
令和２年１２月２２日
茅ヶ崎市景観まちづくり審議会
諮問１号 資料１



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。

【指定の効果】
●景観法第8条
景観計画に「整備に関する事項」、「占用許可基準」を定めること

ができる。

●景観法第47条
景観重要公共施設の整備は、当該景観計画に即して行わなければな

らないこととなる。

●景観法第48条～第54条
占用許可等にあたって景観計画に定められた基準に従って行わなけ

ればならない。
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本市の指定状況（海岸周辺）

 

名 称 指定年月日

茅ヶ崎海岸 平成20年10月1日

茅ヶ崎漁港 平成20年10月1日

国道134号 平成20年10月1日
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本市の指定状況（茅ヶ崎駅北口特別景観まちづくり地区内）

名 称 指定年月日

茅ヶ崎中央通り 平成20年10月1日

国道1号 平成20年10月1日

市道0210号線 平成20年10月1日

市道1673号線 平成20年10月1日

市道1675号線 平成20年10月1日

市道2244号線 平成27年7月1日

中央公園 平成20年10月1日
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 本市の指定状況（鶴嶺参道）

名 称 指定年月日

市道5634号線
（鶴嶺参道）

平成27年7月1日
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本市の指定状況（里山公園周辺）
 

名 称 指定年月日

市道8567号線 平成27年7月1日

市道8568号線 平成27年7月1日

市道8569号線 平成27年7月1日

県立茅ケ崎里山公園 平成27年7月1日
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本市の指定状況及び概要

種別 状 況 概 要

海岸

名 称：茅ヶ崎海岸
管 理 者：神奈川県
指定区域：市内の海岸保全区域（茅ヶ崎漁港区域との重

複部分を除く）
景観要素：えぼし岩、飛砂防備保安林、ヘッドランド、

ボードウォーク、柳島キャンプ場

漁港

名 称：茅ヶ崎漁港
管 理 者：茅ヶ崎市
指定区域：漁港区域内（海岸保全区域と重複する部分を

含む）
景観要素：防波堤、漁港、お祭り広場、サザンビーチち

がさき、浜降祭、湘南祭、花火大会

道路

名 称：国道１３４号
管 理 者：神奈川県
指定区域：市内全域
景観要素：飛砂防備保安林、電線類地中化、4車線化、歩

道橋、地下通路
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本市の指定状況及び概要

種別 状 況 概 要

道路

名 称：県道茅ヶ崎停車場、同丸子中山茅ヶ崎（茅ヶ
崎中央通り）

管 理 者：神奈川県
指定区域：茅ヶ崎駅北口ロータリー～新千ノ川橋
景観要素：ストリートファニチャー、街路樹、電線類地

中化、地下通路、ふれあい橋、市役所、市民
文化会館、中央公園

道路

名 称：国道１号
管 理 者：国土交通省
指定区域：ＪＲ相模線交差部～十間坂交差点
景観要素：松並木、電線類地中化、一里塚、地下通路、

東海道ルネッサンス

道路

名 称：市道０２１０号線（エメロード）
管 理 者：茅ヶ崎市
指定区域：茅ヶ崎駅北口ロ－タリ－～十間坂交差点
景観要素：ストリートファニチャー、街路樹、一方通行、

無電柱化
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本市の指定状況及び概要

種別 状 況 概 要

道路

名 称：市道１６７３号線（一里塚通り）
管 理 者：茅ヶ崎市
指定区域：全線
景観要素：ストリートファニチャー、電線類地中化、一

里塚

道路

名 称：市道１６７５号線
管 理 者：茅ヶ崎市
指定区域：全線
景観要素：ストリートファニチャー、電線類地中化、一

里塚

道路

名 称：市道２２４４号線
管 理 者：茅ヶ崎市
指定区域：全線
景観要素：ストリートファニチャー、電線類地中化、一

里塚
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本市の指定状況及び概要

種別 状 況 概 要

公園

名 称：中央公園
管 理 者：茅ヶ崎市
指定区域：全域
景観要素：桜並木、イベント広場、水辺の環境

道路

名 称：市道５６３４号線（鶴嶺参道）
管 理 者：茅ヶ崎市
指定区域：全線
景観要素：ストリートファニチャー、街路樹、街路灯の

配線の地中化

公園

名 称：県立茅ケ崎里山公園
管 理 者：神奈川県
指定区域：全域
景観要素：谷戸、池、広場、里の家、谷の家、エントラ

ンス、パークセンター、富士山の眺望
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本市の指定状況及び概要

種別 状 況 概 要

道路

名 称：市道８５６７号線・市道８５６９号線
管 理 者：茅ヶ崎市
指定区域：全線
景観要素：インターロッキング、カラー舗装

道路

名 称：市道８５６８号線
管 理 者：茅ヶ崎市
指定区域：全線
景観要素：ストリートファニチャー、街路樹、無電中化、

石張りによる舗装
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指定候補について

市道０１２１号線（東海岸会館前交差点～平和学園前交差点）

（鉄砲道）
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茅ケ崎駅

東海岸会館前
交差点

平和学園前
交差点

東海岸北五丁目
交差点

松が丘
交差点



指定候補の景観特性
・市南部を東西に横断する主要道路であり、沿道にお店が点在する等、賑わいを生む通りになっており、
景観計画において、景観ベルト（愛称道路ベルト）に指定されています。

・平成２８年度から３０年度にかけて、街路樹を延焼遅延効果がありかつ害虫被害の少ない維持管理のし
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。

・整備後の「過ごし方調査」では、ベンチが設置され、散歩途中の休憩・会話やバス待ちの他、お絵描き
など、市民生活の中に溶け込み、鉄砲道の賑わいの創出に寄与する様子が見られています。

・植樹帯に草花を植える等、近隣の住民による維持管理活動が、リニューアル後のすぐではありませんが、
徐々に見られるようになっています。

鉄砲道の景観を保全し、賑わいの創出に繋げていくため、景観重要公共施設として
指定を行いたい。
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指定候補区間の調査

調査結果① 車道面
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【主な特徴】
●車道は、一般的なアスファルト舗装となっている。
●東海道北五丁目交差点～平和学園前交差点の約１．５ｋｍ区間には、自転車専用レーン
が設置されており、東海岸会館前交差点～東海道北五丁目交差点においても、令和３年
度に自転車レーンを設置する予定となっている。



指定候補区間の調査

調査結果② 歩道面
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【主な特徴】
●歩道は、植栽帯周囲以外は、一般的なアスファルト舗装になっている。
●植栽帯周囲はインターロッキング舗装となっており、植栽帯（ベンチ無）周囲はグレーの
ブロック舗装が設置され、植栽帯（ベンチ有）周囲はブルーのモザイクタイル舗装とグ
レーのブロック舗装が設置され、庭園的な空間が整備されている。

●交差点には、視覚障害者誘導用ブロックが設置されている。



指定候補区間の調査

調査結果③ 工作物（車止め）
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東海岸会館前交差点 平和学園前交差点

【主な特徴】
●車止めは、色彩の異なる２種類が設置されており、設置年度が古いものはシルバー、設
置年度が新しいものは黄色で彩度の高いものが設置されている。



指定候補区間の調査

調査結果④ 工作物（道路照明灯）
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【主な特徴】
●道路照明灯は、仕様の異なる２種類が設置されており、設置年度により形状が異なるも
ののいずれもグレー色で設置されている。



指定候補区間の調査

調査結果⑤ 工作物（その他）
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【主な特徴】
●ベンチ及びスツールは茶色、自転車モニュメントは薄い水色で彩度が低いものとなって
いる。

●バス屋根はグレー色で整備されている。



指定候補区間の調査

調査結果⑥ 標識柱
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【主な特徴】
●標識柱は、交通安全等の理由から彩度８以上が多い。



指定候補区間の調査
調査結果⑦ サイン
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【主な特徴】
●住居表示については、市内各所に設置されており、老朽化に伴い撤去が進められている。
●避難所・避難場所案内は、公共サインガイドラインに沿って平成３０年度にリニューアル
されたものが設置されている。枠の色彩がシルバーと薄い緑色の２種類が設置されている。

●ブルーの同定サインが設置されている。



指定候補区間の調査

調査結果⑧ 緑化
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【主な特徴】
●リニューアル工事で、街路樹の持つ延焼遅延効果を高めるため、常緑の中高木を植樹し
た。併せて、時期をずらして花が咲くよう数種類の地被類を植えている。なお、ベンチ横
は季節の移ろいを感じられる落葉樹を植樹している。

●近隣住民にチラシを配布し、植栽帯の維持管理を呼び掛けており、徐々に、季節の花を
植えるなど、維持管理活動がみられるようになっている。



整備に関する事項及び占用許可基準の素案について
対象区間の景観特性及び調査結果、既指定路線における基準（資料２参照）を踏まえて、

整備に関する事項及び占用許可基準の素案を設定しました。

施設管理者 茅ヶ崎市

指定区域 東海岸会館前交差点～平和学園前交差点

景観要素 ストリートファニチャー、街路樹、インターロッキング※

整備に関する
事項（景観法第8
条第2項4号ロ）

〇全体方針
道路の整備にあたっては、「道路デザイン指針（案）」及び「景観に配慮した道路附

属物等ガイドライン」に準拠するとともに、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。
〇工作物等の整備
・形態意匠については、彩度６を超える色彩を使用しない。植樹帯周囲はインターロッ
キング舗装とし庭園的なやすらぐ空間を整備する。

・サインは、「茅ヶ崎市公共サインガイドライン」に準拠し、周辺景観との調和に配慮
した支柱や外枠を用いる。

〇みどり豊かで快適な道路空間
・歩行者が安心して快適に散策できるような歩行空間とする。
・歩道内の道路等に高木を含む街路樹、低木による植え込み等を設置し、街路樹がもつ
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。

〇電線類の地中化
・電線共同溝の整備に努める。
・電線類の地中化に伴い設置する地上機器は、位置・色彩に配慮する。または、地上機
器の周辺を、植栽による遮蔽で修景を図る。

占用許可基準
（道路法第32条第
1項又は第3項）

・工作物の形態意匠については、彩度６を超える色彩を使用しない。
・キャラクターなどの占用物は控える。
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※インターロッキングは、ブロックを組み合わせた舗装で、リニューアル工事で行ったブロック舗装、タイル舗装を含みます。



指定スケジュール

景観重要公共施設の指定に係るスケジュールを示します。同表に示すように、本審議会で
ご意見をいただき「整備に関する事項」及び「占用許可基準」の案が確定した段階で管理者
に協議書を提出し、同意書をいただきます。その後、本審議会に諮問し、ご同意いただけれ
ば、年度末に予定している都市計画審議会にて景観計画の変更について、ご審議いただき、
令和３年度より運用を開始したいと考えています。

22

令和２年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 1月 2月 3月

都市計画
審議会

答申

景観まちづくり
審議会

意見
提出

答申

景観みどり課
【事務局】

工作物
調査

基準（素案）の作成
管理者
と協議

意見
聴取

協議書
の提出

諮問
都市計画審議会

準備
諮問

道路管理課
【管理者】

協議
同意書
提出


