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グラウンド再整備の経緯・本審議会での審議事項 2浜見平グラウンド再整備計画

・面積は約4,125㎡とする

・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、防塵処理等を設える

・グラウンドの管理・修繕は市にて実施（費用はURでも負担）

・南湖地区及び湘南地区に居住する方の利用を優先する

・利用料は無料とする

グラウンドは、長辺75ｍ、短辺55ｍで面積は4,125㎡となっており、野球や

サッカー等の利用を前提に、周囲は安全面を考慮してフェンス（高さ12ｍ）で

囲む計画となっています。フェンス設置にあたっては、ネット支柱がしろやま公園

内の富士山の視点場からの眺望を阻害しないよう配慮する必要があります。

グラウンド再整備予定地

＜浜見平地区まちづくり整備実施計画における記載＞

既存計画において防球ネット高さは12ｍとされているものの、景観・安全性・利用方法等の観点

から改めて再検討を行い、10ｍへ見直したいと考えております。ついては、景観まちづくり審議会に

おいてご審議をお願いします。

平成８年度に団地の全面建替方針を決定した際、既存のグラウンドは廃止する方針であったが、存続を願う地域住民の意向を踏まえ、平

成２５年度に移設（再整備）が決定

⇒移設に向け、平成２６年３月２８日付で茅ヶ崎市・URにて「浜見平団地グラウンド移設に伴う協定書」を締結

＜協定書の概要（整備・管理に関すること）＞



②景観形成に係る方針

・富士山への眺望を意識する 【茅ヶ崎市景観計画 P.浜見平-9】

・空の広がりを引き立たせる街路景観の形成 【茅ヶ崎市景観計画 P.浜見平-20】

景観計画の確認 3浜見平グラウンド再整備計画

①眺望点 【茅ヶ崎市景観計画 P.2-1、P.2-38、P.2-41】

・景観形成に重要な要素である眺望点（市内の中でも見晴らしの良い地点で、

見晴らしを確保すべきとされている地点）が、しろやま公園内に指定されている

⇒＜対応＞しろやま公園内眺望点をはじめとして、複数の地点から景観への影響

について検証を実施（本資料P.9～）

＜グラウンド再整備において特に留意すべき茅ヶ崎市景観計画の内容＞

しろやま公園

眺望点

※下記具体の整備基準については、グラウンド再整備にあたって直接関係のあるものではないが、参考として記載

・富士山が望めることから地区中央部に新たに整備する公園では、富士山や丹沢山地への眺望を楽しめるポイントを整備する

⇒しろやま公園内に整備済み

・地区中央の公園に隣接する低層住宅地区における開発は、公園から富士山や丹沢山地への眺望が守られるように建物の配置や形態を工夫する

⇒浜見平地区地区計画において、低層住宅地区の建築物の高さを10ｍ以下に制限

上記方針に係る整備基準

上記方針に係る整備基準（抜粋）

・防護柵やポール類の色彩は10YR（黄赤）系の落ちついた色彩とする

⇒＜対応＞上記基準に沿った防球ネットポール色を検討（本資料P.6）

公園に隣接する

低層住宅地区



配置図（軟式野球 学童部） ※球場配置は参考

計画概要（広さ：少年野球） 4浜見平グラウンド再整備計画

新設道路

戸建街区

戸建街区

戸建街区

約55ｍ

約75ｍ
（F街区）旧グラウンド位置

（網掛け部分）

新グラウンド位置

・今回整備するグラウンドは、従前の団地内の旧グラウンドよりも小さくなる。
・正規の少年野球場の広さは確保できないものの、少年野球の練習や低学年の試合は実施可能な広さとなっている。



5浜見平グラウンド再整備計画

配置図（8人制少年サッカー） ※コート（8人制少年サッカー正規サイズ）配置は参考

新設道路

戸建街区

戸建街区

戸建街区

約55ｍ

約75
ｍ

（F街区）

計画概要（広さ：少年サッカー）

旧グラウンド位置
（網掛け部分）

新グラウンド位置

・今回整備するグラウンドは、従前の団地内の旧グラウンドよりも小さくなる。
・物理的には少年サッカーコートは入る広さとなっているが、実際のプレーを想定すると正規のコートサイズより縮めて使用することが必要。
・公式ルール上はコートを縮小しての試合も認められており、少年サッカーの練習、試合ともに実施可能な広さとなっている。



計画概要（防球ネット） 6浜見平グラウンド再整備計画

A部 立面図
（浜見平地区まちづくり整備実施計画に基づき防球ネット高さ12ｍで設計したもの）

A部
KEY PLAN

・支柱：鋼管 Φ216.3ｍｍ（上部）～267.4ｍｍ（下部）

支柱間最大スパン20ｍ

・ネット：極細軽量防球ネット Φ1.15/40ｍｍ目

※支柱及びネットは、しろやま公園内の樹木や外灯ポール色を
踏まえたブラウン

・GLより約2ｍはメッシュフェンスに防砂ネットを設置

ブラウン色の防球ネットのイメージ

：支柱マンセル値 10YR2/1

浜見平地区まち

づくり整備実施

計画に基づく高さ



計画概要（防球ネット） 7浜見平グラウンド再整備計画

防球ネット支柱 平面図
（浜見平地区まちづくり整備実施計画に基づき防球ネット高さ12ｍで設計したもの）

支柱：鋼管 Φ216.3ｍｍ（上部）～267.4ｍｍ（下部） 支柱間最大スパン20ｍ

防球ネット支柱位置



地元との意見交換 8浜見平グラウンド再整備計画

地域のニーズに沿った整備を目指し、計画概要をもって、従前のグラウンドの利用団体や地元住民（浜見平自治会、まちぢから協議会）等へ

活動実態や整備にあたっての要望等のヒアリングを実施。また、しろやまコミュニティ会議においても整備内容について意見交換を実施。

グラウンド整備への期待は非常に高い一方で、特に防球ネットに関する意見が多数寄せられた。

＜ヒアリング、しろやまコミュニティ会議での主なご意見＞

【安全性】

・従前のグラウンドではボールの越球事故が多数あり、対応に苦慮した

（従前グラウンドのフェンス高さ約5ｍ）

・防球ネットは、ボールが越球しない高さとして欲しい

・防球ネットは、野球ができる高さは確保すべき

【景観・環境】

・しろやま公園から富士山が見えることが重要ではないか

・富士山の眺望は浜見平の財産、防球ネットは低い方が良い

・ハマミーナ２Fデッキから見た際に、富士山に防球ネットにかかって

しまうのが残念

・防球ネットは、グラウンドに隣接して今後整備される戸建て住宅

に配慮した高さにすべき 【維持管理費】

・維持管理費の負担が大きくなるような、過大な整備は避けるべき

【運営】

・地域にこのような資産ができることは素晴らしい

・少子化傾向を踏まえ、野球やサッカーに限らず、多様な方が利用できるような運営にすべき

・平日に高齢者が利用できると、介護予防等に有効

主にハードに関する視点 ⇒今回の議論のポイント

主にソフトに関する視点



9浜見平グラウンド再整備計画

＜景観シミュレーションの実施＞

・防球ネットの高さによって生じる影響度合いの差異について、現地で景観シミュレーションを行い検証（R3.8.6）

・現地に実物大の工作物や仮設物等を設置して確認することが望ましいが、現在グラウンド整備予定地は給水塔の解体工事中であり、また場内

には盛土や掘削穴などがあり平坦でないことから、ドローンを活用して景観シミュレーションを実施

＜シミュレーション手順＞

（１）グラウンド整備予定地にてグラウンドの外形及び支柱位置を位置出し（端部及び支柱位置に木杭を設置）

（２）ドローンをグラウンドの支柱位置のGL+12ｍ、10ｍ、8ｍ、6ｍで飛行させ、防球ネット高さを確認する

（３）飛行状況を各調査地点より撮影し、ドローンの軌跡を写真にて記録する

（４）撮影した写真をPC上でトレースし、防球ネット位置を写真上に描写してシミュレーションを行う

A地点
(支柱1)

支柱2

支柱3

支柱4

支柱5

B地点
(支柱6)

支柱8
支柱9C地点

(支柱10)

支柱11

支柱12

支柱13

支柱14

D地点
(支柱15) 支柱16

支柱17

支柱7

支柱18

ドローンの飛行順序

＜調査地点＞ ＜グラウンド支柱位置（18か所）＞

景観・環境に関する視点についての確認

撮影の様子

（眺望点）



10浜見平グラウンド再整備計画景観・環境に関する視点についての確認

＜参考：冬季にしろやま公園眺望点より見た富士山＞

※湿度が低く、空気の澄んでいる冬季であれば富士山をはっきりと目視にて確認することも可能であるが、
シミュレーション実施が夏季であったため、富士山が常時鮮明に見える状態での検証とはならなかった

富士山の位置



11浜見平グラウンド再整備計画

＜調査地点①（しろやま公園眺望点）におけるシミュレーション写真＞

景観・環境に関する視点についての確認

〇6ｍであれば、防球ネットから富士山の山頂部が出る
〇8ｍ以上では、富士山は全体が防球ネット越しとなる

12ｍ

10ｍ

8ｍ

6ｍ

※シミュレーション当日はやや風が強かったことや、ドローン操縦者や写真撮影者の技量により、防球ネット高さラインに若干乱れが発生している箇所があります

※写真中の茶色縦線は支柱位置を示す



12浜見平グラウンド再整備計画

＜調査地点①（しろやま公園眺望点）におけるシミュレーション写真＞

景観・環境に関する視点についての確認

〇6ｍであれば、防球ネットから富士山の山頂部が出る
〇8ｍ以上では、富士山は全体が防球ネット越しとなる

富士山部分の拡大写真

12ｍ

10ｍ

8ｍ

6ｍ

富士山の位置（山頂）

※シミュレーション当日はやや風が強かったことや、ドローン操縦者や写真撮影者の技量により、防球ネット高さラインに若干乱れが発生している箇所があります



参考：隣接する戸建街区において3F程度の住宅が整備された場合の想定高さ

13浜見平グラウンド再整備計画景観・環境に関する視点についての確認

12ｍ

10ｍ

8ｍ

6ｍ

※シミュレーション当日はやや風が強かったことや、ドローン操縦者や写真撮影者の技量により、防球ネット高さラインに若干乱れが発生している箇所があります

※写真中の茶色縦線は支柱位置を示す

隣接する戸建街

区において3F程

度の住宅が整備

された場合の想

定高さ

▼

＜調査地点①（しろやま公園眺望点）におけるシミュレーション写真＞



14浜見平グラウンド再整備計画

＜調査地点②（ハマミーナ２Fデッキ）におけるシミュレーション写真＞

景観・環境に関する視点についての確認

12ｍ

10ｍ

8ｍ

6ｍ

〇12ｍでは、防球ネットから富士山の山頂部が出る
〇10ｍでは、富士山の中腹辺りに防球ネットがかかる
〇8ｍ以下であれば、ほぼ富士山の眺望への影響はない

※当日はやや風が強かったことや、ドローン操縦者や写真撮影者の技量により、防球ネット高さラインに若干乱れが発生している箇所があります

※写真中の茶色縦線は支柱位置を示す



15浜見平グラウンド再整備計画

＜調査地点②（ハマミーナ２Fデッキ）におけるシミュレーション写真＞

景観・環境に関する視点についての確認

富士山部分の拡大写真

〇12ｍでは、防球ネットから富士山の山頂部が出る
〇10ｍでは、富士山の中腹辺りに防球ネットがかかる
〇8ｍ以下であれば、ほぼ富士山の眺望への影響はない

12ｍ

10ｍ

8ｍ

6ｍ

富士山の位置（山頂）

※シミュレーション当日はやや風が強かったことや、ドローン操縦者や写真撮影者の技量により、防球ネット高さラインに若干乱れが発生している箇所があります



16浜見平グラウンド再整備計画

＜調査地点③（ブランチ3ふじみデッキ）におけるシミュレーション写真＞

景観・環境に関する視点についての確認

〇12ｍでは富士山の中腹辺りに防球ネットがかかるが、10ｍであれば裾野の一部に係る程度であり、ほぼ全景が出る
〇8ｍ以下であれば、富士山の眺望への影響はない

12ｍ

10ｍ

8ｍ

6ｍ

※シミュレーション当日はやや風が強かったことや、ドローン操縦者や写真撮影者の技量により、防球ネット高さラインに若干乱れが発生している箇所があります

※写真中の茶色縦線は支柱位置を示す



17浜見平グラウンド再整備計画

＜調査地点③（ブランチ3ふじみデッキ）におけるシミュレーション写真＞

景観・環境に関する視点についての確認

〇12ｍでは富士山の中腹辺りに防球ネットがかかるが、10ｍであれば裾野の一部に係る程度であり、ほぼ全景が出る
〇8ｍ以下であれば、富士山の眺望への影響はない

富士山の位置（山頂）

12ｍ

10ｍ

8ｍ

6ｍ

※シミュレーション当日はやや風が強かったことや、ドローン操縦者や写真撮影者の技量により、防球ネット高さラインに若干乱れが発生している箇所があります



18浜見平グラウンド再整備計画

＜調査地点④（鉄砲道）におけるシミュレーション写真＞

景観・環境に関する視点についての確認

〇樹木越しとなるため、見られる範囲は限定的
〇12ｍでは、中央集会所屋根より高いラインとなる

12ｍ

10ｍ

8ｍ

6ｍ

〇10ｍでは、中央集会所屋根と同程度の高さラインとなる
〇6ｍ～8ｍでは、中央集会所庇と同程度の高さラインとなる

※シミュレーション当日はやや風が強かったことや、ドローン操縦者や写真撮影者の技量により、防球ネット高さラインに若干乱れが発生している箇所があります

※写真中の茶色縦線は支柱位置を示す



19浜見平グラウンド再整備計画

＜調査地点⑤（北西部住宅街）におけるシミュレーション写真＞

景観・環境に関する視点についての確認

〇6ｍでは周辺の工作物等と比べても、圧迫感や違和感は感じられない
〇12ｍでは周辺の建物より高く、圧迫感が強めに感じられる

12ｍ

10ｍ

8ｍ

6ｍ

※シミュレーション当日はやや風が強かったことや、ドローン操縦者や写真撮影者の技量により、防球ネット高さラインに若干乱れが発生している箇所があります

※写真中の茶色縦線は支柱位置を示す



20浜見平グラウンド再整備計画

＜調査地点⑥（西側住宅街）におけるシミュレーション写真＞

景観・環境に関する視点についての確認

〇6ｍでもD-2街区のUR賃貸住宅より高くなる
〇12ｍでは圧迫感が強く感じられる

12ｍ

10ｍ

8ｍ

6ｍ

※シミュレーション当日はやや風が強かったことや、ドローン操縦者や写真撮影者の技量により、防球ネット高さラインに若干乱れが発生している箇所があります

※写真中の茶色縦線は支柱位置を示す



21浜見平グラウンド再整備計画

＜浜見平地区地区計画＞

景観・環境に関する視点についての確認

浜見平地区地区計画より

〇B-3地区は建築物の高さは10ｍ以下と定められている
〇グラウンドに隣接し、今後整備される戸建て住宅も10ｍ以下となることを踏まえ、検討することが必要

B-3地区

※今後、戸建て住宅の整備を想定

グラウンド位置



茅ヶ崎市柳島スポーツ公園手前から見る、防球ネット越しの富士山

（スポーツ公園工事中に撮影したもの）

22浜見平グラウンド再整備計画景観・環境に関する視点についての確認

＜防球ネット越しの富士山の見え方＞



大和市ゆとりの森にて見る、防球ネット越しの夕方の富士山

23浜見平グラウンド再整備計画景観・環境に関する視点についての確認

＜防球ネット越しの富士山の見え方＞



安全性、維持管理費の視点の確認 24浜見平グラウンド再整備計画

【安全性に関する視点】

・今後グラウンドに隣接して戸建て住宅が整備されることも踏まえ、越球事故は防ぐことが必要

・従前のグラウンドはフェンス高さが約5ｍであり、野球やサッカーでの越球事故が発生していた

・地元の少年野球や少年サッカー団体にヒアリングしたところ、防球ネットの高さは12ｍであれば、越球することな

く少年野球の練習や低学年の試合、少年サッカーの練習や試合を行うことは可能（参考：茅ヶ崎市内の小学

校の防球ネットの高さは概ね10ｍ）

【維持管理費に関する視点】

・通常の修繕（ネットの補修等）は年間に数千円から数万円程度であり、防球ネットの高さによって大きな差はない

・防球ネット支柱の塗装等の比較的規模の大きな修繕（数十年に１回程度）が必要となった場合は、高さによって

コスト差が発生する可能性がある



各視点に関するまとめ 25浜見平グラウンド再整備計画

防球ネット高さ 6ｍ 8ｍ 10ｍ 12ｍ

景観・環境

富
士
山
方
面
へ
の
眺
望

しろやま公園（眺望点）
防球ネットから富士
山の山頂部が出る

富士山は防球ネット
越しとなる

富士山は防球ネット越
しとなる

富士山は防球ネット越
しとなる

ハマミーナ２Fデッキ
ほぼ富士山の眺望
への影響はない

ほぼ富士山の眺望
への影響はない

防球ネットが富士山の
中腹辺りにかかる

防球ネットから富士山
の山頂部が出る

ブランチ3ふじみデッキ
ほぼ富士山の眺望
への影響はない

ほぼ富士山の眺望
への影響はない

防球ネットが富士山の
裾野に一部かかるが、
ほぼ全景が見える

防球ネットが富士山の
中腹辺りにかかる

富
士
山
方
面
以
外
へ
の
眺
望

鉄砲道
中央集会所庇と同
程度の高さラインとな

る

中央集会所庇と同
程度の高さラインと

なる

10ｍでは、中央集会
所屋根と同程度の高さ

ラインとなる

12ｍでは、中央集会
所屋根より高いラインと

なる

北西部住宅街 圧迫感や違和感は
感じられない

それほど圧迫感や違
和感は感じられない

強い圧迫感や違和感
は感じられない

周辺の建物より高く、
圧迫感が強めに感じら

れる

西側住宅街
比較的圧迫感が弱

い

比較的圧迫感が弱
い

（２階建て住宅程
度の高さ）

比較的圧迫感が強い 圧迫感が強い

安全性
少年野球や少年サッカーを行っ

た際に越球する可能性
極めて高い

比較的高く、利用
方法に制限が出る
可能性がある

比較的低い
（市内の小学校と同等

の性能）
低い

維持管理費

日常的な修繕

数十年に１回程度の比較的規
模の大きな修繕
（支柱の塗装等）

高さによって大きな差は出ない（1年あたりで数千円～数万円程度）

高さによって差が出る可能性がある（1年あたりで数万円～数十万円程度の差）

隣接し、今後整備される
戸建て住宅は高さ10ｍ以下



まちづくり推進検討会議における議論 26浜見平グラウンド再整備計画

〇全体

・利用者は地元の人々であり、防球ネット高さについては論理的に結論を得ることは難しい。皆少しずつ我慢すること（線引き）が必要。

・グラウンド利用者へのヒアリング、現地シミュレーションの実施等を踏まえ、支柱高さについて皆で検討したという丁寧なプロセスはとても重要であり、そ

の点は高く評価したい。

〇景観・環境

・公園からの視点についてはネット越しでない富士山の眺望は期待できない。子ども目線となれば尚更である。

・すべての視点場から満足のいく眺望を得ることはできない。

・ネット越しの富士山もきれいに見えると感じた。ネット越しに見る富士山というのも、浜見平における一つの景色の在り方ではないか。

・公園からの見え方を考えると6mが妥当、8ｍ以上では見え方は変わらない。一方、ネットも透過性があるため、富士山が見えなくなるわけではない。

・市街化している浜見平で、すべての場所から満足のいく眺望を得ることは難しい。ネット越しに富士山を見る場所もあるが、他にもきちんと見える場

所（ブランチ茅ヶ崎３ふじみデッキ）が用意されていることが重要。

・地区計画上、戸建て街区は建築物に10mの高さ制限があることから、10mを超えることは周辺戸建て住民も納得がいかないと思われる。

〇安全性

・小学校高学年のファールフライは高度が高い。ある程度防球ネットとしての機能を重視すべきではないか。

・市内の小学校が概ね10mの防球ネットであれば、横並びという考え方でも良いのではないか。

〇その他

・防球ネット支柱配置を見直すことにより、支柱本数を減らすことができないか。

・東側園路とグラウンド入口の取り付け部に、中間領域や溜まりの空間が必要ではないか。



まちづくり推進検討会議等でのご意見のまとめ 27浜見平グラウンド再整備計画

No. ご意見 対応方針・考え方
該当
ページ

1

［まちづくり推進検討会議］
各視点場からの眺望、周辺戸建住宅への配慮、安
全性の確保、過度にグラウンドの利用方法に制限を
課さないこと等、総合的に勘案し、防球ネットの高さ
は10ｍが良いと考える。

景観や眺望と安全性の両立は非常に難しいため、ヒアリング
やシミュレーションの実施、検討会議でのご意見等を踏まえ、
10ｍが適切であると考えております。

-

2
［まちづくり推進検討会議］
防球ネット支柱配置を見直すことにより、支柱本数
を減らすことができないか。

構造上、支柱本数を減らすことはできませんが、茅ヶ崎市景
観計画において眺望点として指定されているしろやま公園か
らの眺望等に配慮し、スパンを最大限(20ｍ)飛ばし、可能
な限り大きな抜けを作ることができる方が良いと考え、計画
のままとしております。

P.28

3
［まちづくり推進検討会議］
東側園路とグラウンド入口の取り付け部に、中間領
域や溜まりの空間が必要ではないか。

ご意見を踏まえ、元計画においてグラウンド入口付近にあっ
た砂場を移設し、空間を設けました。
当該空間は、イベント時などにテントの設置を予定しており、
また、しろやま遊具付近で走り回る子供たちの衝突を避ける
ため、ベンチ等は設置しない設えとしております。

P.29

4
［まちづくり推進検討会議委員（個別協議）］
グラウンド入口部分は、並木などを配置して入口とし
ての設えを整えても良いのではないか。

ご意見を踏まえ、今後しろやま公園の植栽とのバランスやイ
ベント時のテント設置等を勘案し、植樹について検討するよ
うにいたします。

P.29

5
［まちづくり推進検討会議委員（個別協議）］
グラウンド利用者等が、リュックサック等を地面に直で
なく置けるような場所があった方が良いのではないか。

グラウンドの有効面積を最大限確保したいことから、特別に
荷物置場を設けることはせずに、荷物の管理についてはグラ
ウンド利用者にて対応をお願いしたいと考えております。

-



まちづくり推進検討会議等でのご意見への対応 28浜見平グラウンド再整備計画

防球ネット支柱 平面図
（浜見平地区まちづくり整備実施計画に基づき防球ネット高さ12ｍで設計したもの）

支柱：鋼管 Φ216.3ｍｍ（上部）～267.4ｍｍ（下部） 支柱間最大スパン20ｍ

【No.2】
＜ご意見＞
防球ネット支柱配置を見直すことにより、支柱本数を減らすことができないか。

＜対応方針＞
構造上、支柱本数を減らすことはできませんが、茅ヶ崎市景観計画において眺望点として
指定されているしろやま公園からの眺望等に配慮し、スパンを最大限(20ｍ)飛ばし、可能
な限り大きな抜けを作ることができる方が良いと考え、計画のままとしております。

防球ネット支柱位置



29浜見平グラウンド再整備計画

＜まちづくり推進検討会議時の検討計画＞ ＜見直し後の計画＞

【No.3】
＜ご意見＞
東側園路とグラウンド入口の取り付け部に、中間領域や溜まりの
空間が必要ではないか。

＜対応方針＞
ご意見を踏まえ、元計画においてグラウンド入口付近にあった砂場
を移設し、空間を設けました。
当該空間は、イベント時などにテントの設置を予定しており、また、
しろやま遊具付近で走り回る子供たちの衝突を避けるため、ベンチ
等は設置しない設えとしております。

【No.4】
＜ご意見＞
グラウンド入口部分は、並木などを配置して入口としての設えを整えても良いのではないか。

＜対応方針＞
ご意見を踏まえ、今後しろやま公園の植栽とのバランスやイベント時のテント設置等を勘案し、植樹に
ついて検討するようにいたします。

まちづくり推進検討会議等でのご意見への対応



景観まちづくり審議会 委員からの事前ご意見 30浜見平グラウンド再整備計画

No. ご意見 対応方針・考え方
該当
ページ

1
丁寧なプロセスで検討していただいている点は大変評価できる。
総ての点で皆が納得することはない案件なのでこの案で、なるべく多くの住民の合意
が得られるよう説明を盡してほしいと思う。

検討プロセスへのご評価、ありがとうございます。
今後も住民の方々へ丁寧な説明を行い、できるだけ多くの皆様にご納得いただ
けるように進めてまいります。

P.25

2

「利用団体や地元住民とのヒアリング、景観シミュレーションの実施及びまちづくり推
進会議での議論を踏まえ、高さ10mの結論」とのことで、十分に地域との話し合い
やシミュレーションが行われたのでしたら、宜しいのではないかと思う。
景観上、柵は低い方が好ましいと思いますが、低くしすぎることによる事故が起こるこ
とがないように、柵の高さだけでなく、利用者や利用のされ方といった運営面にもご配
慮いただきたい。

越球等による事故が起こらないよう、利用者や利用方法といった運営面について
も、住民の方々等のご意見を踏まえながら今後検討を進めてまいります。 P.25

3 よく検討されており、住民の方々の安全性確保の観点から10ｍで問題ないと思う。 承知いたしました。 P.25

4

①富士山をどこから見るかによって見え方は違ってきます。ネットは完全に遮断する
わけではないので、周囲に安全なグラウンドを作るのであれば、10ｍでも致し方
ないのではないか。

②高さが低くなれば柱の径は少し小さくなるかもしれない。ご検討いただきたい。

①承知いたしました。
②防球ネット高さを12ｍから10ｍへと変更とした際は、柱の径も細くなることを確
認しております。（柱脚部の径：12ｍの場合Φ267.4ｍｍ ⇒ 10ｍの場
合Φ216.3ｍｍ）

P.25

5

街路景観整備基準で黄赤系とありますが、マテリアルとデザインのシミュレーションは
どこまでされたのか？
防球ネットはステルスタイプに、支柱は安全面を維持できる範囲で細身とするかまた
はデザインに工夫を加える等、空間設計ではよく行われる検証ですが、もしこの点の
情報があれば教えていただきたい。

支柱本数を減らし、且つできるだけ細くするために、支柱には鋼管を採用しており
す。高さが12ｍの防球ネットで比較した場合、一般的にコンクリート柱の場合は
スパンが10ｍ程度で柱径が300ｍｍ程度以上となりますが、今回の鋼管柱で
は最大で20ｍスパンとしており、支柱径は柱脚部でΦ267.4ｍｍとしております。
またネットも一般的なポリエステルより細い、Φ1.15mmの超高強力ポリエチレン
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、公園内の外灯や樹木との調和を意識し、ブラウ
ン（10YR2/1）としております。

P.6
P.7

6

浜見平グラウンド再整備計画について、フェンスの設置は安全確保のため必要であ
る。
「まちづくり推進検討会の議論」のまとめにあるように関係者で検討し、丁寧な合意
形成を行うプロセスが重要と考える。
フォトモンタージュを作成し、様々な見え方について検討したことは評価できる。
意見にもあったが、支柱の位置や数量の調整が可能であれば検討していただきたい。

合意プロセスに関しては、引き続き関係者との丁寧な協議・検討を行っていくよう
にいたします。
構造上、支柱本数を減らすことはできませんが、茅ヶ崎市景観計画において眺
望点として指定されているしろやま公園からの眺望等に配慮し、スパンを最大限
(20ｍ)飛ばし、可能な限り大きな抜けを作ることができる方が良いと考え、計画
のままとしております。

P.28



終わり


