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（議事経過）
・議案(１)海老名市都市マスタープランについて【報告】
会長

それでは、報告事項として、「海老名市都市マスタープランの改定」につい
て、事務局から説明願います。

事務局

（資料１に基づき、事務局より説明）

会長

事務局からの説明が終わりました。今回の改定は、現行の都市マスタープランの
構想はそのまま引き継ぎ、10 年間で変化したものを新たに付け加えながら、今後
の 20 年間を展望するという内容になっているかと思います。何かご意見、ご質問
はございますか。

委員Ａ

資料 10 頁の土地利用の設定について、住宅用地、商業用地、工業用地が増えて
いますが、農地をこれらの用地として編入するとなると、農地が減少することにな
りますが、どのように考えていますか。

事務局

農政部局と調整をしながら進めていこうと考えております。また、地権者の意向
もあると思いますので、十分に調整させていただくとともに、仮に農地を減らして
進めていかなければならない場合については、周辺の農家の方々への影響を十分に
検討しながら、影響が出ないように市街地形成を進めていきたいと考えておりま
す。

委員Ａ

市街化調整区域の中で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下
「物効法」という。)が適用され農地が減っている現状がありますが、この土地利
用の設定にはその点が考慮されていないと思われますが、どのように考えています
か。

事務局

南部の中野、社家周辺では物効法での立地が進んでおりますが、都市計画の制度
では物効法に基づく物流施設の立地を止めることは難しい部分があります。周辺へ
の影響について検討はいたしますが、問題がないと判断がされますと立地すること
が可能となります。12 頁で土地利用検討地について示しておりますが、下今泉門
沢橋沿道の薄いオレンジ色の部分に物効法による物流施設の立地が進んでおりま
す。物効法での立地を止めるためには、まず農地に関しては、農政サイドでの施策
が重要となります。都市計画サイドでできることとしましては、点在して立地させ
るのではなく、まとまりのある工業地を誘導するといった視点になるかと思いま
す。そういったことも踏まえて検討していく必要もあり、今回土地利用検討地とい
う位置づけをしております。

委員Ｂ

都市計画上は関係ないと思いますが、都市マスタープランを検討する際に、物効
法についてもそうですが、なぜ農用地区域をプロットして示さないのかと疑問に思
っています。海老名市として保全すべき土地は、農用地区域だと認識しています。
海老名市では、３か所重点的に農用地区域がありますが、守るためのストーリーが
必要であり、周辺の農家に配慮するということだけでは守られるのか疑問に思いま
す。都市マスタープランでは、農用地区域の位置づけを明確にして議論を進めるべ
きなのではないでしょうか。ここは守るべき農地であるということを、市として示
した方がよいのではないでしょうか。
また、公園についてですが、前回の都市マスタープランから、計画をしているが
整備が進んでいない公園があって、例えば海老名駅西口の上郷には公園の整備計画

がありますが、現状、道路整備や駐車場整備が進んでおり、公園を整備する余地は
ないかと思われます。生産緑地の問題もありますし、このタイミングで整備するべ
き公園について議論をして、必要な公園というものを一度見直しされてはいかがで
しょうか。いつまでも計画に織り込んでおくということではないと思います。
住宅用地を広げなければならないとのことですが、新しいマンション等について
は、工場の跡地を含めて建設されていますが、さつき町等の建設から 50 年以上が
経過し、そろそろ建て替えを検討するような、容積が余っている古い団地があるの
ではないでしょうか。それらの整備を行っていくことで、住宅用地を増やさずとも
住宅供給は可能なのではないかという要素がありますので、その点について都市マ
スタープランや海老名市はどのように考えているのでしょうか。

会長

農用地区域について質問がありましたが、新しく委員になられた方もおりますの
で、農業振興地域や農用地区域といった市街化調整区域における農地の関係につい
て説明をしてから回答をお願いします。

事務局

市街化調整区域の中には農業振興地域と農用地区域がありますが、まずは農業振
興地域という網がかかっていきます。農業振興地域は農業を振興していこうという
区域となっており、その中でも農用地区域とは、さらに土地利用の制限などが強く
かかり、より保全をしていこうとする区域になっております。海老名市の市街化調
整区域では、河川を除くほぼ全域が農業振興地域となっており、そのなかで農用地
区域が部分的に存在しているというのが現状であります。
質問のありました農用地区域についてですが、都市マスタープランの土地利用検
討地としては外しておりますが、委員がおっしゃったとおり、都市マスタープラン
ではどこが農用地区域であるかと示している箇所がないため、そちらにつきまして
は記載をしつつ、守るべき農地といった視点も踏まえながら、今後、議論をしてい
ただければと考えております。現行の都市マスタープランにおいても、農用地区域
という記載はありますが、図や絵といったイメージがないため、分かりやすい形で
今回の改正では入れていきたいと考えております。
続きまして公園の関係になりますが、ここでプロットしている公園は、基本的に
は市で整備しようと考えていた、約２ha 以上の大きい公園をイメージして、都市
マスタープランに記載しております。これは、平成 20 年度に見直しがされた緑の
基本計画に基づいております。実際、なかなか進んでいないという現状もあり、昨
年と今年度で緑の基本計画の見直しを進めているところです。そういったなかで、
いつまでも整備ができないものを位置付けることについてもそうですが、公園の位
置づけの代わりに、近くに同じような機能を設けることも可能ではないかと思いま
すので、そういった部分を緑の基本計画の中で検討していただき、最終的に都市マ
スタープランでも位置づけていこうと考えております。
住宅用地の関係になりますが、ただ拡大するだけではなく、既存の住宅地をどう
生かすかということも当然あると思います。既存の住宅団地について、どのように
活用していくかといった具体的な書き込みはありませんが、今後考えていかなけれ
ばならないところではあるので、そういった可能性の手法を含めて、大きな考え方
については記載していきたいと考えております。

委員Ｃ

住宅用地として 35ha を確保するということですが、立地適正化計画を踏まえる
と、海老名駅の開発がされた西側と市役所周辺が一番有望な土地ではないでしょう
か。資料にある土地利用検討地ですが、何を検討しているのでしょうか。素人的に
は、市街化区域に編入してしまえばいいのではないかと思いますが。

事務局

基本的には、市街化区域に編入していきたいという大きな考えがあります。ただ、
都市計画の制度上の話になりますが、人口がこれだけ増加するのでその分の用地を
確保する必要があるため、市街化区域編入する必要があるというのが進め方となっ

ており、人口が増加しなければ編入することができません。また、国や県との調整
もあるため、なかなか編入できないことが現状となっております。前回の第 7 回線
引き見直しが平成 28 年にあり、次が令和 5 年くらいに線引き見直しがあると考え
ております。その際に人口予測をすると、全国的、神奈川や海老名市においても人
口が増加するようなトレンドにはなっていない状況が考えられます。そのような状
況では、人口が増加しないのに市街化区域を増やしていいのかという議論になる可
能性があります。海老名市では、人口を増加するための施策を進めていますので、
住宅用地を確保するために市街化区域に編入したいとは考えております。ただ、人
口が増加しないという状況になり、市街化区域に編入することが難しくなった場合
であっても、市街化調整区域のままでも地区計画を策定し、ある程度の市街地を作
ることは可能となっております。そのような手法についても考慮に入れながら、土
地利用について検討していきたいという考えもあり、検討地として位置づけをして
おります。また、住宅系だけではなく、南部地域等では工業関係での土地利用の検
討ということも考えられますので、そういった様々な面で検討していきたいと思い
ます。
委員Ｃ
事務局

委員Ｃ

この 10 年間で、具体的にはどういったことを検討してきたのでしょうか。
例えば、南部地域では高座清掃組合の北側になりますが、地域の皆様と工業系の
まちづくりを検討してきた経緯があります。
海老名駅の西側や市役所の周辺についてはどうでしょうか。

事務局

海老名駅西口の西側につきましては、具体的な検討は進めてはおりません。市役
所周辺につきましては、現在、一般保留区域に設定しておりますので、まずはそこ
を進めているところです。そのさらに市役所の西側については、市役所周辺の一般
保留区域が進んだ後に検討を進めることを考えております。

委員Ｃ

検討した内容がよくわからない部分があり、前回の都市マスタープランと同じ議
論をして、検討中とすると直ぐに 20 年経ってしまう気がします。何を検討してい
るのか、ある程度方針を決めてしまう方が良いのではないでしょうか。

事務局

改定する都市マスタープランでは、土地利用検討地における土地利用の方向性に
ついても検討していく必要がありますので、そのなかでまちづくりの方向性を示し
ていければと考えております。

委員Ｄ

都市マスタープランは、10 年、20 年先を見据えた計画ということですが、立地
適正化計画における海老名市の人口動態によると、今後 50 年間で大きな変動をす
ることが示されています。海老名駅西口については、都市マスタープランに基づい
て発展してきたのかと思いますが、例えば高層マンションについては、50 年から
100 年もつことも考えられますし、そこに住んでいる方がどのように変化していく
かということもあります。また、社会インフラの老朽化等の問題もあろうかと思い
ます。近々の細かい検討については、10 年、20 年先を見据えることで良いのでし
ょうが、ビジョンとしてはさらに先の 30 年 50 年を見据えて展望していかないと、
その時になって手遅れになってしまうのではないでしょうか。立地適正化計画を検
討した際に、防災関係の職員が関わる必要がないのかという質問をしましたが、防
災や福祉の問題もあるので、もう少し広範囲に様々な意見を聞きながら、50 年程
度を展望して検討してみてはと思います。

委員Ｅ

昨年アンケートを実施されているということですが、都市基盤整備ということで
課題の把握を含めて、市民の方の意見を聞くことは大事だと思います。資料の中で
アンケートの結果が出されていますが、アンケートがどのように実施されたのかに

ついて説明していただきたい。あわせて、まちづくりの満足度・重要度の数値はど
のようにして算出されているのかについても説明していただきたい。
また、2025 年人口が 14 万人で、その後 10 年くらいは 14 万人を維持するという
推計が出されていますが、この 10 年間の人口維持について転入者を多く見込んで
いるのか、それとも海老名に住んでいる方が、子どもを産み育てて人口を維持して
いくのかでは異なると思います。海老名市として具体的な課題、方向性としてどの
ように見通しているのでしょうか。
事務局

アンケート調査の満足度については、調査項目ごとに、とても満足、やや満足、
普通、やや不満、とても不満、分からないという区分で回答していただき、それを
点数化したものを満足度として評価しております。
人口については、現在、策定を進めている総合計画において、転出転入の対策、
子育て等の様々な施策をしていくことで、14 万人を維持していくとのことですの
で、その内容を反映させております。

委員Ｅ

重要度については、どのように数値化されているのでしょうか。

事務局

重要度についても、満足度と同様の評価をしております。

委員Ｅ

アンケートの結果については、詳細がわかるように資料として出していただきた
い。また、具体的な課題について、もう少し洗い出しをしていただきたい。課題に
ついて、資料には記載がありますが、漠然としているため、海老名市として優先的、
重点的に進めていきたいことが、もう少し見える形で出していただきたいと思いま
す。

事務局

今回は概要となっておりますので、次回の審議会では、本編の案を資料といたし
ますので、そのなかで方針等の具体的なものについて示していきたいと思っており
ます。

委員Ｆ

前回までの立地適正化計画の議論では、コンパクトなまちづくりについて重点的
に議論され、中心にまとめていくという計画であったと思います。仮に推計人口が
14 万人であったとしても、住宅用地を増やさないと人口が維持できないため、市
街化調整区域を潰してでも市街化区域を増やすという考え方は違う気がします。片
方はまとめようとしながら、片方は農地を潰して人口の増加や維持をしようとして
いる。そのようなことをしなくても、まとめようとしているのだから、あえて市街
化調整区域の中に、農地を潰すことにより住宅用地を広げなくても十分間に合うの
ではないでしょうか。人口に対して所帯数が増加しているということを加味したと
しても、市街地を横に広げるよりも高層マンションなどで上に広がることができる
のではないでしょうか。あえて資料にあるような、市街化調整区域を減らしながら
用地を確保しなければ人口の増加に対応できないとは思えません。まちづくりの観
点からいけば、まとまった方がいいわけですから、市街化調整区域まで行けば行く
ほどコストがかかります。民間が全部やるわけではなく、例えば道路は市がやるこ
とですし、維持費もかかります。そのように考えると、前回まで議論してきたこと
と、ここで作り上げていくものの議論が矛盾しているような気がします。
先ほど農用地区域の話が出ましたが、農業振興地域の面積約 850ha のうち、その
内の農用地区域は 1 割程度しかありません。農用地区域をしっかりまとめようとす
るのであれば、相当な市の考えがないと農用地区域にならないと思います。農地を
しっかり守る、農用地区域ならある程度規制が強いから守るといっても、実際には
海老名にはそれほどの面積がありません。それをしっかりと捉えていかないと農地
は守れない、そのようなことがこの資料では見えません。それよりも、市街化区域
を拡大しようという姿が見えたような気がします。財政面、税制面などあるのでし
ょうか、守ろうとする姿がこれでは見えてきません。

事務局

立地適正化計画は、現在の市街化区域のなかで維持していこうという考えでおり
ました。今回の計画では、人口が増加します、住宅地を増やしますという考えがあ
るなかで、市街化区域の縁辺部ですとか、市役所の周辺のように可能性がある場所
があります。そういった人口が集中しているところに、さらに人口を集中させると
いう考え方もあるかと思います。もちろん、全てが拡大ということではなく、当然、
既成市街地のなかでの対応もしていかなければならないと思いますが、拡大という
視野も入れながら、色々な視点から可能性について、都市マスタープランのなかで
描いていきたいと考えているため、このような書き方になっております。
農地の保全についてですが、今回の資料では、都市マスタープランは市街地の拡
大という将来の夢のような内容ばかりに見えるかもしれませんが、農地の保全につ
いても記載している部分もありますので、今後、本編を作成する際に、農用地区域
の保全についても具体的に分かりやすい内容として作っていきたいと思います。

委員Ｆ

前提として、前回までの議論の中で申し上げたとおり、他市と比べて海老名はコ
ンパクトシティとして出来上がっていると思っているので、財政面は別として立地
という点からいくと、あえて拡大志向でいかなくともいいのかなと思っておりま
す。

会長

今回は、頭出しということになっており、今後、数回議論することがありますの
で、鈴木委員から出た意見を参考にして、事務局で検討していただきたいと思いま
す。

委員Ｇ

今、海老名市はとても人気があり、海老名駅周辺で住宅地を求めている方が多い
というのは事実ですが、農地も守るべきところだと思っています。新しいところを
開拓することは必要かと思うのですが、先ほども意見がありましたが、古い団地、
または古いまち、これから空いてくるところ、空き地、空き店舗などをきちんと整
備していかないと、段々と海老名市が人気のないまちになってしまうと思いますの
で、その点もご検討いただきたいと思います。

会長

現在の市街化区域における、スポンジ状になっている土地、空き地、古くなった
アパート群への対策があってもいいのではないかという意見ですが、事務局から何
かありますか。

事務局

駅前にマンションができても、市外から転入される方のほかに、市内から利便性
の高いところに移る方もいられます。また、郊外に住み続ける方もいると思います。
都市のスポンジ化について、問題になっているところですので、そのような視点に
ついては立地適正化計画でも示しておりますが、都市マスタープランについても、
都市のスポンジ化に対する基本的な考え方を示していきたいと考えております。

委員Ａ

2022 年問題といわれる生産緑地の解除がありますが、このことについて市で意
向調査をされていると思いますが、市街化区域に生産緑地がどれくらいあって、延
長を希望している農地がどのくらいあり、延長しないで解除を希望している農地が
どの程度あるのでしょうか。

事務局

特定生産緑地についてですが、正式な意向調査はまだ行っておりません。今年度
から意向調査をする予定で、その結果が出ましたら都市計画審議会の皆様に報告し
ながら進めていきたいと考えております。

会長

以上で本件については終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。来年 3 月
までに、3 回、4 回程度都市マスタープランについて要望や意見を各委員からいた
だく機会があると思います。立地適正化計画、コンパクトシティとの整合や、しば

らくは人口が増えながらも、縮む社会も想定に入れながら発言しなければならない
ということで、各委員の皆様も大変かと思いますが、都市マスタープランの改定に
ついて、今後も活発な議論をお願いいたします。

（議事経過）
・議案（２）その他
会長

委員Ｈ
事務局

会長

次に、各委員の皆様で、都市計画上やまちづくりの関連で、意見、要望、質問
等ありますか。
用途地域について、田園居住地域を指定する考え方があるのでしょうか。
今のところ指定の予定はありません。生産緑地の際に検討しましたが、当てはま
るような地域がないということで、現時点では指定の予定はありません。
委員の方、他にございませんか。
特になければ、本日の議事はこれで終わりといたします。長時間に渡り、議事進
行にご協力いただきありがとうございました。

