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   令和３年度第１回茅ヶ崎市景観まちづくり審議会会議録（ＷＥＢ会議） 

 

議題 

 

報告 

（１）浜見平グラウンド再整備計画について 

 

（１）（仮称）茅ヶ崎第一駐車場土地利活用事業について 

その他 

日時 令和４年１月３１日（月）１０時００分～１１時００分 

 場所 茅ヶ崎市役所本庁舎４階会議室３（傍聴場所） 

 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、

關口委員（以上ＷＥＢ会議により出席） 

（事務局） 

【都市部】後藤部長 

【都市部 景観みどり課】田代課長、前田課長補佐、宮地主任、二階堂主

任、武藤主事 

（事業担当説明者） 

【経済部 拠点整備課】大川課長、五十嵐課長補佐 

【ＵＲ都市機構】高橋課長、望月主幹、山口、木島（以上ＷＥＢ会議に

より出席） 

会議資料 

 

次第 

議題（１） 諮問１号 

 資料１ 浜見平グラウンド再整備計画 

 参考資料 浜見平グラウンド再整備計画 

報告（１） 報告１号 

 資料１ （仮称）茅ヶ崎第一駐車場土地利活用事業 

会議の公開・非公開 公開 

非公開の理由  

傍聴者数 １名 

 

（会議録） 

 

○田代課長 それでは、これより令和３年度第１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。よろしくお願いいたします。 
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 本日の審議会の出席状況につきましては、委員７名全員の出席をいただいております。

茅ヶ崎市景観まちづくり審議会規則第６条第２項に規定される過半数の出席を充足してお

り、本日の会議が成立していることをまずご報告いたします。 

 さて、会議に先立ちまして、昨年４月の人事異動で新しく都市部長に就任しました後藤

からご挨拶をさせていただきます。 

○後藤部長 皆様、おはようございます。昨年４月に都市部長を拝命いたしました後藤で

ございます。どうかよろしくお願いいたします。 

 コロナがものすごい勢いでまん延している時期でございますので、前回に引き続きウェ

ブ開催とさせていただいております。委員の皆様におかれましては、お忙しい中、ウェブ

会議にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

 本市の景観行政におきましては、平成３１年１月に茅ヶ崎市景観計画を全面改定しまし

て、その計画に基づく施策を推進しております。前回、昨年３月に開催いたしました本審

議会におきまして、浜見平団地建替事業の諮問に対する答申をいただき、また、その他、

大規模土地利用行為の案件報告におきましては、景観の観点から様々なご意見をいただく

など、委員の皆様には本市の景観まちづくりの推進にご尽力をいただいているものと認識

しております。 

 本市の景観計画には、施設の外観、デザインを整えるだけではなく、楽しく、リラック

スして過ごせる空間づくりやまちなかの移動が楽しめる仕掛けづくりといった茅ヶ崎らし

さを高める施策も盛り込んでおります。これらの施策を着実に進めていくためにも、何を

重点的に考えていく必要があるのか、どのような優先順位で進めていく必要があるのかな

どにつきまして、委員の皆様の知識、ご経験を基に議論させていただければと思っており

ます。 

 様々な視点で委員の皆様から活発なご意見を賜りますことをお願いして、私の挨拶とさ

せていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

○田代課長 ありがとうございました。 

 次に、通信状況の確認をさせていただきます。こちらの映像及び音声がきちんと受信で

きているかを含め、出席者お１人ずつお名前をお呼びしますので、応答いただきますよう

お願いいたします。最初に水沼会長、いかがでしょうか。 

○水沼会長 大丈夫です。よろしくお願いします。水沼です。 

○田代課長 ありがとうございます。 

 次に、三友委員、いかがでしょうか。 

○三友委員 大丈夫です。三友です。よろしくお願いいたします。 

○田代課長 ありがとうございます。 

 続きまして、髙橋委員、いかがでしょうか。 
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○髙橋委員 聞こえております。よろしくお願いします。 

○田代課長 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、深谷委員、いかがでしょうか。 

○深谷委員 大丈夫です。よろしくお願いします。 

○田代課長 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、荒井委員、いかがでしょうか。 

○荒井委員 聞こえております。荒井です。よろしくお願いいたします。 

○田代課長 よろしくお願いいたします。 

 三澤委員、いかがでしょうか。 

○三澤委員 問題ありません。よろしくお願いいたします。 

○田代課長 よろしくお願いいたします。 

 次に、關口委員、いかがでしょうか。 

○關口委員 大丈夫です。よろしくお願いします。 

○田代課長 よろしくお願いいたします。 

 次に、諮問１号の担当課である市拠点整備課、いかがでしょうか。 

○大川課長 おはようございます。拠点整備課長の大川でございます。よろしくお願いい

たします。 

○田代課長 よろしくお願いいたします。 

 こちらの席につきましては、諮問案件終了後に事務局職員と代わります。 

 また、諮問１号の事業者であるＵＲ都市機構が２つの画面から参加しております。画面

上、ＵＲ１とＵＲ２と表記しておりますが、まずＵＲ１、いかがでしょうか。 

○事業者 ＵＲ事業第２課の高橋と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

○事業者 同じく２課の望月と申します。よろしくお願いいたします。 

○田代課長 よろしくお願いいたします。 

 次に、ＵＲ２、いかがでしょうか。 

○事業者 ＵＲ２のほうでも聞こえております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○田代課長 ありがとうございました。 

 こちらの２画面は、諮問案件終了後に画面上から退席いただきます。皆様、ありがとう

ございました。 

 続きまして、事務局職員にも人事異動がありましたので、紹介させていただきます。 

 改めまして都市部長の後藤でございます。 

 景観みどり課長の田代です。よろしくお願いいたします。 

 次に、課長補佐の前田でございます。 

 宮地でございます。 
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 二階堂でございます。 

 武藤でございます。 

 なお、本日は傍聴の申入れがあります。ご承知おき願いたいと思います。 

 それでは次に、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いるところでございます。 

 まず初めに、本日の次第がＡ４判で１枚、続きまして、諮問１号、浜見平グラウンド再

整備計画の資料１、Ａ３判で表紙から「終わり」と記載されているところまで３１ページ、

参考資料として、同じくＡ３判で表紙から「終わり」と記載されているところまで６ペー

ジのものです。それと参考に、防球ネット支柱の色見本も送付させていただいております。

次に、報告１号、（仮称）茅ヶ崎第一駐車場土地利活用事業の資料１、Ａ３判の表紙を含

めて２２ページの資料となります。以上、合計５種類の資料があります。お手元に資料を

ご用意いただけているでしょうか。 

 それでは、ここから議事進行につきましては水沼会長にお願いしたいと思います。会長、

よろしくお願いいたします。 

○水沼会長 よろしくお願いいたします。 

 では、早速始めたいと思います。前回に引き続きウェブ会議ということです。茅ヶ崎の

景観は、コロナの中でもいろいろ変貌を遂げつつありますので、よりよい景観を目指して、

この会議を進めていければと思います。よろしくお願いいたします。 

 本日は、諮問１件と報告１件、合計２件の案件があります。委員の皆様、どうぞ円滑な

運営にご協力いただくよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、諮問１号、浜見平グラウンド再整備計画について、市長から諮問が出ており

ますので、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 まず、諮問１号ということで、よろしくお願いいたします。 

 事業の概要につきましては、所管課の市拠点整備課及び事業者のＵＲ都市機構から説明

がございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、説明をよろしくお願いします。 

○事業者 グラウンドの整備主体でございますＵＲ都市機構の望月と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 今回は事前に資料を共有させていただいておりますので、特にポイントとなる点に絞っ

て、浜見平地区に今後整備するグラウンドに関する検討状況について説明させていただき

ます。 

 初めに、資料１の２ページをご覧ください。こちらは、これまでの経緯と本日ご審議い

ただきたいポイントについて触れております。第２次浜見平地区まちづくり整備実施計画

においては、グラウンドは高さ１２メートルの防球ネットで囲うこととされておりますが、
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一方で、しろやま公園内の視点場からの眺望を阻害しないように配慮する必要があるとさ

れており、これらは、安全面と景観面が相反する因子でございますので、こちらを１つに

まとめていく必要がございます。今般、景観・安全性・利用方法等の観点から、地域住民

の皆様との意見交換や景観シミュレーションなどを通じ、どのような形が望ましいか、改

めて検討させていただきました。その経過については、まちづくり推進検討会議にも付議

し、ご意見を頂戴しているところですが、本日はこの点を中心としてご審議いただきたい

と考えております。 

 続いて、資料３ページ以降ですが、茅ヶ崎市景観計画において確認すべき事項、グラウ

ンドの計画概要等について触れております。こちらの詳細説明につきましては、既にお目

通しいただいていると思いますので、割愛させていただきます。 

 資料を少し飛ばしていただきまして、６ページ、７ページをご覧ください。こちらは、

まちづくり整備実施計画に基づき、１２メートルの高さで設計したものとなります。支柱

本数をできるだけ減らして、かつ、できるだけ細くするために、支柱には鋼管―スチー

ル製のものを採用しております。また、ネットも一般的なポリエステルよりも細く、強度

の高いポリエチレンネットを採用し、透過性を高めております。支柱及びネットの色につ

いては、公園内の街灯や樹木との調和を意識した色としております。先ほど事務局からご

案内がありましたように、支柱の色については色見本を各委員の皆様に事前送付させてい

ただきましたので、実物を見てご確認いただけているところかと思っております。 

 続いて、資料の８ページ以降ですが、利用団体、地域の住民の皆様との意見交換の内容、

それから、景観シミュレーションの実施結果、安全性、維持管理費に関して検討した結果

について記載しております。こちらにつきましても、詳細については割愛させていただき

ます。 

 なお、１点補足ですが、景観シミュレーションを実施したのが夏季であったため、富士

山が見えづらい状況でありました。そのため、景観シミュレーションを行った各地点にお

いて、改めて冬季に富士山を撮影し、シミュレーションの結果と重ね合わせた資料を参考

資料として委員の皆様へお配りしております。撮影時の画角等の違いから、必ずしもシミ

ュレーションの結果と一致するとは限らないですけれども、イメージがつかみやすい資料

となっているかと思いますので、必要に応じてご確認いただければと思います。 

 なお、資料に１点修正がございます。参考資料の５ページをご覧ください。こちらにつ

きましては、調査地点②ハマミーナ２Ｆデッキとありますが、正しくは調査地点③ブラン

チ３ふじみデッキとなります。誠に申し訳ありませんが、お手元での修正をよろしくお願

いいたします。 

 続いて、資料に戻っていただきまして、ちょっと飛ばしまして、２５ページをご覧いた

だけますでしょうか。こちらは各視点で検討した結果をまとめております。少し詳しくご
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説明したいと思います。 

 まず、景観・環境の観点において、富士山方面を見た場合は、６メートルまで下げた場

合は山頂部が見えますが、８メートル以上とした場合は、いずれも防球ネット越しの眺望

となることが分かりました。また、ハマミーナ２Ｆデッキからの眺望については、８メー

トルまで下げることにより、ほぼ富士山への影響は出ないことが、それから、ブランチ３

ふじみデッキにおいては、１０メートルまで下げることにより、一部裾野にかかるものの、

ほぼ富士山の全景が見えるということがシミュレーションから確認できました。 

 また、それ以外にも、まち並み、シークエンスといった観点から、鉄砲道やグラウンド

の北西部、西側からのシミュレーションも行いました。鉄砲道からの見え方としては、１

０メートルまで下げることにより、既存のＵＲの集会所の屋根と同程度の高さとなります

ので、既存のまち並みから突出しない形で収まるのではないかと考えております。また、

住宅街からの見え方としましては、できるだけ下げたほうが圧迫感というものは当然下げ

られると考えておりますが、一方で、浜見平地区地区計画において、グラウンドの後ろに

整備する建物は１０メートル以下と規定されていることから、防球ネットについても１０

メートルを超えない高さが望ましいと考えております。 

 次に、安全性についてですが、整備後のグラウンドでは、従来のグラウンドでも行われ

ていた少年サッカーや少年野球の練習が行われることを想定しております。今後、付近に

戸建てが整備されることを踏まえて、越球事故が発生しないように配慮する必要がありま

す。実際に地域で活動されている団体との意見交換を基に検証し、１２メートルであれば、

少年野球の練習において越球のリスクはかなり低いと考えております。一方で、市内の小

学校の防球ネットがおおよそ１０メートル程度であることを加味しますと、１０メートル

というのは１つ妥当なラインなのかなと考えております。 

 最後に、維持管理費ですが、前掲の各視点に比べますと、それほど大きな差は出ないこ

とから、参考程度の基準として記載しております。 

 続いて、２６ページをご覧ください。こちらは、まちづくり推進検討会議におけるご意

見を記載しております。地元や関係者と検討したプロセスについては高く評価をいただく

ととともに、安全面と景観面のバランスを考慮すると、防球ネットは１０メートルが妥当

ではないかとのご見解をいただいております。 

 また、２７ページにて、その他の意見、それに対する対応方針や考え方についても記載

しております。詳細説明につきましては、こちらも割愛させていただきます。 

 また少し飛ばしていただきまして、最後、３０ページをご覧ください。こちらは景観ま

ちづくり審議会委員の皆様から事前に頂戴しているご意見及びその対応方針・考え方を記

載しております。Ｎｏ．１では、なるべく多くの住民の合意が得られるように説明を尽く

してほしいとのご意見をいただいております。こちらについては、丁寧に真摯に対応し、
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より多くの方々にご納得いただけるような形で進めてまいりたいと思います。 

 Ｎｏ．２では、利用者の利用方法といった運営面、ソフト面からも事故を防ぐよう、ご

意見をいただいております。こちらはＮｏ．１にも関連するものかと考えておりますが、

新たな制度内容や住民の方々のご意見を踏まえ、利用方法や、ルールといった部分につい

ても今後検討を進めてまいります。 

 Ｎｏ．３、Ｎｏ．４の①については割愛させていただきまして、Ｎｏ．４の②ですが、

防球ネットを低く抑えることにより、柱の径は細くなるのではないかとご意見をいただい

ております。こちらはご指摘のとおりでございまして、当然、低くなるということで、例

えば今回は１２メートルから１０メートルまで下げた場合ですが、柱脚部を５センチメー

トルほど細くできることを確認しております。 

 Ｎｏ．５では、マテリアルとデザインのシミュレーション状況についてご意見をいただ

いています。先ほどの説明の繰り返しになってしまうんですが、景観配慮の観点から、柱

径をなるべく細くするとともに、スパンが長く取れるよう、また、彩色も可能である鋼管

柱を採用してございます。ネットにつきましても、ポリエステル、一般的に使われている

材料よりも細く、強度が高いポリエチレンネットを採用し、透過性を高めております。 

 最後に、Ｎｏ．６ですが、柱位置や本数について調整ができないかというご意見があり、

こちらのご意見については、まちづくり推進検討会議でも同様のご意見をいただいている

ところです。構造上、どうしても柱の本数を減らすことはできないんですが、可能な限り

大きな抜けを確保できるよう、眺望に配慮し、最大で２０メートルのスパンを飛ばした計

画としております。 

 こちらからの説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○水沼会長 ありがとうございました。 

 では、何かご意見、ご質問があればお願いいたします。事前に意見もいただいて、それ

を反映させた資料を作成していただき、さらに、その対応というのも書かれておりますの

で、その上で特にございましたら、よろしくお願いいたします。 

○三澤委員 資料１の２ページのグラウンド再整備の経緯というところなんですけれど

も、協定書の概要の上から２段目に「少年野球や少年サッカーに必要な防球ネット、スプ

リンクラー」と書いてあります。これはスプリンクラーが入るわけじゃないですよね。 

○事業者 ＵＲのほうからお答えさせていただきます。 

 今、いわゆるグラウンドの運営面のところ、管理のやり方、それから、使い方も含めて、

どのような仕様にするのかというところを茅ヶ崎市と協議をさせていただいているところ

でございます。こちらにはスプリンクラーの整備とは書いてあるんですが、スプリンクラ

ーという設備に限らず、問題は防じん処理です。冬季のほこりが周辺に行かないようにと

いうことで、それにふさわしい、より維持管理もしやすい設備を設置していこうというこ
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とで、今協議中でございます。 

○三澤委員 これは俗に言うスプリンクラーではなくて、ごみとかほこりを出さないため

の水まき装置とか、そのような考え方ですよね。 

○事業者 おっしゃるとおりです。建物に防火上の必要性でつけるスプリンクラーとは別

物で、防じん対策としての水まきの機能でございます。 

○三澤委員 それはこれから考えていくということですか。 

○事業者 今、詳細の設計を協議しているところでございます。 

○三澤委員 分かりました。ありがとうございます。 

○水沼会長 運営に関しては、これからいろいろ検討されていくと伺っておりますので、

地域の方とも検討しながら、このスプリンクラーに関しても進めていっていただければと

いうことですね。 

○三友委員 今、三澤委員がおっしゃった２ページの協定書の概要の２行目のところです

が、こちらに少年野球や少年サッカーと書かれているかと思います。少年野球や少年サッ

カーをされる際には１０メートルで問題ないということで、ご説明をお聞きして、資料も

拝見して、十分理解いたしました。 

 その上で少し気になった点を質問させていただきます。この場所に限らず、あらゆると

ころで、設計時とは、将来的に異なる使い方や異なる方が使用することが想定されるかと

思います。例えば、大人の方が使う可能性があるのか、ないのか。将来的に多様な使われ

方や多様な方が使うことを妨げないように、少年野球や少年サッカー以外の使われ方につ

いて、現時点でどの程度、運営面を含めた検討や想定がされているのか、教えていただけ

ますか。 

○拠点整備課 拠点整備課から答えさせていただきます。 

 ただいまお話にありましたグラウンドの利用方法、使い方は、先ほどより話があります

ように、運営面につきましては、これからの検討ですが、設計を行う段階で、当然、そこ

の使い方をある程度意識した中で設計していかなければいけないという部分の中で、我々

のほうも、従前ありましたグラウンドと全く同じような使い方をするのでは―もちろん

大きさも変わってきてしまっています、小さくなってしまっていますので、今までと同じ

ような使い方をするのではなく、そのグラウンドでどのようなことができるかということ

をあらかじめ念頭に置きながら、そこを使っていただく。もちろん使っていただくにも、

完全にフリーという形にするのではなく、きちっとルールをつくった上で、そのルールに

納得した上でお使いいただくと考えております。 

 誤解なきようにお伝えしますが、大人の方が使ってはいけないということではないので

すが、大人の方も使っていいのですが、ただ、やはりそのグラウンドにあらかじめ定めら

れたルールをしっかり守った上で使っていただくということが大前提になりますし、その
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ためには、これからどのようにこのグラウンドを維持管理、運営していくかというところ

が一番大きなポイントになってまいりますので、ＵＲを含めて、また、地元ですとか利用

団体も含めて協議をした中で、ベターな使い方、運用方法を煮詰めていきたいと考えてお

ります。 

○三友委員 ありがとうございます。 

○髙橋委員 率直にやれる限りの検討を丁寧にされているという印象を受けまして、本当

にありがとうございます。周囲の合意、ソフト面の検討、高さのシミュレーション、柱の

素材などなど。 

 ちょっと気になった点としては、柱とネットという無機質なものが景観の中にあるとい

うことについて、近隣の方の中で、これは昔からというか、原風景としてあり得るもので

あれば、今の検討で１０メートルか１２メートルかという数値を近隣の合意で収めればい

いのかなと思っております。 

 一方で、無機質なものが突然この場にあるのはどうなんだろうと驚く方がいる場合には、

周辺の修景でイメージを和らげられないかなと。例えば資料の２２ページ、こちらは恐ら

く支柱は１２メートルより高いと思うんですけれども、ネットの周りに樹木があることに

よって、無機質なものだけじゃなくて、この茅ヶ崎という風土にある景観に柔らかさが生

まれているのかなと思っております。 

端的に言えば、木を隠すなら森の中じゃないですけれども、周囲に樹木が植えられるよ

うであれば、その樹木の植え方によってイメージを和らげられないかなと。これが１０メ

ートルとか、それ相当の高さの樹木で覆えれば理想ですけれども、場所の問題とか維持管

理の問題がありますので、別に５、６メートルくらいからでもあり得るのかなと思いまし

たし、全面を覆う必要はなくて、例えば支柱になぞらえる形もあれば、ネットの支柱と支

柱の間に植えるという方法もあると思います。 

 あくまでネットと支柱という無機質なものが景観に入ることが、その地域にとって原風

景としてオーケーであれば今の方針で、もしそうでなければ、周辺の樹木によって修景が

できないかなと思った次第です。 

 こういった周囲に樹木を植える可能性というのはあるものでしょうか。それとも、もう

検討を置いた上でのお話になっているか、その点をお聞かせいただければと思います。 

○事業者 では初めに、ＵＲのほうからご回答をさせていただきます。 

 いきなり無機質なものがということで、従前どうだったのかというお話をさせていただ

きますと、従前もグラウンドがありまして、その周囲はフェンスで囲われておりました。

物としては以前からあったものではあるんですが、ただし、高さが従前は５、６メートル

だったので、それよりちょっと規模が大きいという意味では、より大きくなって再現され

たという形になるのかなと思います。 
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 ということで、修景という話はぜひご相談させていただきたいと思っておりまして、既

にネットの周りには一応樹木を少しは植えるような計画をしておりますので、今後、実際

に管理される公園緑地課さんとの協議にはなりますが、より無機質感を和らげるような形

の配置や本数等をご相談させていただければと思います。 

 ＵＲのほうからは以上となります。 

○水沼会長 植栽は検討されているということですので、後の維持管理のこともきっと関

係してくると思いますので、そのあたりは茅ヶ崎市のほうはいかがでしょうか。 

○拠点整備課 それでは、拠点整備課のほうから補足の説明をさせていただきます。 

 まず、今回、グラウンドが設置される場所は、ご案内の地図にもありますように、しろ

やま公園という公園の一画に設けられるわけです。もともと公園には、それなりの大きな

樹木が存在しております。ですので、恐らくそういった樹木とのミスマッチがないような

形にはなるんじゃないかと思います。例えば資料で言いますと、１１ページとか１３ペー

ジとかを見ていただくと、既に公園に大きな樹木があるというのは分かると思うんですが、

こういったものがある前提の中で設置されていくということになります。ですので、全く

何もないところにいきなり防球ネットがある日突然出現するということではありません。

また、できることならば、当然、ネットの周囲に樹木をというのが理想ではありますが、

やはり植えてしまったときの後々の維持管理という部分を考えたときには、どうしてもそ

こまでの対応はなかなか難しいかなと考えております。 

 いずれにしましても、今後の出来上がった後の状況等も見ながら、市もＵＲも対応を引

き続き考えていきたいと考えております。 

○髙橋委員 ありがとうございました。もちろんネット支柱そのものの運営のことを考え

て、コストがかかり過ぎないということを条件として検討していただいていたので、周辺

の樹木に関しても同様と思っております。茅ヶ崎の１つの原風景の中に、スポーツの施設

がどう位置づけられるか、そこに緑の柔らかさとか茅ヶ崎らしさをうまくご検討いただい

て、あと、周囲の方々の安全性を維持しながら、うまく形になることを願っております。

ご検討のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○深谷委員 ネット環境があまりよくないので、お伝えしたいことをチャットに入れてご

説明したいと思います。 

 ほとんど髙橋先生が言ってくださったので、髙橋先生に準じますが、要は、構造物とし

て造形美を追求するという方向もあって、一方で予算の兼ね合いもあるかと思っています。 

 これは、この景観を住民の人たちがどれぐらい大切にしたいかによって判断すべきこと

だなと思いますし、その場合、要は、富士山が見えるか見えないかということではなくて、

富士山を中心としたあらゆる眺望の中で、この防球ネットがどうあるべきかということに

なると思うので、検討の範囲をそこまで広げてもいいのではないか。これは市側でどれだ
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け予算を確保できるかどうかにかかっているかと思うのですが、よくあることで、施工が

終わったときに、住民が何だこれということがあるので、そこまで鑑みて検討していくと

いうことが大事じゃないかなと思いました。 

○水沼会長 深谷委員、ありがとうございます。今はある程度計画が進んできていて、こ

の形で、ディテールの検討というところに入っているかと思うんですが、深谷委員のご意

見は、もう少し景観という、もっと素朴なというか、基本的な観点から防球ネットの在り

方についてどう考えられるのかというご提案と解釈してよろしいでしょうか。 

○深谷委員 そうです。木で隠せるなら隠してほしいというのと、隠せないときにどうす

るかということです。 

○水沼会長 なかなか返答が難しいところかと思うんですけれども、ＵＲさん、いかがで

しょうか。 

○事業者 ご意見ありがとうございました。おっしゃるとおり、いわゆる構造物そのもの

の造形美みたいなところで見せるというご意見は確かにあろうかと思ってはおるんですけ

れども、やはりご意見の中でいただいたとおり、その後の管理の仕方とか、実際にかかる

コストの話とか、その辺もありまして、今はこの形ということで提案させていただいてい

るところでございます。 

○水沼会長 ありがとうございました。この浜見平の防球ネットの話だけではなくて、多

分、この後もこういうことがほかにも出てくる、この場所じゃなくても出てくる可能性が

あると思うんです。ですから、そのときには、今の深谷委員のご意見のように、まず基本

的なところに立ち返り、先ほど髙橋委員のご意見もありましたけれども、どんなふうに茅

ヶ崎の景観をつくっていくのかというところに立ち返り、これは予算もあることですので、

そう簡単にはいかないですけれども、それをつくり上げていくというのが次のフェーズな

のかなという気もしております。 

 深谷委員、よろしいでしょうか。今回に関しては、この形で進めていくということで。 

○深谷委員 大丈夫です。よろしくお願いします。 

○荒井委員 ご説明ありがとうございました。今までの皆さんのいろんなご指摘にもあり

ましたが、住民の方とのやり取りは十分尽くしていただいているんだなということが説明

からよく伝わってきました。ただ、先ほどから原風景のお話もありましたが、お話しされ

た人以外の人たちにも意識を向けていってもらうことがやっぱり必要だと思います。なの

で、「話合いは終わりました、こうします」という内容を、これからどう伝えていくかが

大切だと思います。うちの学生の卒論の調査でも、意外に一般の人は事業の存在を知らな

かったという結果が多いです。また、事業による景観の変化は気にならないといった無関

心な態度も多いので、そこが問題です。気にしていきましょうということまで含めて、み

んなで考えていきましょうということを伝えていくことが必要です。これだけシミュレー
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ションとかをされているので、いかに伝えていくのが効果的か。例えば、うちの学生によ

ると、市の広報に載せました、終わり、というようだと結構伝わらないので、いかに伝え

るかという工夫をしていくことが今後必要だと思います。ぜひ、これだけのことをされて

いるので、少しずつでも、こういうことができますよ、このことについて考えていきませ

んかという広報を市と事業者さんで密に行っていただきたいなと思います。意見ですけれ

ども、よろしくお願いします。 

○關口委員 ドローンまで使ってシミュレーションしていただいて、すばらしいと思いま

す。 

 ちょっと目に見えないところなのですが、ポールというのは、多分、地面の中に基礎を

埋め込んで、その上に設置すると思います。茅ヶ崎なんかですと、大きな地震が来ると液

状化しやすい地盤とかが結構ありますので、地震とか風によってポールが傾いたり、倒れ

たりしないように、基礎の部分を十分設計して造っていただきたいと思っております。 

 ちょっと景観とは話が違いますけれども、以上です。 

○事業者 ご指摘ありがとうございます。ご指摘はごもっともだと思っておりまして、こ

のような景観をつくっていくという見え方以上にやはり安全というところは大事にしてい

きたいと考えてございますので、地震だけでなく、昨今は台風時の強風とかそういったの

もかなり問題になってございますので、その辺を意識して、きっちりした構造設計をして

いきたいと考えてございます。 

○關口委員 よろしくお願いいたします。 

○三澤委員 すみません、これも直接景観とは関係ないかもしれないですけれども、ちょ

っと気になったので。 

 資料１の４、５ページのところで、今回、従前のグラウンドは、道路を挟んで向こう側

に住宅地があって、今度、戸建て街区を３区画分譲するのだろうと思いますが、道路を隔

てないで、グラウンドに直接街区が接するところが２か所出てくるかと思うのですけれど

も、こういう場合は、例えば音とか、さっき言った粉じんみたいなものとか、声援とか、

子供の声とか、そういうものが直接この街区に聞こえるだろうと思いますが、特に野球な

んかだと大きな声とか、サッカーも同じかもしれませんが、その辺は何か考えられている

のか。それはそういうものだと考えて―これから分譲するのだと思いますけれども、こ

れはそういうことだよということが前提じゃないと、こういう音とか子供の声とかという

のは後から苦情の対象に―私は幼稚園とかを幾つか設計しているので、その後の苦情が

結構あったりするので、ちょっとそこが気になったので、もし何かありましたらお願いし

ます。 

○事業者 ご指摘ありがとうございます。確かにおっしゃるとおり、２か所、直接戸建て

街区に面しているところがございまして、こちらもやはり後々の管理を考えていく上で、
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外に苦情が出ないようにということは意識して設計を進めていこうと思ってございます。

先ほどのスプリンクラーの話にもありましたとおり、ほこりとか防じん対策については水

をまく施設、それから、ネットの部分の下のほうには少し密な防砂ネットを整備するよう

にして配慮しているところです。 

 ただ、ご指摘がありました声のところとかは、どうしても実際に使われるとなると出て

きてしまう部分もございますので、そのあたりについては、今後、ここで戸建て事業をや

っていただける事業者さんをＵＲで公募していく形になるんですけれども、その中で条件

として、こういう条件ですので、実際にお客様にお売りされるときには重要事項説明等で

ご説明くださいという条件をつけて公募をかけていきたい、そういったことでソフト的な

対応をしていきたいと考えてございます。 

○三澤委員 ありがとうございます。 

○水沼会長 ほかにいかがでしょうか。大体、意見も出尽くしたように思います。 

 今回の案件は、先ほど荒井委員からもご指摘があって、ほかの委員からもお話があった

ように、大変丁寧なプロセスを経て、今回、色見本まで準備していただきました。鋼管の

色は印刷物だとどのような色か分からないので、ぜひ現物で確認をしたいということで、

多少無理を言って準備していただいて、皆さんのお手元にお届けすることができました。

そういうことも含めて、ドローンを飛ばしたり、たかがネット、されどネットというとこ

ろで、今回のネットの高さを決めるのに、茅ヶ崎の景観という中で、大変いろいろなこと

を考えて、ここまでたどり着いたわけです。 

 今回、諮問の答申に行くわけですけれども、ぜひ、荒井委員のご意見にもあったように、

この高さを決めて、こういう形に落ち着くのにどれほどのことがあったのかというのを、

才能があれば、短いドキュメンタリーか何かにして配信できるぐらいの内容が実はあるの

で、そういうことを通して市民の方に茅ヶ崎の景観をつくるためにどんなことが行われて

いるのか―これは確かに正解ではないかもしれないんですけれども、先ほど髙橋委員や

深谷委員のご意見にあったように、いかにあるべきかということを問いかけるためにも、

ぜひこれをいい教材にしていただけるといいかなというのが今回のこの案件を通しての私

の率直な感想です。以前にも高層マンションができるという話があったときに、アドバル

ーンを上げてみたりということを茅ヶ崎ではやってきましたので、それが少し今回は進歩

したような形で実現しましたので、ぜひこれをうまく教材として使えるようにご工夫いた

だければと思う次第です。 

 では、特に諮問案につけ加える意見がないように私としては理解しておりますが、今後

の維持管理というのは大きな課題ではあるので、そのあたりは市のほうでよく検討してい

ただくということを含みまして、この諮問案でいきたいと思っております。ご異論がなけ

れば、これでお諮りいたします。 
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 諮問１号、浜見平グラウンド再整備計画について、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。 

 ここまで本当にコロナ禍でのいろいろなご苦労が多々あったと思います。ありがとうご

ざいました。 

 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、私のほうで作成するとい

うことでご一任いただきたいと思います。どうもありがとうございました。お疲れさまで

した。 

 では、次に移りたいと思います。報告１号、（仮称）茅ヶ崎第一駐車場土地利活用事業

について、まず事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 報告１号、（仮称）茅ヶ崎第一駐車場土地利活用事業についてご説明をさせて

いただきます。資料の準備はよろしいでしょうか。 

 本件につきましては、以前まで茅ヶ崎第１駐車場がありましたが、それを取り壊して、

跡地の利活用事業ということで、市のほうで公募型プロポーザルを行い、選ばれた事業で

あります。 

 本件の協議経過につきましては、令和３年９月に景観まちづくりアドバイザーからご意

見をいただいた上で、３年１２月７日付けで委員の皆様に資料をお送りさせていただいて

おります。また、今後、審議会の終了後に景観法に基づく届出が当課に提出されますので、

今回の審議会でいただいた意見を伝えながら、届出に対して回答を行ってまいります。 

 資料について、計画の概要と意見への対応を中心にご説明いたします。 

 まず、概要についてですが、資料の３ページをご覧ください。計画地ですけれども、中

央公園の南側にありまして、また、案内図には詳しく書いていないんですけれども、東隣

には集合住宅が立地し、西隣には本件と同じ事業主で中央病院の建築が進められています。

景観計画の中では、茅ヶ崎駅北口周辺特別景観まちづくり地区の中の行政文化街区に当た

ります。 

 資料の４ページに景観計画に沿った基本方針を示しておりますけれども、低層部と高層

部の２段階でセットバックすることで、ゆとりを持たせた前面空間とし、良好なエリアイ

メージを醸成しております。さらに、既存の桜並木を残すなど、街路樹の豊かな環境の保

全に配慮したものとなっております。 

 ３ページに戻りまして、こういった土地に地上８階、地下１階で、主に病院、大学、駐

車場を用途とした建築物を計画しております。大学については２学科開設予定でして、１

学年１６０名、４学年で６４０名を定員としております。 

 また、８ページをご覧いただき、事業スケジュールでお示ししておりますけれども、来

年の令和５年４月に学部設置届を提出し、令和６年４月から供用開始の予定となっており
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ます。 

 次に、資料の２ページに景観アドバイザーと委員の皆様からいただいたご意見への対応

を示しております。景観アドバイザーからは、植栽計画について、中央公園や隣地とのつ

ながり、また、樹種の選定などについてご意見をいただいておりまして、それに基づいた

樹種の選定や配置など、検討を行ってまいりました。 

 その中で、Ｎｏ．１０にあります病院同士の樹木のつながりについてですけれども、既

存の桜を残してもらうように現在協議を行っておりますが、西隣にある中央病院が公開空

地を設ける計画となっておりますので、本件もセットバックをして、壁面線を合わせても

らうことで、既存の桜を残しながら、連続性のある広い歩道空間を確保しております。ま

た、隣の中央病院について、現在、ちょうど植栽について協議をしているところですので、

ここの道で樹木のつながりを持たせられるように配慮いたします。 

 同じページの下段に委員の皆様からいただいたご意見と対応方針を示しております。 

 １つ目のご意見として、現状よりもいい景観になるのではという感想をいただいており

ます。 

 ２つ目として、車の出入口の部分での景観と安全の両立についてですが、計画地での車

の出入口が隣地との境界部にありますが、すぐ隣にも集合住宅の車の出入口があり、車の

出入りが集中している箇所となっております。これについては、視線を遮る中木類を避け

て、低木と既存の桜で配慮するという植栽計画としております。 

 ３つ目の建物内への視線についてですが、５ページにありますパースをご覧いただくと、

４階までの基壇部がガラス張りとなっておりますので、暗くなると中が見えてしまうとい

うことですけれども、３階までは高木である程度視線が遮られますが、樹木で隠れない部

分については、運用段階で配慮をいただくようにいたします。 

 次に、４つ目の周囲との調和についてですが、植栽については、景観アドバイザーから

も中央公園との調和について具体的なご意見をいただいておりますので、樹種について配

慮しております。また、隣の病院との調和については、同じく５ページにも記載していま

すが、計画地のメインの用途が大学でありまして、隣が病院となっております。そのため、

同じ色調で異なる色の濃さとすることで、周囲との調和を図りながら、病院とは施設用途

が違うということを分かりやすく伝えられるような外観としております。 

 ５つ目の駐車場エリアの緑についてです。景観アドバイザーから伺った話として、車の

ホイール部分が隠れるぐらいの植栽があるだけでも大分違うというものがありまして、隣

地の緑と比べると多少見劣りしてしまうかもしれないんですが、少ないスペースですが、

ツツジを植生することで配慮したものとなっております。 

 最後に、駐車場についてです。駐車場は合計２１２台整備予定ですけれども、そのうち

の１６４台がプロポーザルの条件になっているもので、今までと同じく、一般利用者向け
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のものとなっております。そのほかに３３台を施設利用者向けとして整備し、残りの１５

台を別の土地で、茅ヶ崎市のまちづくり条例の必要台数を満たすための隔地駐車場として

整備予定となっております。 

 以上で事務局からの説明を終わります。お願いします。 

○水沼会長 ご説明ありがとうございました。 

 大変駅の近くで、中央病院にも中央公園にも隣接した好立地に複合的な施設ができると

いう、駅前整備の一環としての計画です。既にいろいろご意見をいただいておりますけれ

ども、今のご説明に対して何かあれば、ご意見、ご質問をお願いいたします。いかがでし

ょうか。 

○髙橋委員 事前に質問をさせていただいた内容は、ほぼほぼ回答、ご対応いただいてい

たので、ハードの部分に関しては個人的には満足度の高いと言うと言い過ぎですけれども、

ご対応いただき、ありがとうございますという感想です。 

 あとは、景観に係る部分として、諸外国に見られる、建物の１階部分、視界に入るのは

公共空間ですよという感覚を持った場合に、運用の部分でそれは頑張っていただきたいな

と思っております。というのは、このご時世でもありますので、カフェが閑散とした空間

であったりすると、それはそれで非常に景観としてどうなんだろうという話になりますと。

直営になるのか、特定のテナントさんにリーシングをされるのかは今後の検討だと思いま

すが、とかく閑散とならないような柔軟な運用をお願いしたいというのが１点目です。 

 あともう一つ、こういったガラスの多い空間になると、建物内の紗幕とか看板とかそこ

ら辺が比較的テナントさんがいろいろしたい範囲になって、かつ、景観に影響してくるも

のになりますので、今回の計画は品位というものを非常に大事にされていますので、建物

内から見える景観についての運用へくぎを刺すというか、いい運営の形をつくり出せるよ

うにご検討を続けていただければと思います。 

 私からは以上になります。 

○水沼会長 ありがとうございました。中に入るカフェとかの運営というのでしょうか、

一般公募なのかとか、この運営者が連れてくるのかとか、何か決まっていることが既にあ

るでしょうか。いかがでしょうか。分かる範囲でお答えいただければ。 

○事務局 申し訳ありませんが、そこまではまだ分かりかねる部分がありますので、今い

ただいたご意見を事業者に伝えながら、そういった部分で配慮ができるような計画として

いきたいと思います。 

○水沼会長 ありがとうございます。学生もここで徐々に増えていく形であって、滞留し

たりすることになると思うので、ぜひ何かにぎわいのある、それこそ、とても楽しい、居

心地のいいカフェができるといいかなと思います。今どきなので、仕事も少しできたりす

るとうれしいです。 
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○荒井委員 ちょっと確認ですが、２ページの景観アドバイザーさんの７番、桜の木のと

ころがあって、低木類がその下で育ちにくいというのは、私も思います、そこは結構難し

いので。その回答として、「業者を選定した後、専門業者にヒアリングを行い、桜の木の

選定」は、この「選定」の漢字でいいんですか。いわゆる桜を使うか使わないかというこ

とを考えられるか、それとも、桜を生かしながらということか、これはどっちなのか確認

させていただいてよろしいでしょうか。お願いします。 

○事務局 失礼しました。そこは切るほうの「剪定」です。 

○荒井委員 切るほうですね。分かりました。 

 それと併せて、やっぱりアドバイザーさんと同じ懸念を私は持っていまして、今まで割

と桜の下は低木を入れ込むような形ではなく使っているものであるので、先ほどは桜を残

してというお話でしたので、その在り方も含めてよく検討されたほうがいいかなと思いま

す。よろしくお願いします。 

○水沼会長 ありがとうございます。ここはとても気持ちのいい桜並木になっていて、そ

れを生かす計画ということで、事業者さんのほうも動線計画等を相当工夫されているんだ

ろうと思います。ですので、これを大事にしていくという下に計画全体がありますので、

計画の段階であるものを、この後どんなふうに上手に管理、運営していくのか、このあた

りもぜひ検討していっていただきたいところです。 

 ほかにいかがでしょうか。特になければ、これに関しては、今出ましたようなことを少

しご検討いただく、カフェについては中に入るコンテンツの運営、それから、維持管理に

ついても事業者にお伝えいただければと思います。よろしいでしょうか。 

 では、続きまして、その他に行きたいと思います。事務局から何かございますでしょう

か。 

○事務局 事務局から２点ご案内をさせていただきたいと思います。 

 まず１点目ですが、令和２年度の景観まちづくり審議会で答申をいただきました、鉄砲

道の景観重要公共施設の指定についてご説明をさせていただきたいと思います。令和３年

度第１回都市計画審議会に諮問をさせていただきまして、答申をいただいて、景観計画の

変更をさせていただいたことをご報告させていただきます。 

 都市計画審議会で２名の委員様よりご意見を頂戴いたしましたので、ご案内をさせてい

ただきますが、まず１点目は、樹種の選定をどのようにしたのかという方法のご質問をい

ただきました。こちらについては、景観と防災機能を持たせる樹種を、景観アドバイザー

を活用し、また、景観まちづくり審議会の委員の皆様のご意見をいただきながら検討した

ということをお伝えさせていただいております。 

 次に、もう１点ですが、今後、同様の事業展開があるのかというご質問をいただきまし

て、こちらにつきましては、市道では、同様の街路樹整備計画に合った路線がなかなかな
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いという現状もありまして、今後は新規の道路拡幅ですとか大規模土地利用時に同様の計

画を検討していきたいとご説明させていただいて、答申をいただいているところでござい

ます。 

 続いて、２点目になりますが、次回の審議会についてご案内させていただきたいと思い

ます。日程につきましては、現段階では未定となっておりますが、次回は５月以降に開催

させていただければと思っております。令和４年度につきましては、景観計画の中間評価

の年に当たりますので、こちらについてご相談をさせていただくというところと、今、市

内の北部に整備を進めております（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館の周辺を新しく景観計

画の中で景観資源に指定させていただきたいと考えております。令和４年度の審議会につ

きましては、このような案件を中心に考えておりますが、時期が近づきましたら、改めて

日程についてご相談をさせていただきたいと思っております。また、新型コロナウイルス

感染症の状況によりまして、開催形式につきましても、その時点でご相談させていただく

ことになろうかと思いますので、改めてご連絡させていただきますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

○水沼会長 ありがとうございました。次回は５月以降ということで、中間評価、また、

新しくできる歴史文化交流館の景観資源ということですので、私からの希望としましては、

ぜひ一度、浜見平の整備も含めて、もちろんコロナの感染状況にもよるんですけれども、

何か委員の皆さんで見学させていただけるような機会をつくっていただけると大変ありが

たいかと思います。審議会の前に１時間半とかそのくらいで回るとか、そのような形で現

状について再度認識するような機会があればとも思っております。勝手なお願いで申し訳

ありません。 

 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、このような形で

の会議でしたけれども、運営にご協力いただいて、ありがとうございました。 

 これをもちまして令和３年度第１回茅ヶ崎市景観まちづくり審議会を終了したいと思い

ます。ありがとうございました。 


