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   令和２年度第３回茅ヶ崎市景観まちづくり審議会（ＷＥＢ会議）会議録 

 

議題 

 

 

 

 

報告 

（１）会長・副会長選出について 

（２）茅ヶ崎市景観まちづくり審議会における議事録の作成及び公表に

ついて 

（３）浜見平団地建替事業（Ｌ-１街区）について 

 

（１）大規模土地利用行為について（（仮称）クリオ茅ヶ崎中海岸） 

（２）大規模土地利用行為について（（仮称）茅ヶ崎市東海岸南４丁目計

画 新築工事） 

（３）（仮称）東横ＩＮＮ茅ヶ崎市役所新築工事について 

その他 

日時 令和３年３月２５日（木）１４時００分～１５時３０分 

 場所 茅ヶ崎市役所本庁舎４階会議室２（ＷＥＢ会議） 

 出席者 

 

 

 

 

 

 

 

（委 員） 

 水沼会長、髙橋委員、三澤委員、關口委員（以上ＷＥＢ会議により

出席） 

（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 和田主任 

【 ＵＲ都市機構 】林課長、高橋課長、山﨑、大谷、占部、坂田、富沢、

山口 （以上ＷＥＢ会議により出席） 

【ＵＲリンケージ】冨永（ＷＥＢ会議により出席） 

【（株）市浦ハウジング＆プランニング】重井、永井（以上ＷＥＢ会議に

より出席） 

会議資料 

 

次第 

議題（１） 

 資料１ 茅ヶ崎市景観まちづくり審議会規則 

 資料２ 茅ヶ崎市景観まちづくり審議会委員名簿 



- 2 - 

議題（２） 

 資料１ 茅ヶ崎市附属機関及び懇談会等の設置及び会議の公開等運営

に関する要綱（抜粋） 

議題（３） 諮問１号 

 資料１ 浜見平団地建替事業（Ｌ-１街区） 

 当日資料 浜見平団地建替事業（Ｆ－１・Ｆ－２街区及びＤ－１②・

Ｊ・Ｋ・Ｌ－２・Ｌ－３街区） 

報告（１） 報告１号 

 資料１ （仮称）クリオ茅ヶ崎中海岸 

報告（２） 報告２号 

 資料１ （仮称）茅ヶ崎市東海岸４丁目計画 新築工事 

報告（３） 報告３号 

 資料１ （仮称）東横ＩＮＮ茅ヶ崎市役所新築工事 

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、これより令和２年度第３回茅ヶ崎市景観まちづくり審議会をウェ

ブ会議にて開催いたします。 

 委員改選後初めての審議会となりますので、都市部長よりご挨拶を申し上げます。それ

では、榊原都市部長、よろしくお願いいたします。 

○榊原部長 皆様、こんにちは。都市部長の榊原でございます。本日は、お忙しい中、景

観まちづくり審議会へのご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。また、委

員改選後の初めての審議会となるわけですが、委員をお受けいただきましたことに重ねて

御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。 

 さて、本市の景観行政についてでございますが、平成３１年１月に茅ヶ崎市景観計画を

全面改定し、施策を推進してまいりました。この４月より施行いたします茅ヶ崎市屋外広

告物条例の一部改正や、直近では鉄砲道を景観重要公共施設の指定に向けた答申をいただ

くなど、本市の景観まちづくりの推進にご尽力をいただいております。本市の目指す景観

は、屋外の生活を楽しんでいる人々の姿が様々な場面で見られることとしており、施設等

のいわゆる外観、デザインといったものを整えるだけではなく、人が感じる居心地のよさ
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や使いやすさといった、人々の活動に目を向けているところに、他市にない特徴があるも

のと感じております。これらは客観的に見ることが非常に難しいことでもあります。そう

いった中では、皆様の専門的知見や市民目線でのご意見等、様々なご議論をいただきなが

ら進めていかなければならないと感じているところでございます。 

 ２年間の審議会委員の任期中、ご負担をかけることも多いものと存じますが、様々な視

点で皆様からご意見をいただけますようお願い申し上げまして、私からのご挨拶とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○関野課長 ありがとうございました。 

 それでは、審議に先立ちまして、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名のうち４名の出席をいただいておりますので、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いることをご報

告申し上げます。 

 また、今回の審議会の進行につきましては、事前にご案内させていただいているとおり、

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、活発なご議論をいただきながら、なるべく短時間での開催とさせていただくよう考え

ております。 

 次に、新たに委員となられた方もいらっしゃいますので、通信状況の確認も含めまして、

お１人ずつお名前をお呼びいたしますので、応答と自己紹介をいただきますようお願い申

し上げます。本日は、三友委員、深谷委員及び荒井委員の３名が欠席されておりますので、

４名の方の自己紹介をお願いいたします。それでは、水沼委員、お願いいたします。 

○水沼会長 水沼です。比較的長くこの審議会の委員を務めさせていただいております。

それよりももっと何十倍も長く市民としても茅ヶ崎にずっと住んでいて、専門は近代の日

本の住宅史もしくは住宅地の歴史、こういったものを専門にしておりますので、そういっ

た観点から今期もお役に立てればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○関野課長 ありがとうございます。 

 続きまして、髙橋委員、お願いいたします。 

○髙橋委員 髙橋と申します。慶應義塾大学ＳＦＣ研究所で研究者をしております。専門

はまちづくりとマーケティングで、茅ヶ崎市さんとは松風台団地のまちづくりがご縁でこ

のような機会をいただいております。景観はまちの文化と活力の表れであり、これからの

ご時世にはより一層必要になる、との視点でご協力したいと思っています。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○関野課長 ありがとうございます。 

 続きまして、三澤委員、お願いいたします。 

○三澤委員 三澤と申します。今回で２期目になるんですかね。私は、市内で設計事務所
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を何十年かやっておりまして、主に茅ヶ崎市の住宅とかその他いろいろな建物を設計して

います。実務者としてできるだけ協力していきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○関野課長 ありがとうございます。 

 それでは、最後に關口委員、よろしくお願いいたします。 

○關口委員 關口です。今回、公募の市民ということで初めて参加させていただきます。

茅ヶ崎市に１９９３年から住んでおりますので、今年で２８年目ぐらいになります。でき

るだけ現場に足を運んで、物を見ながらいろんな意見を出させていただきたいと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

○関野課長 ありがとうございました。 

 続きまして、事務局の職員を紹介させていただきます。 

 まず、都市部長の榊原です。 

 私、景観みどり課長の関野と申します。 

 続きまして、課長補佐の井上です。 

 次に、景観担当の青木です。 

 同じく塩谷です。 

 最後に、宮地です。 

 よろしくお願いいたします。 

 次に、本日の資料の確認をさせていただきます。委員の皆様には、事前に郵送とメール

によりお送りしております。 

 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、議題（１）会長・副会

長選出についての資料１、資料２、議題（２）茅ヶ崎市景観まちづくり審議会における議

事録の作成及び公表についての資料１、議題（３）諮問１号、浜見平団地建替事業（Ｌ-１

街区）についての資料１と当日資料がございます。続きまして、報告１号、大規模土地利用

行為について（（仮称）クリオ茅ヶ崎中海岸）の資料１、報告２号、大規模土地利用行為について

（（仮称）茅ヶ崎市東海岸南 4丁目計画 新築工事）の資料１、報告３号、（仮称）東横ＩＮＮ茅

ヶ崎市役所新築工事についての資料１となります。ご確認いただけましたでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 次に、審議会規則において会議の議長は会長とされており、進行は議長により行われま

すが、議題１で会長が決定するまでは私が代理で進行させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、議題（１）会長、副会長の選出につきまして、委嘱後初の審議会となるため、

会長及び副会長の選出をお願いしたいと思います。 

 会長及び副会長の選出は、審議会規則第５条第１項の規定によりまして、委員の互選と
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いうことになっております。なお、本日欠席しております三友委員、深谷委員、荒井委員

におきましては、事前に連絡の上、議事の決定を本日出席の委員の皆様に委任していただ

いております。 

 それでは、会長の選出についてですが、委員の皆様、いかがでしょうか。 

○髙橋委員 昨期に続きまして会長を水沼委員にお願いできたらと思いますが、いかがで

しょうか。 

○関野課長 ありがとうございます。 

 ただいま水沼委員とのお声がありましたが、皆様、いかがでしょうか。 

 それでは、ご異議のない方は挙手をお願いいたします。 

〔 挙  手 〕 

○関野課長 ありがとうございます。全員賛成と認められますので、会長を水沼委員にお

願いしたいと思います。 

 それでは、会長が選任されましたので、審議会規則第６条第１項の規定により、これよ

り本会議の議長は水沼会長にお願いいたします。 

 続きまして、会長の職務代理者の選出についてです。審議会規則第５条第３項の規定に

基づき、あらかじめ会長に指名していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○水沼会長 会長ということで、審議会規則に従いまして、本会議の会長職務代理者を三

澤委員に引き続きお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔 異議なし 〕 

○関野課長 ありがとうございます。それでは、職務代理者は三澤委員にお願いしたいと

思います。 

 これより本会議の議長は水沼会長にお願いいたします。 

 まず、就任のご挨拶をお願いしたいと思います。水沼会長、よろしくお願いします。 

○水沼会長 今期、何期目かになりますが、引き続き会長を務めさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 前期も、昨年ですね。コロナの影響でこの審議会そのものが開催についてもいろいろな

制約がありましたけれども、書面での意見提出ということも、委員の皆様、大変積極的に

様々な意見をいただくことができました。この審議会は大変活発な意見が交わされる審議

会というふうに認識しております。今期も引き続き忌憚のない意見をぜひお出しいただい

て、茅ヶ崎市が景観的にも魅力のあるまちになるように、ぜひ皆さんのお力を拝借したい

と思います。そして、今期は、私も年になってきましたので、世代交代ということを強く

意識しながら、次に向けて進めていければと考えております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○関野課長 ありがとうございました。 
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 それでは、これ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 では、早速始めたいと思います。 

 議題（２）茅ヶ崎市景観まちづくり審議会における会議録の作成及び公表について、事

務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、茅ヶ崎市景観まちづくり審議会における議事録の作成及び公表につ

いて、事務局よりご説明させていただきます。 

 議題（２）の資料１、茅ヶ崎市附属機関及び懇談会等の設置及び会議の公開等運営に関

する要綱（抜粋）をご覧ください。 

 本市の審議会では、本要綱第１７条に基づき、会議終了後２日以内に議事の概要等を記

載した会議結果の概要を公表するとともに、第１８条に基づき、審議会の会議の結果につ

いて議事録を作成し、４５日以内に公表することとしています。議事録の形式につきまし

ては、同条第３項に基づきまして、附属機関の決定によるものとしています。このことか

ら、本議題では議事録の作成方法についてご審議いただきたいと考えております。 

 議事録の作成方法といたしまして、事務局としては、可能な限り詳細に記録する方法が

望ましいと考え、発言者の氏名と発言の全内容を記載する方式とさせていただきたいと考

えております。 

 また、発言者の名前は丸々委員という形で姓のみを記載する方法に統一したいと考えて

おります。ただし、発言者の名前を記載することで円滑な議事運営が確保できなくなるお

それがある場合には、会長、委員といった発言者の立場を明記するにとどめたいと考えて

おります。また、事務局側の表記につきましては、部長、課長や主幹の発言は個人名を記

載し、その他、当課職員の発言を事務局としたいと考えております。 

 なお、ただいまご説明した議事録の作成方法につきましては、前回までの景観まちづく

り審議会において作成していた方法と同様になります。 

 議事録につきまして、原則公開であることをご確認いただいた上で、議事録の作成に関

しましてご審議いただきたいと思います。 

 以上になります。 

○水沼会長 それでは、ただいまご説明いただいた点について、何かご意見、ご質問など

ありますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

〔 異議なし 〕 

○水沼会長 今までと同じということですので、このままの形で、公明正大に全てさらけ

出すという形ですね。そのような形で進めていきたいと思います。それでは、議事録の作

成と公表については、事務局からの提案のとおりとさせていただきます。 

 さて、議題（２）まで終わりまして、議題（３）からは諮問１件、報告３件がございま
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す。諮問のほうは重ねてきたものでございまして、この報告の案件については、内容とし

てはやや重たい案件ではありますけれども、進行にご協力をよろしくお願いいたします。 

 では、まず議題（３）諮問１号、浜見平団地建替事業（Ｌ-１街区）について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、ＵＲ都市機構からの説明をよろしくお願いいたします。 

○事業者 それでは、よろしくお願いいたします。 

 浜見平団地建替事業（Ｌ-１街区）につきまして、前回、１２月、景観まちづくり審議会で報告さ

せていただきました。計画全般のコンセプトですとか鉄砲道沿いの広場の計画ですとか、隙間空間

を活用した小さな居場所づくり、季節の変化が感じられ、時間をかけて一緒に成長していけるよう

な植栽計画など、貴重なご意見をいただきました。続くまちづくり推進検討会議におきましても、

委員の先生方から様々なご意見とかご指摘をいただきながら検討を進めてまいりました。本日、そ

うしたご意見を反映した追加プランをご説明させていただき、ご審議いただきたいと思います。事

前に頂戴している意見もございますので、そのあたりを中心にポイントを絞ってご説明させていた

だければと思います。 

 なお、Ｌ-１街区の件で説明させていただいて、ご審議していただいた後、それとは別に、将来の

戸建て住宅用地及び開発道路の整備に係るご説明のほうも、報告という形でさせていただければと

思っております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料の説明を担当のほうからさせていただきます。 

○事業者 設計部の大谷です。よろしくお願いいたします。ページを割愛させていただきながら、

要件を絞って説明させていただきます。 

 初めに、資料の４ページをご確認ください。前回の審議会でいただいた主なご意見を振

り返らせていただきますが、１つ目の段から、コンセプトにある人、緑、海をハードでど

うつなげていくのか、２つ目といたしまして、春夏秋冬四季折々の変化を感じられる設計

をするように、３つ目としまして、時間をかけて成長の変化を感じられるような余裕を持

たせた計画とするように、最後に、コロナによる新たな生活様式も踏まえ、豊かな隙間空

間や屋外の小さな居場所をつくることを期待するといった貴重なご意見をいただきまし

た。 

 続きまして、１０ページをご確認いただけますでしょうか。今回の審議会に先立って、

事前のご意見照会では、前回の審議会以降の検討結果をご評価いただくコメントとともに、

３つ目の段になりますが、上層階からの景観として、駐車場舗装やごみ置場、駐輪場の屋

根などについても、生活景観を豊かにする配慮を説明できればとのご意見をいただきまし

た。これらのご意見につきまして検討した結果の方針を資料内で説明させていただければ

と思います。 

 まず、１３ページに進んでいただけますでしょうか。今回の対象街区であるＬ-１街区の
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コンセプトは、１３ページの右側にありますとおり「人がつながる」「緑がつながる」「海

とつながる」、これらを踏まえまして、茅ヶ崎ライフスタイルに寄り添う住戸及び共用部

デザインとすることとしています。具体的にハードとしてどうつなげるのか、その展開を

１４ページから１６ページにて表現しています。 

 概要といたしましては、１４ページの上にありますとおり、鉄砲道沿いの東西の広場を

つなげる公道とすることと、また、Ｌ-１街区の鉄砲道広場（みちひろ）と、南北貫通通路

（はまなみコリドール）をつなげることで、コミュニティ活動の幅を広げ、人がつながる

ことを期待しています。また、１４ページの真ん中にありますとおり、団地内で長い期間

に育まれたケヤキやクロマツといった大きな樹木を保存しまして、ほかの街区との統一感

を図るとともに、浜見平らしい景色を継承していく計画です。 

 さらに、地区を象徴する海とのつながりとして、１６ページへ進めさせていただければ

と思います。真ん中の街区全体配置図にありますとおり、南側Ｃ棟と真ん中Ｂ棟の間の芝

生広場（しばひろ）や、敷地東側の５号道路沿いを中心に海を感じさせるソテツやドラセ

ナ、ジャガランダなどの植栽や白い素材を使ったデザインを配置する計画としております。 

 資料の１７ページからは、鉄砲道沿いをはじめとする沿道計画とはまなみコリドールの

具体的な計画を示しています。イメージパースを多く提示させていただいているところで、

それぞれの場所の具体的な関わり方や、そこでの人の活動、浜見平らしいライフスタイル

との関係をイメージいただければと考えております。 

 １８ページをご覧ください。みちひろは、前回の計画から緑を増やしまして、揺らぎあ

る空間を目指して改善しています。子どものあそび場やお散歩の休憩場所、読書する場所、

イベント広場など、お一人様からグループまで様々な活動の受皿としての役割を期待し、

計画しています。 

 続いて、２０ページ、はまなみコリドールの計画をご覧ください。真ん中の南北立面図

にありますとおり、みちひろと各住棟間にケヤキの大径木を配置しています。それにより

まして、春の芽吹き、夏の緑陰、秋の紅葉、冬の木立など、季節を象徴的に表し、道行く

人は、遠景からでも光の色や緑の濃さで四季の移り変わりを感じ取ることができるという

ふうに考えています。また、このケヤキを中心としたケヤキテラスや芝生広場には、花が

咲き、実が成る中低木や四季折々の草花を配置しまして、手の届く季節感を演出する計画

です。 

 また、２１ページのイメージパースのように、立ち止まり、座って憩えるたまり空間と

なるよう、ベンチをしつらえる計画です。 

 続いて、２３ページをご覧いただけますでしょうか。敷地東側、５号道路沿いは、隣接

するＩ街区の歩道に合わせまして、初夏に花を咲かせるジャカランダで並木を形成します。

中低木類におきましても、対面の歩道と合わせまして、トキワマンサクやフェイジョア、
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ドウダンツツジやヒペリカムなどの植栽をし、春から夏にかけて花を咲かせ、秋には実や

紅葉を楽しめる散歩道を演出します。また、ページの上の平面図にオレンジの点線で丸を

していますけれども、南東の角のまちかど広場に加えまして、Ｂ棟の近くに新たにベンチ

を設けまして、屋外の小さな隙間を生かしたスペースづくりを行っています。 

 さらに、２５ページをご覧ください。区画道路４号沿いでは、オカメザクラやカワヅザ

クラ、ソメイヨシノなど、２月から４月まで細やかな季節感を感じられる桜並木を形成す

るとともに、足元には海を感じさせる夏咲きのハマゴウなどを配置する工夫もしています。 

 続きまして、２７ページに進んでいただけますでしょうか。３つのコンセプトに応じた

植栽計画を載せておりますが、敷地全体で四季の変化を感じられる計画としています。ま

た、既存樹木のケヤキやイチョウ、クロマツやマテバシイを景観の要としつつも、最初か

ら鬱蒼とした完成形を目指すのではなく、ジャカランダなど新しい種類の樹木や小さな木

を大きく育て、将来的に景観の要となるような余裕を持たせた植栽計画としています。 

 最後に、２９ページをご確認ください。事前にご意見をいただいておりました上層階か

らの生活景観を豊かにする配慮を説明できる場というご意見につきまして、大きな既存樹

を住棟間に配置したり、デュアルユース駐車場を活用することによって配慮しているもの

の、屋外附属棟の見え方についてはＵＲとしても課題と認識しております。それに対しま

して、基本的には各住戸の主開口面になりますバルコニーからの見え方を配慮して、住棟

及び附属棟の配置計画をこのようにしております。 

 例えば、２９ページの左側の鳥瞰図にありますとおり、北側のＡ棟と真ん中のＢ棟の西

妻住戸につきましては、富士ビューも考慮に入れ、主開口面を西向きとしていますが、近

くに駐輪場が配置される低層階のみ、主開口面を南に向けて、駐輪場との関係に配慮して

います。 

 簡単ではございますが、説明は以上とさせていただきます。 

○水沼会長 ありがとうございました。説明がございました。 

 今、説明がありました２９ページの鳥瞰図は、新しく送ってきていただいたものを見て

いただくとよいのかなと思います。データで多分送っていただいたもので、低層階のほう

が、前は開放的だったのが、特に西向きの住戸ですね。それが、今回いただいたものでは

計画の変更に対応して、西側を比較的閉鎖的につくられているというのがこのパースに表

れているかなと思います。 

 その他、ご説明がございました。事前にいろいろご意見等をいただいておりますけれど

も、さらにここについて何かあればお願いいたします。また、すみません、關口委員にお

かれましては、これは継続した案件で、やや短い時間の中での説明で行き届かないところ

があるかもしれませんけれども、資料の中にこれまでの経緯も少しございますので、それ

もお含みおきいただいて、ご意見などあればよろしくお願いいたします。 
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 では、ご意見はいかがでしょうか。挙手の上、お願いいたします。 

○髙橋委員 上の階から見た景観の話とか、今回の修正対応に当たってのほとんどのコメ

ントが私のほうから出させていただいたものだったりしましたが、ご対応やアイデアを出

していただき、本当にありがとうございます。無責任な発言をしているわけではないんで

すけれども、アイデアや工夫がたくさん出てくる面白いつくり方は本当に楽しみであり、

今回のプランも楽しく見せていただきました。 

 これから申し上げることは、すいませんが、今回やることなのかどうかというのがちょ

っと判断できない内容になります。１つは、いろいろな工夫が詰まっていることを長く大

切にしたいということで、先のコメントでもコンセプトブックみたいなものの作成の話を

しましたが、例えばこの街区の中に収めるサインで「まちの魅力をこうやってつくってい

っているんだよ」とか、「こういうふうに木を見てね」と見方を伝えるとか、まちの中の

エクステリアやサイン計画の中で、まちの工夫を子どもでも共感ができるようなアイデア

を取り入れられないかなと思います。 

 もう１点ありまして、これはあらかじめコメントでお伝えするべきことでもあり、遅く

なってしまい申し訳ありません。上の階から敷地内を見ると、駐車場とか自動車がどうし

ても多くあります。ドイツとかのまちづくりではカーフリーという概念があり、団地を造

る際には自動車の危険性から解放され、車は駐車しているかもしれないけれども、歩いて

いる人たちが本当に気をつけなければいけないのはこのメインストリート１本だけなんで

す、という空間づくりをしています。本当に安全なんですよということを、うまく配置と

かサイン計画でも伝えているんです。歩行者注意や徐行ですよとか、そういうサインは当

然あるんですけれども、それらをこの団地ならではのデザインの安全サインみたいなもの

として検討できればうれしいなと、思った次第です。 

 ２つ長々と申し上げましたが、基本的には一連の計画で大変なアイデアと工夫を出して

いただいていますので、本当にいい物件になるんじゃないかということを期待して、御礼

申し上げます。ばらばらとした説明となりすいません。以上になります。 

○水沼会長 髙橋委員、ありがとうございました。 

 今の髙橋委員のご指摘に対して何か返答がございますでしょうか。 

○事業者 ご指摘ありがとうございます。ＵＲの設計課長の林です。 

 サインにつきましては、今後、実施設計を進める中で精度を上げていきたいと思ってい

ますので、今いただいたご意見を参考に進めていきたいと思います。ありがとうございま

した。 

○髙橋委員 ありがとうございます。 

○三澤委員 私は、ここを通勤で毎朝毎夕通っているんですけれども、やはり今ちょっと

お話しありましたように、祭日とか何かになると結構車が多いんです。特に駐車場に入る
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ところは多くなります。なかなかいい計画だと私も思いますので、それなりに人が近郊か

ら集まってくるんじゃないかなと思うんです。そのときに、例えば交通整理であるとか、

人と車とか、あと子どもとか、そのような人たちの安全対策というか誘導、駐車場の誘導

とかそういうことは、現状でも誘導している方もいらっしゃいますけれども、これだけ計

画がちゃんとしてくると、出来上がったときにはそれなりの人が集まるのではないかと思

うので、その辺のところはどう考えているか、教えていただければと思います。 

○水沼会長 三澤委員、ありがとうございます。これは今後の管理運営というところに関

わってくることかなと思うんですけれども、何か今の時点でご計画があれば、ＵＲさん、

お願いいたします。 

○事業者 私どもの団地に関して、その場で人を立ててコース誘導といったことはなかな

か今もやっていないのですけれども、先ほどご指摘いただいたのと少し重なってきてしま

うんですが、安全上、例えば危ないところの注意喚起ですとか、あるいは徐行すべきとこ

ろをドライバーさんにちゃんと伝わるようにですとか、そういったハードの中でできると

ころを、精度を高めてやっていきたいと思っております。 

 また、管理の中の話ですけれども、今後、例えばこういった団地で少しにぎわいを持た

せてイベントをやるといったことを検討していく場合には、その時々、ポイント、ポイン

トで人が当然集中してくることになりますので、安全を図れるような対応をしていきたい

とは考えてございます。 

○水沼会長 ありがとうございました。 

 ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 今、髙橋委員からは、人の動きなどにも対応したサイン計画の在り方などについてのご

質問がありました。また、三澤委員からは、髙橋委員からのご指摘も含めた車への対応と

いったことに対するご質問がありました。いずれも今後の運用の中で、サイン計画は細部

の設計の中で、また、イベント対応などで車の抑制が必要になったりするときにはそれも

検討するということでお返事をいただきました。 

 今回の計画そのものについては、このご提案いただいている計画で大きく問題はないよ

うに思います。 

 私個人としましては、先ほど茅ヶ崎市の景観ということでご説明のあった人のいる景観

というものに大変配慮していただいた景観になっているようで、ここでどのようなアクテ

ィビティーがあるのかということを、今回も人のいるパースをたくさんつくっていただい

たこともあって、そういう団地の生き生きとした様子がうかがい知れる計画になっている

のかなと思っています。丁寧なご対応をいただいたことがそこにつながっているかと思い

まして、今後も大変期待をさせていただきたいと思います。 

 それでは、ほかにご意見はよろしいでしょうか。 
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 では、お諮りいたします。諮問１号、浜見平団地建替事業（Ｌ-１街区）について、ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

〔 異議なし 〕 

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

協議して作成することでご一任いただきたいと思います。 

 それから、先ほどもお話にありましたように、当日資料がございます。こちらの説明も

事務局からお願いいたします。 

○事務局 当日資料といたしまして、事業者のほうから、Ｆ-１街区からＬ-３街区までの

盛土造成に関する資料がございます。こちらにつきましては浜見平が特別景観まちづくり

地区ということで、本地区内の開発行為につきましては本審議会に諮ることが決められて

います。今回、そういった中ではございますが、盛土造成のみということでございますの

で、事業者からこの事業の概要について簡単にご説明だけいただこうということで、よろ

しくお願いいたします。 

○事業者 お世話になっておりますＵＲ都市機構の山口と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 当日資料ということで、皆様にお配りさせていただいている資料を早速１枚めくってい

ただいて、右上、１ページ目をご覧ください。今回説明させていただく内容は、先ほど茅

ヶ崎市景観みどり課様からご紹介いただきました、先ほどのＬ-１街区とは別に、ＵＲにて

賃貸住宅を建設せずに平面開発だけを行いまして、民間事業者様に土地を売却して、そこ

に戸建て住宅ないしは集合住宅等を建設していただくというものになっております。 

 今回、１ページ目で表を２つ、Ｆ-１・Ｆ-２と、それ以外で分けさせていただいている

んですけれども、これは開発行為のスケジュールがそれぞれでずれていますので、その違

いだけというご理解をいただければと思っております。Ｆ街区につきましては、年度明け

すぐ、そしてＤ-１②からＬ-３街区については早ければ令和３年６月以降に着手をしてい

くというものになってございます。そのため、２つに分けて記載をさせていただいている

ところでございます。 

 左側のＦ街区については、戸建て住宅及び開発道路の整備をＵＲ都市機構で行ってまい

ります。右側のＤ-１②街区からＬ-３街区については、戸建て住宅及び集合住宅の用地と

なってございまして、今回開発行為を行っていき、完了予定はいずれも令和５年の８月末

を予定している計画でございます。具体的な場所については２ページ目以降でご説明をさ

せていただきます。 

 ２ページをご覧ください。それぞれの街区の位置関係、今回ご説明させていただくとこ

ろを赤枠で囲んでおります。それと、浜見平特別景観まちづくり地区の景観形成基準を右

側に抜粋させていただいております。この景観形成基準に基づいて、今後、戸建て住宅な
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いしは集合住宅を建てていくときにこの基準に従いますという、資料になってございます。 

 ちなみに、住宅地区③と書いてある緑色の低層住宅がいわゆる戸建て住宅になってござ

います。戸建て住宅においては、右上の緑化率の設定とその下、青枠の環境空地率の設定

というところは対象外でございます。これは参考でご説明させていただきました。 

 続きまして、３ページ目をご覧ください。今回は、浜見平地区の特別景観まちづくり地

区の指定以外も、浜見平地区の地区計画が定められてございまして、地区計画によって、

建ぺい、容積、また最低敷地面積等が定められていますので、ここは参考に載せさせてい

ただいております。Ｂ-１、Ｂ-２地区は集合住宅、Ｂ-３地区は戸建て住宅を建設できると

ころになってございます。なお、Ｌ-２、Ｌ-３につきましては、Ｂ-１地区、Ｂ-２地区が

重なってございますので、ここについてはそれぞれの地区の面積を案分しまして、加重平

均を行って、建ぺい、容積率を定めていくというようなことになってございます。 

 続きまして、４ページ目ですが、先ほど３ページでお示しした地区計画に定められてい

る公共公益施設として位置づけられた桜並木、歩行者用通路、そしてプロムナード、緑道

の整備が求められておりまして、これについてはＵＲが敷地譲渡をした後、民間事業者さ

んによって計画、整備をしていただくという予定になってございます。今、写真でお見せ

しているのは、過去にＵＲないしは民間事業者さんのほうで既に分譲したところを参考に

載せさせていただいており、イメージとしてはこういった形のものが出来上がるとご認識

いただければと思います。 

 続きまして、５ページ目でございます。これは参考写真でございますが、浜見平地区で

これまで整備を行ってきた集合住宅の写真を載せてございます。これから分譲していく敷

地におきましても、こういった形で今日のＬ-１街区同様、景観審のほうでお諮りさせてい

ただいて、建築を行っていくことになります。今後の集合住宅におきましても、民間事業

者さん主体にはなりますが、同様の手続を取らせていただきますので、また引き続きどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 ６ページ目でございますが、今後の事業スケジュールを書かせていただいております。

細かい内容にもなっておりますので詳細は割愛させていただきますが、ちょうど今、Ｌ街

区のところの開発行為の手続を進めさせていただいておりまして、その後、Ｄ-１②からＬ

街区の開発の申請をさせていただき、両方とも最終的な工事の最後の完了としては令和５

年の８月末を予定しているところでございます。 

 続きまして、７ページ目でございますが、Ｆ街区、将来戸建て住宅用地になるところの

現況写真となっております。 

 そして、８ページ、９ページ目は土地利用計画図と、細かい図面を載せさせていただい

ておりますが、１０ページ目が分かりやすいので、そちらでご説明をさせていただきます。 

 １０ページ目をご覧ください。こちらはＦ街区の現状としては、今、更地になっている
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状態と、あと、グラウンドが残っているというところで、現在、グラウンドの除却工事等

を進めさせていただいてございます。将来的には、この写真の赤線のようにＦ-２、Ｆ-１

と書かせていただいているところに宅地、そして何も書いていないところが道路をつくる

部分と既存道路を拡幅する部分になっておるんですけれども、開発道路ということで、道

路の新設、拡幅を進めていくこととなります。 

 続きまして、１１ページ目でございますが、Ｄ-１②街区からＬ-３街区の写真を載せさ

せていただいております。今、既存の集合住宅、古いＵＲ団地が張りついているところで

すが、ここは今現在除却工事を進めさせていただいている状況でございます。 

 １２ページから１５ページまでは土地利用計画図と、細かい図面になっていますので、

ここは割愛させていただきます。 

 １６ページ、１７ページがＤ-１②街区からＬ街区までの現況の写真に、ここの区域を開

発していきますよという赤線を重ねさせていただいたものになってございます。Ｄ-１②街

区、そしてＬ-２、Ｌ-３街区につきましては、現在、建物の解体工事を進めさせていただ

いておりまして、来年度の夏頃からはＪ街区、Ｋ街区の解体工事も順次着手をしていくと

いうことになってございます。 

 駆け足となりましたが、以上で平面開発に係る報告とさせていただきます。 

○水沼会長 ありがとうございました。当日資料、今後の建替えの街区についてのご説明

がありました。 

 何かご意見、ご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、私のほうから１点だけ。すみません。この低層になるのか、戸建てになるのかと

いうのは今後の民間事業者によるということでよろしいでしょうか。 

○事業者 基本的には、今回お示しさせていただいているＦ街区とＪ街区、Ｋ街区が、地

区計画によって、高い建物が建てられないようになってございますので、ここについては

もう戸建て住宅が建つという状況になってございます。 

 それ以外のＤ-１②街区とＬ-２、Ｌ-３街区については、高い建物が建てられるような土

地利用になってございますので、恐らく事業者さんの採算性の観点からも、ここには中高

層の建物が建っていくということが想定されます。 

○水沼会長 分かりました。ありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。特にご質問、ご意見がなければ、また集合住宅の場合には景観審

にかかってくるということですね。 

 それでは、この当日資料についてもご報告をいただいたということで、終わりにしたい

と思います。どうもありがとうございました。 

では、続けて進めたいと思います。 

 報告第１号、大規模土地利用行為について（（仮称）クリオ茅ヶ崎中海岸）ということ
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ですね。事前に資料がありまして、皆さんのお手元にもお送りして、既にご意見をいただ

いていて、そのご意見とその対応方針がこの資料の２ページ目にまとめて書かれておりま

す。民間の事業ということでもあり、こちらの景観審からは報告事項として受けるという

案件でもございますので、要望としてある程度さらに伝えていくことはできるのかと思い

ますけれども、対応方針を読んでいただいても、できることにかなり限定的であることが

分かる対応方針という形になっています。これ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 こちらの計画の質問への回答を読ませていただきましたが、基本的には緑が

減ったよね、というのが皆さん共通してのご意見となっています。それに対して、努力は

しているんです、植栽の計画や育成計画を行いますというようなご回答です。どこまで踏

み込めるかというのはちょっと分からないんですけれども、外構は後回しにされがちであ

り、いつできるのか分からないけれどもとりあえず植えますみたいな宣言に終わってしま

う可能性もあるので、もし可能であれば、樹木の育成計画をできれば紙面で、時間軸を伴

って、もちろん樹木によっては植えるタイミングとかもあると思うんですけれども、本当

にこういうスケジュールでちゃんと植えるんですというところを、もう少し踏み込んだ情

報としていただきたいなと思った次第です。お返しいたします。 

○水沼会長 これについて、事務局はいかがでしょうか。 

○事務局 ご意見ありがとうございます。 

 現在、この景観審への報告につきましては、この後、景観法の届出という法的な手続に

進んでいくわけなんですけれども、それ以外にも、茅ヶ崎市のまちづくり条例にかかって

おりますので、こちらは開発審査課を中心に、現在、事業者とも協議しております。その

中でも、先ほど髙橋委員からご意見いただきましたようなことを伝えていきたいと思いま

す。 

 この計画ですけれども、もともとここは非常に緑量が多くて、保存樹林の指定をさせて

いただいていたところでございます。今回、そういった緑量が多いところがこういったマ

ンション開発ということになってしまうんですが、協議に当たっては、既存樹木をなるべ

く保存してほしいというところもお伝えさせていただきながらの計画になっております。 

 ここでは表現し切れておりませんけれども、例えば、ここはもともと在来の植物がすご

く多くて、地被類につきましても、スミレだとかタンキリマメだとか、茅ヶ崎の在来性の

植物が非常に多く生えてございまして、そういったところから表土を一時保存して、開発

に伴ってできる外構の部分に戻していただくような交渉についても引き続き行っていると

ころでございます。 

 そういったすごく細かいところから、なるべく元の保存樹林、緑量の多いところでござ

いましたので、そういった在来性の植物についてはなるべく保存していきたいというとこ
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ろで細かく協議させていただいていますので、髙橋委員のおっしゃられたような育成計画

なども事業者に求めてまいりたいと思います。 

○水沼会長 ぜひ、育成計画も明確に示すということも伝えていただければと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 では、私のほうから１つ質問です。こちらはかなり大規模な敷地ということなんですけ

れども、提供公園というようなものは計画されないのでしょうか。 

○事務局 事務局より説明させていただきます。 

 今回の開発に当たっては、開発面積が３，０００平米を超えているということで、まち

づくり条例に従うと、共同住宅の場合は開発区域の６％の面積の提供公園を求めることが

できることになっております。ただ、この条例の中に、周囲２５０メートル以内に公園が

既にある場合についてはこの限りではないというただし書きがございまして、事業者には、

当課といたしましてはなるべく提供公園を設けていただいて、そこに在来性の植物を残し

てほしいという協議は行ってきたのですが、結果的には、条例上設置しなくてもよいとい

うことが書かれているというところで、このような計画となっているということでござい

ます。 

○水沼会長 ありがとうございます。 

 これほど大きい敷地は、次の案件とこのくらいで、茅ヶ崎の中でこれから先はほとんど

ないかもしれないんですけれども、そうだとしても、やはりこれだけ広い敷地を集合住宅

などに開発していくという場合には、近くに公園があったとしても、ぜひその条例を少し

見直していただいて、茅ヶ崎は公園が少ないですよね。それを解消するような一助にでき

ていけば、この広大な保存緑地がなくなったとしても、少しは意味があったということに

なるかと思うので、ぜひそれは市のほうで、今後、こういう開発、それが３，０００平米

がいいのか、もっと狭く指定できるのか分かりませんけれども、少なくとも近隣にあった

としても提供公園をつくるような方向で、他課とも協力しながら、多分、茅ヶ崎で公園を

作っていく唯一の方法ですよね。ですから、それはぜひ前向きに検討いただければと、私

からは思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○三澤委員 私もこの場所は通るというか、茅ヶ崎なのでよく知っているんですけれども、

今の条例の中で、水沼先生の提供公園、条例の趣旨は分かるんですけれども、これだけの

緑地が、茅ヶ崎に本当に少ないので、ある程度計画もまとまっているし、今さらというこ

とになると思うんですけれども、現状からでもやれるのだとすれば、屋上緑化。屋上緑化

も今ある程度計画されていたり、デッキとかあるのでしょうけれども、それをもう少し、

屋上緑化も低木というか、芝生みたいなものではなくて、高木は無理にしても、中木程度

のものがやれるようなことは、まだやれる余地が残っているのかなと。 
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 ただ、屋上緑化も、外部の人が使うというわけには、セキュリティーの問題でできない

とは思うんですけれども、ここまで計画が決まっている中で、もしやれることがあるとす

ると、せめて屋上緑化とかそういうことを少し考えていただいて、そうすると、遠くから

見たときの景観にも多少寄与していくのではないかと思います。本当に茅ヶ崎は公園が少

ないので、少しでも近隣の子どもたちが遊べるようなものがあるといいのでしょうけれど

も、なかなかそれも現実的には難しいこともある程度分かりますので、今やれる範囲の中

で検討していただくとありがたいと思います。 

○事務局 ご意見ありがとうございます。 

 水沼会長、三澤委員からいただきましたように、茅ヶ崎は公園が非常に少ない。我々も

保存樹林制度等々を使いながら、いろんな面で街中の緑を守っていきたいというふうにや

っていますので、ご意見については、事業者のほうに求めていきたいと思います。 

 まちづくり条例では、今回、建物の敷地面積に対しまして１５％の緑地を求めておりま

す。現在の計画で行きますと、およそ９５０平米ほどの緑地になるわけですが、事業者の

ほうでは１，０００平米程度の緑地を設けていただいております。その１５％の緑地のう

ち半分までが屋上緑化とか壁面緑化を行うことができるんですけれども、当課といたしま

しては、屋上緑化になりますと、高い建物の上になりますので、なるべく地べたに設置し

ていただきたいというのが我々の事業者さんとの交渉の中ではお伝えしていることになり

ます。 

 ただ、三澤委員おっしゃったのは、現状の計画からのプラスアルファの部分だと思いま

すので、現在、屋上緑化は、屋上全体の半分程度で面積的に限られたところになっていま

すので、プラスアルファの部分でその辺を求められるということがあれば、協議してまい

りたいと思います。 

○水沼会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。何かご意見、ご質問、ご感想でも結構ですが、よろしいでし

ょうか。 

○關口委員 資料の２ページの下から２行目ですけれども、アプローチ、「Ｐａｇｅ１４

の外構は石積み擁壁が３ｃｍくらいの高さであるが」と書いてありますが、これは「３メ

ートル」くらいの高さのタイプミスをしたものだと思いますので、訂正しておいていただ

ければありがたいです。やっぱり３メートルの高さの垂直的な擁壁があると、かなり圧迫

感があると思います。ここは圧迫感のないように配慮していただきたいということを重ね

てお願いしたいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。この資料につきましてはホームページのほうで公開に

なりますので、公開資料は修正させていただいたものを載せさせていただきたいと思いま

す。 
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○水沼会長 ほかに、よろしいでしょうか。 

 それでは、今、委員から出ました、特に緑の育成計画を明確に作成して、できれば報告

でも結構ですので提示をしていただきたいということ。それから、緑化について、さらに

一層積極的に検討をしてほしいこと。プラスアルファでの屋上緑化なども含めてというこ

とですね。それから、これは行政に対しての意見として、提供公園の考え方をぜひ課をま

たいで積極的に検討を今後してほしい。この案件をきっかけとして、そういったことをぜ

ひ考えてほしいということを要望するということでよろしいでしょうか。 

 では、次に移りたいと思います。報告２号、大規模土地利用行為について（（仮称）茅

ヶ崎市東海岸南４丁目計画 新築工事）について、これはこちらの資料で、事前に意見をい

ただいております。それに対する対応策もこちらに、事業者の意見、それから対応、回答

もいただいております。いずれにしても、こちらの様々な提案に対しても、できることと、

できないというような返答かなと思いますけれども、特に何かご意見、さらにご質問はご

ざいますでしょうか。お願いいたします。 

 いかがでしょうか。 

 では、ちょっと私のほうから口を切らせていただきますが、ここは開発区域面積がおよ

そ９，０００平米ということで、駅から１５分ほどのところにこれだけの敷地があるとい

うことそのものが大変びっくりすることなんですけれども、先ほどのクリオが建つ敷地も

そうなんですが、このエリアも茅ヶ崎の中で大変別荘地らしい景色を継承していた地域で、

そこにこのような大規模な開発があるということです。 

 もう今さらということですので、これ以上のことがなかなか難しいのかなと思っている

んですけれども、私からは、やはりこれは行政のほうで何かできなかったのかと。 

 この敷地の中には、準備が間に合わなかったんですけれども、昭和の初めに造られた別

荘建築が残っていました。そして、その施主が２代にわたって造ってきた大変立派な庭園

がありました。池があったり、それに向かう建物群が池を廻って建っているような、別荘

で塀の中なのであまり知られていなかったんですけれども、現存して、去年の９月まであ

ったという敷地なんです。 

 そういう歴史性があるところが開発されるときに、これは民間の所有なので、できるこ

とは本当に限られているかと思うんですけれども、実は建物の調査も十分にできませんで

した。簡単な写真撮影などはしていますけれども、記録保存ということもできなかったし、

緑に関して、庭園に関しても、特にそれに関連する造園の専門家からの調査も行われてい

ないので、つまり、茅ヶ崎の別荘の景観が記録されることなく失われてしまったというこ

とが、大きな事実としてあるわけです。 

 これから全くそういったものがないわけではないんですけれども、そのあたりの考え方

です。これは先ほどの提供公園と同じなんですが、ここは茅ヶ崎にとって大事だと思われ
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るような場所については、事前に若干網をかけておいて、市の財政状況で物を残すという

のが難しいことはよく分かっているんですけれども、少なくとも様々な形での記録保存だ

けでも、もしくは直前に見学会をするとか、市民の方にも茅ヶ崎のよさを知ってもらうた

めにも、そういったことが有効だと思うので、茅ヶ崎の景観ということを考える原点にも

なり得るような場所だったので、そのようなことを少し今後に向けてご検討いただければ

と思います。これは特に教育委員会と景観みどり課、幾つかの課をまたがった案件だと思

いますので、ぜひ教育委員会のほうにも、文化財の担当のほうにもお話しをいただいて、

そのようなことを、委員からの要望があったということでお伝えいただければというふう

に思います。 

 この案件そのものについての意見ではなくて申し訳ないんですが、私からちょっと口を

切らせていただきました。以上です。 

○事務局 ありがとうございます。この案件につきましては、景観みどり課、あとは社会

教育課、文化生涯学習課という非常に多岐にわたったところが関係する案件と認識してい

ます。今の水沼会長の意見に対しては、そういった課をまたがった対応が必要かと思いま

す。関係部署につきましても、今日このようなご意見をいただきましたので、改めてその

あたりを周知させていただいて、今後に備えたいと思います。 

 この案件につきましても、例えば提供公園のほうに既存の樹木を移植するというふうな

こともご協議させていただいたり、あとは、社会教育課や文化生涯学習課のほうから建物

の当初の図面をもらえないかといった交渉は事業者とやっておりますので、引き続きこち

らについても協議してまいりたいと思います。 

○水沼会長 いろいろご対応いただいて、この場所について向き合っていただいているこ

とは重々承知していながら、ぜひ、失われてはいけない場所だったというふうに私自身は

感じておりましたので、意見として出させていただきました。 

 ほかに何かございますでしょうか。三澤委員、お願いいたします。 

○三澤委員 この場所を私は知っているんですけれども、私の記憶だと、４メートルぐら

いの狭い道を入っていった奥で、緑があって、割と分かりづらいところだったと思うんで

す。 

 当然、これだけの図面ができて、私も設計者ですから、ここに図面が上がってきたから、

いろんなことはクリアしてできたものだということは間違いないのでしょうけれども、茅

ヶ崎市民を何十年もやっている者としては、特にこの裏側の狭いところから車が入ってく

る。ここはたしか行き止まりの結構狭いところで、これだけの住戸があって、このマンシ

ョンも多分、高額マンションになるだろうと思うんです。要するに、相当高いマンション

で、質の高いマンションができるだろうと思うんです。そうすると、車も軽とか何かでは

なくて、それなりの大きな車を持っていらっしゃる方がこういうところに入るだろうとは
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想像つくんですけれども、その割には、ここは入り組んで、道路も狭いし、通学路があっ

たかまでは知らないんですけれども。 

 というようなことで、今さらどうだとは言えないところもあるんですけれども、何かそ

の辺の配慮が、何をすればいいかと聞かれると困るんですが、４メートルの道路だから旋

回部分をつくるとか。そんなことを今さら言われたら困るよというところもあるのでしょ

うけれども、何か配慮をしないと、近隣の住民の方のクレームになる。当然、近隣住民へ

の説明会等々をやっているのは百も分かるんですけれども、結構奥まって、普通の茅ヶ崎

市の市民も、長くいる人じゃないとこの場所は多分知らないと思うんです。そのようなと

ころなので、今からできることは少ないだろうと思うんですけれども、何か配慮がないと、

周りの方に迷惑がかかるし、ある一定の幅以上で大きな道路からずうっとここまで持って

こなければいけないので、よくこの細い道でこれだけの計画ができたなと僕は思うんです

けれども、感想しか言いようがなくなってしまうんですけれども、以上です。 

○事務局 ありがとうございます。 

 この開発に当たっての接道の要件なんですが、これだけの大規模なマンションになりま

すので、主要な道路までは４メートル以上の幅がないと開発ができないことになっていま

す。この計画地に対して北側の道路につきましては、主要な道路に出るまでに４メートル

未満の場所があるということで、車の出入りとして認められないということがございます。

また、通学路にもなっております。南側の道路につきましては、主要な道路に出るまでに

十分なわけではないんですけれども、一応４メートルあるというところで、南側の出入口

になっております。 

 ただ、南側につきましては、近くに小学校、中学校があるということで、事業者さんに

は配慮するようにということは存じ上げておるんですが、事業者としては、当然、居住者

への周知や出入りのところにカーブミラーを設置等で対応しますということしかできるこ

とはないんですけれども、今後、市といたしましても、道路の管理部局で安全対策をして

いくというふうなことで考えてございます。今日このような意見をいただいたことにつき

ましても、関係部局のほうにお伝えはさせていただきます。 

○水沼会長 ありがとうございました。 

 私も、その辺のことも含めて、道路のことを意見としても出させていただいたわけです

けれども、やれることがこの時点ではかなり限られているということで、今のような、今

後協議を重ねていくということに委ねるしかないかなというところですね。 

 ほかに何かご意見、ご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、今の道路の件、それから、幾つか思うところはあるんですけれども、記録保存等

のことも含めて、事業者にはお伝えいただければと思います。 

 では、次に行きたいと思います。報告３号、（仮称）東横ＩＮＮ茅ヶ崎市役所新築工事
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について、こちらも事前に資料をいただいておりまして、以前出てきた案から少し変更さ

れたということで、新たな案が提示されております。これについても、景観アドバイザー

からも意見があり、また、まちづくり審議会からも詳細にわたっての様々な意見が既に出

されております。ご一読いただいているかと思いますので、それを踏まえて何か、この対

応方針というのもありますけれども、ご意見がありましたらよろしくお願いいたします。 

○三澤委員 前の計画から変わってきたことが、多分このホテルの下に市のほうの施設が

入るのが、全然別棟になりましたよね。本体のほうはＲＣで、別棟の市のほうの多目的広

場というのか、こちらのほうは鉄骨造で、この鉄骨造のほうが、急にガルバリウム鋼板な

んですよね。それで、本体のほうはＲＣで石を張って市役所のほうと合わせていますよと。

この鉄骨のほうのところは、ガルバリウムで色が若干グレーっぽいので合っているかもし

れないんですけれども、パースを見ても、建物の質が落ちているように私は感じます。 

 将来ここをどういうふうに市と東横ＩＮＮが考えているのか、切り離して別棟にして、

鉄骨にしたということは、将来これを簡単に壊せるように、切り離せるようにという考え

方でつくっているかなと見えるのと、市役所に入っていくメインストリートのところにガ

ルバリウムの建物は、ないんじゃないかというふうに私は思いますけれども。例えば坪単

価で言ったら、ホテルの坪単価、もしくは市庁舎の坪単価と、半分以下じゃないかなとい

う気がするんですけれども、そういう計画でいいのでしょうかというのが正直なところで

す。 

○事務局 ご意見ありがとうございます。 

 この場所につきましては、ご存じのとおり、底地は市が持っておりまして、それを事業

者に貸し付ける中で、事業者を選定させていただきまして、今回、東横ＩＮＮがホテルを

建てるということです。前回から、コロナの影響で社会自体がかなり移動を制限される中

で、なかなか事業の採算というところで規模を縮小してきたというふうなことだと思いま

す。こちらの地域振興施設については、事業提案のほうでご提案いただいていて、これを

もとに事業者の選定をしている内容なので、実現をしていただく必要があることになって

います。 

 三澤委員おっしゃるように、ガルバリウム鋼板というところで、今までのような重厚な

造りにはなってございませんけれども、こちらのほうは、市のほうは貸し付ける立場でそ

れを事業者が形にしていくというところで、事業の採算もございますので、本審議会の意

見から、ホテルの本館のような重厚な造りにするというのはなかなか難しいのかなと思い

ます。 

○水沼会長 そうですね。三澤委員のおっしゃることがもっともと思われますけれども、

事業者の立場になって考えると、このコロナという想定外の出来事で計画を変更せざるを

得ないという中での計画を立てざるを得なかったということも、心情的には理解する部分
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でもあるので、なかなか難しいところでもありますね。 

 今出た意見を、安普請になりがちな素材を使っても、どうかデザインでうまく解決して

ほしいというようなことはお伝えいただければ。そういった格差のあるデザインになるこ

とに対して懸念が出されたということは、ぜひお伝えいただければよいかと思います。よ

ろしくお願いします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○髙橋委員 私も同じ場所で見栄えのご質問をちょっとさせていただいてました。回答と

しては、６００の庇をつけるということですが、これはパースには反映されていないので、

どういう庇になるのかはちょっと気になったところです。 

 あと、これは市へのご質問になるのかもしれないんですけれども、２４ページにあるよ

うな屋根つきの回廊は、この地域貢献の施設の前まで延長させるとか、そういうことはで

きるのでしょうか。もしそれができるのであれば、ちょっとこの施設の見栄えもデッキで

隠せるかなということを思ったりしましたし、ウォーカビリティーの観点で、雨に降られ

ずに地域貢献施設から役所のところまで歩いていけるというのができるのはいいかなと思

ったんですけれども。そういった回廊の延長みたいな部分は、もしやるとしたらどこの管

轄になりそうかということを教えていただければと思います。 

○事務局 ご意見ありがとうございます。 

 このピロティの部分だと思いますけれども、この部分につきましては、市役所の新築を

させていただいたときに施工したものになります。その段階では、今回の東横ＩＮＮの計

画や地域振興施設の計画がない中で施工しておりますので、このような形になってござい

ます。この市役所前広場は、整備が完了して、舗装についても石張りのものを設置してご

ざいまして、これを現状から延ばすということは難しいのかなと思います。 

○関野課長 すみません。補足させていただきます。髙橋委員から、こういった回廊を延

ばせばいろいろ使い勝手が広がるというご提案だと思います。ただ、こちらの市役所前広

場も、芝生の広場があったり、防災のための一時避難場所とか、そういった多目的広場的

な要素がございまして、今もキッチンカ―が入っておりまして、地域の商業者等の活性化

のためにも活用させていただいている等がありますので、広場の活用といった面でも、今

のところ、この回廊を延ばすということは難しいのかなということは思っております。 

 先ほど三澤委員からのご質問でもありました、仕上げの差が大き過ぎますよということ

につきましても、確かにこういった重厚な石張りと金属板というのは、見た目上どうして

も差が出てしまうことは、皆さんご承知のとおりなんですが、こちらも市との契約の下で

こういった建物を建てて活用していくということでございますので、ご心配のように、鉄

骨造は撤去しやすいという状況での考えではなくて、ここでホテルをやっていく上では、

この地域貢献施設も取り除くということはできないと考えておりますので、そういった心
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配はないと思っております。 

 ただ、会長おっしゃるように、仕上げの工夫はまだ余地があると思いますので、その辺

は担当部署に申し伝えたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○水沼会長 三澤委員、よろしいでしょうか。 

○三澤委員 今の多目的施設、図面が違っているのかもしれないんですけれども、庇とい

うのは、この正面のところにはあるわけですよね。１２ページのところに庇の絵が描いて

あって、１４ページのところには庇の絵がないんですけれども、これは単なる間違いです

よね。１２ページの、正面の入っていく、このテーブルセットとかが置いてあるところに

庇という点線があるんですけれども、１３ページにもあるんだけれども、１４ページへ行

くと庇の絵がなくなってしまっているので、これは、庇はあるんですよね。 

○事務局 ございます。この地域振興施設につきましては、建物の東側のテーブルセット

の上には庇がつくような形になってございます。南側につきましても、髙橋委員より意見

をいただきまして、敷地の関係であまり大きなものは造れないんですけれども、庇をつけ

ていただくようにご対応いただいております。 

○三澤委員 そうですか。分かりました。 

○水沼会長 ほかによろしいでしょうか。 

 特にこれについても、できることがすごく限られている中で若干の、南側への庇の付加

などは対応いただいているということで、それだけ注目されている案件であるということ

は間違いないので、市役所に隣接して、そして、これはプロポーザルですよね。それでこ

こまで来たという案件ですので、ちゃんとやってよということだと思いますので、それを

事務局のほうから上手に伝えていただければと思います。事業者のほうも重々承知しなが

らやっていらっしゃることとは思いますけれども、デザインで工夫できる点については今

後も工夫をして、よりよいものにしていっていただきたいということを審議会からは意見

として述べていきたいと思います。 

 それでは、この報告第３号もこれにて終わりにさせていただきます。 

 続きまして、その他です。事務局、何かございますでしょうか。 

○事務局 はい。事務局より１点ございます。次回審議会につきましては、現段階で日程

は未定になってございます。また時期が近づきましたら日程調整をさせていただきます。 

 また、新型コロナウイルス感染症の状況によって、今回のようなウェブ会議とか、様々

な方式につきまして活用しながらやりたいと思っていますので、こちらにつきましてもご

相談させていただくことがあるかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上になります。 

○水沼会長 ありがとうございました。 

 では、以上をもちまして、本日の議題は終了いたしました。委員の皆様、ありがとうご
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ざいました。これをもちまして、令和２年度第３回茅ヶ崎市景観まちづくり審議会を終了

いたします。 


