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許容建蔽率
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図書目次・ 計画概要・ 工程表 工事名称

地名地番

開発面積

開発目的

【 計画建物概要】

建築物用途

敷地面積

用途地域

許容容積率

高度制限

高さ制限

日影規制

構造・ 階数

建築面積

延べ床面積

： （ 仮称） クリオ茅ケ崎中海岸　 新築工事

： 神奈川県茅ケ崎市中海岸三丁目11516-3

： 6, 896. 94㎡

： 共同住宅の建設、 戸建住宅の建設

： 共同住宅（ 87戸）

： 6, 332. 49㎡

： 第1種低層住居専用地域

： 50％

： 100％

： なし

： 10ｍ

： 3/2ｈ 　 +1. 5ｍ

： 鉄筋コンクリート 造、 地下1階地上3階

： 2, 706. 81㎡

： 7, 706. 83㎡

工事工程表（ 予定）

2020. 10 11 12 22021. 1 3 4 5 6 備　 考月
項目

条例手続き

都市計画法

許可手続き

景観法手続き

建築確認申請

開発工事

建築工事

大規模土地利用届 回答書提出

特定開発事業事前届

開発概要書 32条協議 29条申請 開発許可

確認済書

37条制限解除

景観法続き 事前相談届 景観法届

降下

開発工事着書

建築工事可能時期

2023年3月竣工

（ 工期： 23か月） 予定

建築物確認申請

【 開発概要】

【 図書目次】 【 計画概要】
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※ 現時点での計画内容の為今後変更する可能性があります。18
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周辺環境・ コンセプト ・ 案内図

現況写真

現況平面図

立面図-1（ 西側・ 南側）

植栽資料

外観立面（ 南面）

外観立面（ 西面）

Ｒ階平面図

3階平面図

2階平面図

1階平面図

配置・ Ｂ 1階平面図

地下1階共用部（ ラウンジ） デザイン

地下1階エント ランスデザイン

立面図-2（ 北側・ 東側）

西面パース図

植栽計画

デザイン・ テーマ（ 6-1～6-5）

景観アド バイザー・ 審議会ご意見・ 対応方針

（ 仮称） クリオ茅ケ崎中海岸　 新築工事 01目次・ 計画概要・ 工程表

（ 17-1、 17-2）



景観まちづくりアドバイザー様からのご意見と対応方針

項目 意見 対応方針

植栽計画 樹種はもう少し絞ったほうが良い。 樹種を絞った計画も検討致しましたが、多様な樹種を用いて変化をつけた植栽計画と

（全体） 主体となる樹木１種類を２～３本を配植し、 致しました。

変化づけにその他の園芸品種を活用するほうが良い。

植栽計画 茅ヶ崎市の海岸ゾーンのシンボルであるクロマツの使用が少ない。 本計画は区域全体の造成が必要な為、既存のクロマツを残す場合は移植が必要と

（既存樹木） 道路から視認出来る場所に植栽することは出来ないか。 なります。しかし現況の周辺道路幅では、高木のクロマツの搬出入が困難な為、

大きさは大中小の３種類で、必ず自然な樹形のもの。 移植は断念しました。

アプローチ 階段の幅を出入り口の歩きやすさ等を加味して、幅400～450が望ましい。 利用者の歩きやすさを配慮した造り込みを致します。

アプローチ 既存の玉石亀甲積みを移設もしくは再現をし、 玉石積みは現在の擁壁構造基準に適合せず又、敷石としてもバリアフリーの関係上

マンションのシンボルとして欲しい。 困難な為、エントランス内及び、通路等に既存の玉石を掲示したり写真を残すなどし

歴史を継承致します。

景観まちづくり審議委員会様からのご意見と対応方針

項目 意見 対応方針

植栽計画 ①この場所の魅力は圧倒的な緑量にあったと思う。 ①移植可能植栽は保全し、継承していきます。又、外観に杉板の型枠、
アプローチ それをどのように具体的に継承していくのか、より具体的に示してほしい。 　珊瑚のような優しい色合いのタイルを使用し、自然観を演出します。(P.6-5追加）

②外構の玉石垣はかつての別荘地の風致を継承する重要な景観である。 ②玉石積みは現在の擁壁構造基準に適合せず又、敷石としてもバリアフリーの
一部でも継承できるよう検討してほしい。 　関係上困難な為、エントランス内及び、通路等に既存の玉石を掲示したり写真を

　残すなどし歴史を継承致します。

コンセプト ・コンセプトは土地のコンテクストを読み込まれたうえで作られていますが、 ・本事業については、玉石積みの一部をエントランス内などに掲示したり、

デザイン計画に乖離があります。例えば６ページのCGで外から視認できる緑や 　写真を残すなどし、又、既存植栽についても一部は移植することで可能な限り

エントランスのイメージが、４ページもある現状の門構えや外構からなる 　旧別荘地の文化的景観の継承に努めました。さらに新しい建物のデザインでは、

旧別荘地の文化的景観を継承しているようにはまだ伺えません。 　茅ヶ崎海岸地域らしい自然観を演出しました。これらの計画が地域の方々に対して

「随分ばっさりカットされましたね」という印象の方が大きいです。 　より良い心象を得られる様に今後も説明に努めます。

・茅ヶ崎市の景観まちづくりでは、「人々の印象（イメージ、価値・魅力）を

軸にしております。２ページのコンセプトに含まれる「茅ヶ崎/歴史/自然・緑/

邸宅」の各キーワードについて、現状と同等、またはより良い心象を生み出す

配慮があり、地域の方々も共感できるご説明となるようにお願い致します。

植栽計画 植栽に関する樹種選定が多様であることは評価できる。 ・文化的景観を意識して生長と更新を見込んだ樹木育成計画を行います。

しかし、既存敷地の緑量と比較すると、大幅な緑量ダウンとなる。配植計画が敷地の 　海へ抜ける道路沿いを中心に植栽を行う為、南西に偏っておりますが、

南西に偏っていることも気になる。長い目で植物の生長と更新を見込んだ植栽 　メインエントランス前に既存のサルスベリを移植すると伴に、充実した緑地を

計画も考えられないか。敷地および地域のシンボルツリー（ランドマーク）に 　形成し、シンボル緑地帯と致します。

なり得る樹木の植栽も期待したい。

アプローチ ・既存の外構石垣は魅力的ですが、残置する部分はあるのでしょうか？ ・玉垣の残存は空地整備や擁壁構造に適合しない為、残存出来ませんが、

　エントランス内及び、通路等に既存玉石を掲示したり写真を残すなどし歴史を

　継承致します。

・Page１４の外構は石積み擁壁が３くらいの高さであるが、圧迫感がないよ ・擁壁については、西側道路沿いをRC壁ですが圧迫感のない様な明るい配色の

　うに配慮をお願いしたい。石張りのRC擁壁でしょうか？ 　石貼りとします。

（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 景観アドバイザー・審議会ご意見・対応方針 02

■■5 ｍ



周辺環境と歴史 茅ヶ崎市中海岸3-12985-8

茅ヶ崎市は、 恵まれた気候から明治時代以後から戦前にかけて湘南

有数の別荘地として発展した。

1898 年（ 明治31） 年６ 月に茅ヶ崎駅が開設され、 この頃歌舞伎俳

優の市川団十郎が小和田地区（ 現在平和町） に壮大な別荘を建設。

後に宮内省・ 内務省の高級官僚、 軍人、 学者などが現在の中海岸、

東海岸方面に別荘を構えるようになった。 以後、 明治末期には既に

200 棟を越す別荘があったといわれる。（ 図１ 参照）

後に、 戦前の最盛期には東洋一の設備を持つまでに発展した結核専

門病院南湖院（ サナト リウム） が1899 年（ 明治32） に開院し、 都

会の上層階級の患者を優待したことから、 いわゆる文化人・ 富裕層

が集まった。作家の坪田譲二や国木田独歩もこの地で療養生活を送っ

たといわれる。 茅ヶ崎を単なる別荘地としてだけではなく 、 療養地

としても印象づけ、 知名度を押し上げることとなった。

戦前の、 別荘、 海水浴場、 サナト リウム、 戦後の湘南サウンド 、、、

これらの系譜が着実に茅ヶ崎と海のイメージを作り上げていった。

concept

茅ヶ崎の歴史を汲んだ豊かな自然に包まれた緑の邸宅

本案件では、 これらの別荘地であった記憶と現地の景観イメージを刷新しながら、

街並みの魅力を誘発し続ける建築デザインを創造する。

2021.01.18

2021.02.02

茅ヶ崎中海岸３丁目計画

海外地域景観ゾーンの方針 海の空気と文化を感じる景観づく り

１ ） 旧別荘地の面影を残す文化的景観の継承

現地の風景・ 記憶を残しながら現代の邸宅としてふさわしい景観をつく り、

現存する樹木を保存・ 移植しながらこの地の記憶を継承していきます。

２ ） 海岸・ 愛称道路沿道の景観形成

緑豊かな外構まわりの印象を刷新しながら継承し、 海岸地域にふさわしい

樹種を選定、 海辺の爽やかな雰囲気を大事にしながら明るい印象の景観を形成します。

３ ） 海岸の文化を体感・ 発信する公共空間づく り

海釣りやマリンスポーツを生み出してきた風土を継承し、 住人が海岸地域の文化を

体感できるシーサイド ラウンジを設置します。

茅ヶ崎市中海岸3丁目エリア

＜図１＞

（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 周辺環境・コンセプト・案内図 03

＜図１＞

海岸地域景観ゾーンの方針



（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 現況平面図 04



茅ヶ崎市中海岸3-6-31

黄色： 入口周りの石壁（ 玉石亀甲積み）

赤色： 外構まわりの石壁

A B

A

B

2020.07.29

2020.12.11
茅ヶ崎中海岸３丁目計画（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 現況写真 05
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都心でなく ても働ける。

海・ 風・ 波の音、、、茅ヶ崎Lover のためのシーズン・ レジデンス。

週末が待ち遠しい。

休日のサーフィ ン。 休日のテニスコート 。

大好きなゴルフ。ここだからできることがある。

愛犬との散歩。夕暮れ時の海辺。

自分のための時間。 充実感。湘南が好き。

Design Theme

湘南Gran Season

2020.07.29

2020.12.11
茅ヶ崎中海岸３丁目計画

（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 デザイン・テーマ 06-1



Design Image

FACADE  &  ELEVATION

基壇部の石積みWALL 重厚感・ 高級感を感じさせる質感と色合い

この地での歴史を継承しながら、海辺に佇む羨望の邸宅を目指す。

2020.07.29

2020.12.11
茅ヶ崎中海岸３丁目計画

（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 デザイン・テーマ 06-2



Design Image

ENTRANCE

木・ 石積み・ 左官・ など『 自然素材』『 本物の素材』 を用いることによって『 邸宅性』 を高める。

松の木 リゾート 感100％の空気感 ガラス張りのシェアラウンジ 緑に包まれたエント ランス 既存石の再構築

2020.07.29

2020.12.11
茅ヶ崎中海岸３丁目計画（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 デザイン・テーマ 06-3



Design Image

ENTRANCE  LOUNGE

例えば、海外のシーサイド ・ヴィ ラのように。

活き活きとした素材づかいで魅せる『 ナチュラル・ リッチ・ モダン』 をテーマとした共用空間。

左官で仕上げたアクセント ウォール外構からつながる石積みの壁面アート モザイクタイル+ 木

自宅やオフィ スとは違った居心地で 日々の暮らしで活用できるワークラウンジ

集中したり、 リラックスできる、自由に多様な過ごし方ができる充実の共用空間

もうひとつのリビング

2020.07.29

2020.12.11
茅ヶ崎中海岸３丁目計画

（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 デザイン・テーマ 06-4



■妻側壁面に質感あるタイルで仕上げ、アースカラーを基調とした印象的な素材づかいの外観デザイン
■BAL の奥行きに変化を付け、ガラスと打放しのランダム・ 連続性を活かしたリズム感あるファサードづく り
■手摺の横格子をアクセント とし、 リゾート 感を加味する
■杉板本実型枠コンクリート 打放し + 木質感のコント ラスト

珊瑚のような優しい色合いのタイル

波を表現したかのような凸凹あるバルコニー手摺が特徴的な外観デザイン、

自然が持つ癒しを感じられる海辺の邸宅。

天井面の木質感、木の温もり

杉板のコンクリート が綺麗に浮き出たコンクリート 打放シ

妻側タイル貼り BAL 手摺横格子 BAL 手摺 外廊下

砂浜のような美しい左官洗い出し

海 自然 癒

Design Image

FACADE  &  MATERIAL

2020.12.11茅ヶ崎中海岸３丁目計画
（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 デザイン・テーマ 06-5



西面 image

CLIO 茅ヶ崎

（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 西面パース図 07



（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 地下1階エントランスデザイン 08



（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 地下1階共用部（ラウンジ）デザイン 09

(集会スペース）



（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 配置・B１階平面図 10



（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 １階平面図 11



（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 ２階平面図 12



（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 ３階平面図 13



（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 R階平面図 14

専用屋上テラス 専用屋上テラス 専用屋上テラス 専用屋上テラス 専用屋上テラス 専用屋上テラス



（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 外観立面（西側） 15



（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 外観立面（南側） 16



（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 植栽計画-1 17-1



（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 植栽計画-2 17-2



（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 植物資料 18



（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 立面図-1（西側・南側）（S=1:300） 19



（仮 称）クリオ茅ヶ崎中海岸　新築工事 立面図-2（北側・東側）（S=1:300） 20




