常の駐車場とはちょっと一線を画していまして、

あくまでも漁港施設としての整備ということで、今後はその辺も課題になってくるかと思
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います。 

○水沼会長 舗装については特に。 

○山中農業水産課長 舗装につきましては、あくまでもコストとのバランスになるかと思

います。こういったところでいきますと、よくコンクリート舗装とかという形もございま

すが、それですとコストがかかるということで、今回、限られた予算の中でやらせていた

だいていますので、アスファルトと、そうではない部分は半たわみ性舗装という形で、コ

ンクリートに近いような形の中でやらせていただいています。その辺は、この形状という

か、構造自体は、通常にある道路と同じような形で、おっしゃるように広場的になって、

いろいろな利用が考えられますけれども、そこら辺はしっかりこれから管理していきたい

と思っています。 

○荒井委員 西側広場の自然海浜に戻すものという上位の計画があるんですけれども、こ

れは自然の環境の度合いを上げていくという解釈でよろしいんですか。自然海浜に戻すと

いうので、いわゆる環境をよりいいものに戻していく、自然海浜の自然度を上げていくと

いうイメージでよろしいんですか。 

○事務局 現在ですが、この西側広場につきましては、一部駐車場のように利用されてい

まして、車が常に走っているような状況ですので、今は砂が固まったというか、砂利が一

部混じったりとかいう状況です。それ以外の場所といいますか、車が乗らないようなとこ

ろは、在来植生のコウボウムギとかコウボウシバとかというのが周辺には生えているんで

す。そういったところから、特に砂地でありますので、風などによっても砂は飛散します

し、去年の台風１９号では海岸の形状も変えるぐらいの大きな変化があるところですので、

こちらにつきましては今回の駐車場整備で西側広場を車が入らないような形にできれば、

徐々に自然に戻っていくのかなと思っております。この辺を特に人工的に何かお金をかけ

て整備していくという方向性もあるとは思いますけれども、ここにつきましては自然に戻

っていくのを期待したいなというふうに思っております。 

○荒井委員 分かりました。基本的には景観ですけれども、環境のことについて考えてい

く上では、なるべく在来のもので、自然の治癒力でもってというような印象でよろしいの

かなと思うんですけれども。環境を考えればトータルに考えていかざるを得ないので、整

備用地が、先ほどお話があったように全面アスファルトでかなり熱くなるとか、環境圧が

かかるということを考えると、そこら辺に対しては環境に対しての配慮もしつつ、コスト

に限界があるのは分かるんですけれども。もちろん景観は見えるものですけれども、基盤

にあるのは自然的なそういうものもあると思いますので、コストの相談の中で環境にとっ

てなるべくプラスに、地球温暖化と特化されたものだけではなくて、地道な取組も含めて

の温暖化の取組になるので、コストの相談もあるとは思うんですけれども、トータルに見

て環境圧を抑えるという形で展開していただけるといいかなというふうに思います。よろ
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しくお願いします。 

○水沼会長 ほかにいかがでしょうか。 

 では、私からちょっと１点だけ、すみません。この多目的用場の使用頻度というのは、

何か想定されていることがありますか。あれば教えてください。 

○山中農業水産課長 お答えいたします。 

 多目的広場に関しましては、漁業に関する振興の既存のイベントとかをやっています。

そういったこととともに、ここが海岸に近いということで、海水浴場等の利用、また、花

火大会といった産業的なイベントにも活用していきたいということで考えています。具体

的にこれからイベントとかそういったことに関しましては、経済部の中でどのように活用

していくかというのをこれから考えていきたいと思っています。 

○水沼会長 分かりました。せっかく駐車場整備をするということで、多目的広場として

の利用が一定の頻度を超えるとそれが両立しないことにもなるわけですよね。その辺でち

ょっと質問させていただきましたので、ぜひ両方の目的が十分に達せられるようにお願い

したいと思います。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、この報告２号、茅ヶ崎海岸・漁港周辺特別景観まちづくり地区における駐車

場及び多目的広場の整備について、今いろいろ、どういう意図でこの案件が出ているのか

という基本的なところから、駐車場及び多目的広場のこれからの在り方、また、この漁港

地区の今後の育て方についてご意見をいただきましたので、事務局のほうでもよく関係部

局と調整をいただきながら、お願いをしたいと思います。では、次に行きたいと思います。

ありがとうございました。 

 それでは、続きまして報告３号、大規模土地利用行為について（長岡病院移転整備工事）

に移ります。 

 資料が、見開いて２ページ目ですね。委員からの意見ということで、ランドスケープに

ついて、それから植栽について、３つほど意見をいただいているところでございます。こ

れを踏まえて、ほかに何かございましたら意見をお願いいたします。 

○髙橋委員 こちらの物件も頭を悩ませた内容になっておりました。１２ページの「まち

の景観に対して」で、「まちなみから突出せず景観を損なわないこと」を目指していると

おっしゃっているんですが、自然豊かな市街化調整区域の台地に４階建ての周辺より頭１

つ高い建物を建てて、この現況③④の写真で、「新棟自体もとても見えにくい」と書いて

あるんですね。ただ、僕はちょっと存在感があるなと感じますし、建物自体が景観を配慮

しているんじゃなくて周りの景観が建物を何となくカバーしてくれている、そういった印

象を受けました。 

 では、こちらの建物が外構とか周辺に配慮しているかというと、外構計画コンセプトの
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ページの資料４ページを拝見すると、これはあくまで中に入っている敷地内の人向けのコ

ンセプトであって、外向けに何か配慮しているようなコンセプトには感じ取れなかったと

いうのがあります。なので、外から見えるところは人工物、中には自然、そんな印象を受

けまして、何をもって景観とかに配慮したのだろうということがちょっと伝わりにくかっ

たというのが、正直、この資料だけからは思いました。 

 ただ、一方で、例えば協議の末にボリュームを犠牲にして分棟型にしたとか、セットバ

ックをすることとか、ある何かを犠牲にしてちょっと配慮したのかとか、そういった景観

配慮の努力の跡みたいなものがあれば前向きに捉えられると思います。そういうものがあ

ったのかどうかをお伺いしたくてお願いいたします。 

○事務局 ご意見ありがとうございます。髙橋委員のおっしゃるとおり、こういった何も

ないところに建物ができましたので、景観へ影響はあるかと思うんですけれども、事業者

のほうも個々細かいところでいろいろ配慮をしております。建物の形状とかも普通の矩形

の形ではなくて十字形で設定をしまして、なるべく圧迫感がないような建物にするだとか、

近隣に建物があまりないところで農地がほとんどなんですけれども、一部、一般の人が住

んでいる隣地もございまして、そちらに対して例えば窓の開口を少なくするとか、事細か

くいろいろ配慮なされているところがあります。ただ、やはりこの一つの敷地だけで周り

の景観に良い影響を及ぼすとかはなかなか難しかったと正直思っています。 

 委員のご意見を事業者に伝えまして、今後、景観法の届けを出していただいて、建築工

事が進む中で、何かもう少し配慮するというか、景観に良い建築行為になれるようにでき

ないかどうかということを相談してまいりたいと思っています。 

○髙橋委員 ありがとうございました。資料に載せられない部分の調整を非常に長くされ

てきた案件だとは思っております。例えば、こちらの質疑応答の景観まちづくりアドバイ

ザーからの意見のところの６番に、ランドスケープで北東側駐車場に並木を設けたらどう

かというのに対して、いや、それはちょっと難しいみたいなご意見があります。並木にす

ると難しいかもしれないんですけれども、駐車場に１本、２本、大きい木があるだけで大

分印象が変わったりするとか、小さい工夫である程度解消できることは多々あると思いま

す。大がかりな変更はもう当然難しいと思うんですけれども、そういう細かい景観配慮を

さらに突き詰めていただければありがたいと思いました。 

○水沼会長 では、事務局のほうからそのあたりを事業者にお伝えいただければと思いま

す。 

○深谷委員 ２つぐらい前の事案と同じようなコメントになりますが、３ページ目の設計

コンセプトで「「家」のように暮らせる病院」ということで、今、髙橋委員がご指摘いた

だいた例えば１２ページとかの外観を見ると、とても家とは感じられないなと思うんです。

仮に自分の親がそういう状況になったときに、家のように暮らせるというふうに一般の人
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が聞いたときに、それが体現されているような施設に見えるかどうかということがすごく

大切で、逆にそれが難しいのであれば、こういうコンセプトにしないほうが、実はきちん

とここの病院の価値を表していることになると思うんです。 

 この辺りは、いろいろと丁寧にご検討いただいたほうがいいんじゃないかなと。ご利用

される方々や家族などが長期療養で家のように暮らせるというふうに感じてもらえること

が、本当に体現できているのかどうかというのがすごく知りたくなったところです。 

○事務局 ありがとうございます。確かにおっしゃるとおりだと思いますので、もう一度

このコンセプトを見詰め直しながら、細かい設計のところになるかと思いますけれども、

対応できるところがあれば対応してくださいというふうなことで事業者のほうに伝えさせ

ていただきます。 

○水沼会長 私も１つだけちょっと気になるところが、質問に対して、鹿島建設としての

考え方として、「周辺自体は畑が主で、まちなみと連続させるべき自然があるわけではあ

りません」というふうに、比較的、周辺に対する関心が低いというか、価値的にあまり認

められていないような書き方がされているところが若干気になって、それはこれから育て

ていくものじゃないかと思うんです。ここに病院ができることによって、周辺にもそうい

った波及効果がうまく生まれてくるようなつくり方を、その周辺の中にあるということを

ぜひ意識してつくっていただくといいのかなと思うので、コンセプトも含めてそのあたり

をぜひ事業者にお伝えください。いいものをつくってほしいと思います。 

 では、ほかによろしいでしょうか。 

 では、最後になります。続きまして、報告４号、大規模土地利用行為について（（仮称）

茅ヶ崎市鶴が台計画）に移ります。 

 最後の資料４になりますね。報告４号資料１を１枚めくっていただくと、委員の皆様か

らいただいた意見があります。検討課題、全体、建物、ランドスケープ、植栽計画、提供

公園、駐車場、安全面、いろいろなご意見をいただいております。それに対して、民間の

事業ということもあって、比較的、対応状況は、何という言葉が適切か分かりませんが、

できる範囲で対応するというような意見になっているかと思います。 

 では、この鶴が台の案件、報告４号について何かご意見、ご質問はございますでしょう

か。 

○髙橋委員 こちらもいろいろと意見は出させていただいたのですが、基本的に緑が多い

物件であるということのご努力を認めつつも、６ページにあるような「新しい緑地の拠点

として」というと、ちょっとそこにまでは至っていないんじゃないかという印象を受けま

す。例えば８ページですか、シンボルツリーにケヤキがあって、コーナーツリーがあるん

ですけれども、それを例えば１１ページ、１２ページのパースで見ると、やっぱりシンボ

ルツリーも、コーナーツリーも、そんなに存在感がないんです。新しい緑地の拠点という
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ぐらいのグレード感まで、ランドスケープのデザインをもうちょっとアップデートできな

いかなという印象を受けたのが、こちらの案件になります。 

○事務局 ありがとうございます。特に鶴が台団地が隣接しておりまして、団地はかなり

緑が豊富なところでございます。鶴が台団地自体も、ここにできてから相当な年数がたっ

ておりまして、それに伴いまして、かなり樹木も育っていて、特徴的な景観を有している

と思っています。市でも景観ポイントとして鶴が台を挙げさせていただいているのはそう

いうところにありますので、改めてその辺を事業者にお伝えしまして、ここは茅ヶ崎市の

景観の中でも景観ポイントとして指定されているところで、そこに隣接していますよとい

うことをお伝えさせていただきまして、今、髙橋委員おっしゃられたようなシンボルツリ

ーについても、なるべく大きなものというか、目立つものというか、アイキャッチになる

ようなものを整備できないかということで協議してまいります。 

○髙橋委員 お願いいたします。ありがとうございます。 

○荒井委員 髙橋委員がおっしゃったことと重なるんですけれども、かなり緑を入れてい

るコンセプトはすごく評価できると思います。どのような形の緑にしたいのかと先ほど髙

橋委員からもありましたけれども、拠点にしたいとか、育てていきたいというのであれば、

樹種選択も考える必要があると思うんです。つくったときがトップギアに入っていて、ぱ

っと見、美しく見えたいと考えるのか、これだけいろいろ入れていただいているので、育

てていって、そこが雑木林的、森みたいになりたいというのであれば、樹種選定はもう少

し考えていくべきかなという気もしますし、最初から大きいものではなくて徐々に育って

いくという考え方もあります。 

 今、かなりケヤキを多く入れているので、最初から大きいものを入れて、それをシンボ

リックに使いたいのか、それとも育てていくというイメージで考えていく。植栽計画とメ

ンテナンスの計画も立ててというような、そこをもうちょっと明確にすると、方向性がよ

り際立つのかなという気がしますので、ご検討いただければ、そこをお願いしたいと思い

ます。 

○事務局 ありがとうございます。ご意見も踏まえまして、この事業はまちづくり条例に

かかっていますので、今後、まちづくり条例のほうで景観みどり課のみどり担当と一緒に

協議していくことになりますけれども、先ほどいただいた意見も踏まえながら、そちらの

協議の中で、もう少しコンセプトを踏まえた植栽計画になるように協議してまいります。 

○三澤委員 先ほどもありましたＵＲの浜見平団地なんかも、ちょっと駐車場のことを言

いたいんですけれども、駐車場があって、そこにワイヤーを張って、ツタをはわせたりと

か、道路側から見えないところにあったりして、一応それを隠して何かしようかという努

力の跡が見られるんですけれども、これを見ると、ただ普通の何か規定の駐車場が真ん中

に。これは道路側から見えないで囲われている部分の中にあるのでしょうけれども、やは
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り住民にとっては駐車場は多分一番目に入るところなので、ツタをはわすばかりが能では

ないと思いますけれども、何かその辺の配慮をするだけでも、やっぱりちょっと何かやっ

ているなと住民に分かるようなものがあったほうがいいんじゃないかと思うんですけれど

も、よろしくお願いします。 

○事務局 駐車場については、もともとご意見でいただいているところもありまして、事

業者としてもできる限りの配慮をしてまいるということで、対応について書かれていると

思います。先ほどの意見も踏まえまして、さらにできることがないか、こちらにつきまし

ては協議しながらやっていきたいと思います。 

○水沼会長 ほかにご意見ございますでしょうか。ご質問など、いかがでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 最初に送っていただいた図面には駐車場はなかったんですよね。それを後で追加してい

ただいて、どんな様子なのかが分かるようになったということで、一応事業者のほうでも

どのような場所になるのかをこの図面で示したというところかと思います。鶴が台団地に

隣接する場所ということで、鶴が台のほうは緑量が非常に多いところですので、ここもそ

ういう意味では恩恵を被る場所でもありますので、髙橋委員からのご指摘にあったように、

ここでも緑がうまく育っていくようなことをぜひ事業者には伝えていただければと思いま

す。 

 それでは、ほかにご意見がなければ、これで報告第４号についても終わりたいと思いま

す。 

 続きまして、その他について、当日資料が配付されていますので、事務局のほうから説

明をお願いいたします。 

○企画経営課 それでは、報告のその他といたしまして、茅ヶ崎ゴルフ場利活用事業につ

いてご報告をさせていただきます。 

 資料につきましては、神奈川県の記者発表資料となります。２枚ございまして、右肩上

に令和２年８月３１日付の記者発表資料、同じく令和２年１２月１８日付の記者発表資料

でございます。お手元にございますでしょうか。 

 まず最初に８月３１日の記者発表資料をご覧いただければと思います。 

 茅ヶ崎ゴルフ場利活用事業につきましては、令和元年１０月７日の本審議会において、

事業者が選定された旨を報告させていただきました。その後、事業の円滑な進捗に向け、

土地所有者、事業者、及び本市で協定を取り交わしまして、進めてまいりました。しかし、

新型コロナウイルス感染症の影響により事業の実現が困難となったため、協定締結者全員

の合意により協定を解除することとなりました。 

 具体的には、事業者より新型コロナウイルス感染症の影響を受け、新たな生活スタイル

に合わせた事業規模に変更したい旨の要望がありました。しかし、事業者選定の主体者で
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あります神奈川県は、当該事業を選定する過程において、事業規模も加味した中で事業者

選定をしていることから当該変更に応じることができないとし、事業の実現が困難となっ

たものでございます。 

 土地所有者であります神奈川県等は、事業の中止を受けた次の展開としましては、コロ

ナウイルスの影響もあり、有益な事業提案を期待できないとし、当面の間、ゴルフ場とし

て貸し付けるとしております。 

 では、もう一方の１２月１８日、先週の金曜日に発表された資料でございます。こちら

をご覧いただければと思います。 

 当面の間ゴルフ場として貸し付けるという方向性を受けまして、１２月１８日に今度は

ゴルフ場の運営事業者の選定を始めております。今回につきましては、ゴルフ場に限定と

いうことになりますので、本市が求めております市民の安全・安心につながることや、海

辺の眺望、景観が継承されることになりましたので、本市としましては安心をしていると

ころでございます。 

 以上、簡単でございますが、報告でございます。 

○水沼会長 ありがとうございました。 

 今のゴルフ場利活用事業の中止、また、ゴルフ場としての継続について、何かご質問な

どはございますでしょうか。いかがでしょうか。 

○髙橋委員 ゴルフ場の継続ということで安心されているということで、僕もちょっと関

心があるものなので、安心して聞かせていただきました。 

 一方で、こちらは過去にも、結構いろいろな事業者が決まって、変わって、また決まっ

て、今度はコロナの影響もあって変わってと繰り返してます。いつごろ落ち着く見通しに

なるかとか、そういうものはございますでしょうか。 

○企画経営課 ありがとうございます。今回は年明け１月に事業者様が決定をするという

ような形で募集がされております。今回の募集につきましては５年間の限定ということで

ございますので、また５年後にこのような状況が起きてしまうのですが、一旦の５年間は

ゴルフ場として安定する形となりました。 

○髙橋委員 ありがとうございます。 

○水沼会長 ほかにご意見等はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 引き続き見守っていかなくてはいけない案件というふうに思います。ご説明ありがとう

ございました。 

 それでは、事務局から引き続き連絡事項があるとのことです。よろしくお願いいたしま

す。 

○事務局 それでは、事務局より２点ございます。 

 まず、次回日程でございますが、こちらについては未定でございますが、先ほどの浜見
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平のＬ-１街区の諮問がありますので、例年でありますと令和３年３月の開催を予定してお

ります。また新型コロナウイルス感染症の状況のほうも加味しながら、開催形式について

ご相談させていただくこともあろうかと思います。改めてご連絡いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

○関野課長 ２点目ですが、まず、本日は活発なご意見、大変ありがとうございました。 

 当審議会委員の任期ですが２年でありまして、その任期が来年、令和３年１月１５日を

もって満了となります。したがいまして、本日の現在の委員の皆様との最後の審議会とな

ります。皆様におかれましては、本市の景観行政に多大なるご尽力をいただき、誠にあり

がとうございました。事務局一同、この場をお借りして感謝を申し上げます。本当にどう

もありがとうございます。 

○水沼会長 ありがとうございました。 

 ２年の任期が一旦ここで終了するということで、この１年はコロナもあって書面会議な

どもありましたけれども、本当にいろいろありがとうございました。鉄砲道の景観重要公

共施設というものが決まって、ほっとしております。 

 では、以上をもちまして本日の議題を終了いたしました。委員の皆様、本当にありがと

うございました。これをもちまして令和２年度第２回茅ヶ崎市景観まちづくり審議会を終

了いたします。ありがとうございました。 

 


