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資料１

【報告事項】

海老名市住みよいまちづくり条例施行規則の一部改正について

令和元年８月 28 日
まちづくり部
まちづくり指導課

海老名市住みよいまちづくり条例施行規則の一部改正について

１

概要
家庭系ごみの一部有料化及び戸別収集導入等に伴い、ごみ集積所等に係る設置基準
を見直す必要があるため、海老名市住みよいまちづくり条例施行規則の一部改正を行うも
の。

２ 改正内容
① 共同住宅又は長屋にごみ集積所を設ける基準を１棟に１か所以上設置することを追加
（70 条第１項第２号・２項）
② ワンルーム形式の共同住宅又は長屋のごみ集積所設置面積基準を、計画戸数 10 戸
以下については 1.2 ㎡以上、計画戸数が 11 戸以上については 0.12 ㎡/戸とすること
を明確化（70 条第１項第３号）
③ ごみ収納庫設置対象がワンルーム共同住宅に限定されていたが、住宅の開発全般に
拡大（70 条第５項）

３ 改正条文
別添のとおり

４ 施行日等
公布日

令和元年７月31日

施行日

令和元年９月２日

海老名市住みよいまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則

海老名市住みよいまちづくり条例施行規則（平成３０年規則第９号）の一部を次のように改
正する。

第７０条第１項各号を次のように改める。
(１) 宅地開発事業におけるごみ集積所は、おおむね２０戸当たりに１箇所の割合で設置す
るものとする。
(２) 共同住宅又は長屋におけるごみ集積所は、１棟当たりに１箇所以上設置するものとす
る。ただし、２棟以上建築することを目的とする開発事業の計画戸数が２０戸未満の場
合には、ごみ集積所を１箇所とすることができる。
(３) ごみ集積所の面積は、住宅の計画戸数により別表第３のとおりとする。ただし、１戸
当たりの専用面積が２０平方メートル未満のワンルーム形式の共同住宅又は長屋を目的
とした開発事業の場合は、計画戸数１０戸以下については１．２平方メートル以上、計
画戸数１１戸以上については住宅戸数に０．１２平方メートルを乗じて得た値以上の面
積のごみ集積所を設置するものとする。
第７０条第２項中「住宅」の次に「（共同住宅及び長屋を除く。）」を加え、同条第５項中
「ワンルーム共同住宅の」を削り、「第１項第２号」を「第１項第３号」に改める。

附 則
（施行期日）
１ この規則は、令和元年９月２日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の日前において、海老名市住みよいまちづくり条例（平成３０年条例第１
号）第３３条に規定する特定開発事業における特定開発事業構想届、同条例第３６条に規定
する大規模開発事業における開発基本計画書又は同条例第４１条に規定する通常の開発事業
における開発基本計画書の提出がなされた開発事業については、なお従前の例による。

資料２

【報告事項】

海老名市都市マスタープランの改定について

海老名市都市マスタープラン
全体構想（素案）

令和元年○月
海老名市
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１．海老名市都市マスタープランとは
「海老名市都市マスタープラン」（以下、
「本計画」とします。
）とは、都市計画法第 18 条の２
に基づく計画で、土地利用や道路、公園・緑地等の整備、自然環境の保全、安全性の向上等、望
ましい将来の都市像を描き、その実現のための都市づくりの方向を総合的に示すものです。
今後の都市計画の見直しや都市基盤施設の整備は、この計画に基づいて進められるため、とて
も重要な計画と位置づけられます。
策定にあたっては、
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「市の総合計画」に即す
ることが定められており、市民の都市計画に対する理解を深め、また、その意見等を反映させた
ものであることが求められています。
市の計画

総合計画

県の計画

開
発
及
び
保
全
の
方
針

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

海老名市都市マスタープラン
市町村の都市計画に関する基本的な方針
（都市計画法第 18 の２）

他分野の計画

道路交通マスタープラン
緑の基本計画
景観基本計画

立地適正化計画

…その他の分野別計画

［具体の都市計画］

地域地区

都市施設

地区計画
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２．目標年度
都市づくりに関わる事業や制度の導入による効果が現れるまでには、長い期間を要することか
ら、令和 20 年（2038 年）を目標年度とします。
なお、本計画は社会経済情勢の変化等に適切に対応するため、必要に応じて見直しを図ること
とします。
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３．改定の背景・目的
（１）改定の背景・目的
本市は、平成９年度に本計画を策定し、その後、海老名市第四次総合計画（平成 20 年 3 月策
定）との整合性等を踏まえ、平成 22 年 9 月に改定し、快適に暮らせる、魅力あるまちの形成に
向けた都市づくりを進めてきました。
前回の計画から約 10 年が経過し、この間、社会情勢は変化し、少子高齢化の深刻化や、空家
の増加、地震等の大規模災害への危惧、インフラの老朽化など、都市づくりを取り巻く課題認識
に変化が生じています。
市内においては、海老名駅周辺の市街地整備や首都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」とし
ます。
）の開通等、都市の骨格を形成する取組みが進み、まちづくりに進捗が見られます。
このため、社会情勢の変化や市内のまちづくりの進捗を踏まえ、本計画の改定を実施します。

（２）改定の視点
国、県、市の上位・関連計画との整合を図るとともに、時代の潮流、政策動向や、市内のまち
づくりの進捗状況等を踏まえ、今回の改定における主な視点を以下に整理します。
［コンパクト+ネットワークの視点に基づく、都市機能・居住誘導の集約化］
少子高齢化社会の中で、将来的な人口減少を見据えた、都市機能・居住誘導の集約化を図
っていくとともに、公共交通の充実を図ります。
［厚木駅やさがみ野駅の拠点性の向上］
海老名駅周辺が中心市街地として拠点整備が推進されている一方で、都市機能等を集約し
ていくための地域拠点として、厚木駅やさがみ野駅における地域特性等を活かした拠点性
の向上を図ります。
［一般保留区域や市街化調整区域における人口の受け皿となる土地利用の検討］
将来的な人口減少は見込まれているものの、今後 10 年において、市内の人口は増加する
ことが想定されているため、その受け皿となる一般保留区域（市役所・海老名総合病院周
辺）や市街化区域に囲まれた市街化調整区域の土地利用について検討します。
［道路における安全な歩行空間や自転車走行空間の確保］
幹線道路等における安全な歩行空間の整備を推進するとともに、自転車ネットワークにつ
いて検討します。
［既存の公園を活かした機能配分による魅力の向上］
公園については新設ではなく、既存の公園を活かし、地域の特性等を踏まえ、必要に応じ
て機能配分等を行っていくことで魅力の向上を図ります。
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４．計画の構成
本計画は、一体的かつ総合的な都市づくりを進める視点から、市全域を対象に、都市づくりの
基本的な考え方とその実現のための都市づくりの方針を定める「全体構想」
、市民の暮らしの目線
で、地域の特性に応じた都市づくりの方針を定める「地域別構想」
、これらの構想を実現するため
の考え方や方策を示した「実現化の方策」から構成しています。

序章
●計画の目的や位置づけ、計画期間、本市の概況、都市づくりの課題等を示します。

第１章

全体構想

●都市づくりの基本的な考え方や目標
を示すとともに、その実現に向けた６
つの分野について都市づくりの方針
を示します。
１．海老名市の都市づくりの基本的な
考え方と目標

第２章

地域別構想

●全体構想を踏まえ、地区の特性に応じ
て、市内を北部、中央部、南部の３つ
の地域に区分し、都市づくりの方針を
示します。
地域区分

２．土地利用の方針
３．市街地整備の方針
４．都市施設の整備・改善方針
５．自然・都市環境の形成方針
６．都市景観の形成方針
７．安心・安全なまちづくりの方針

第３章

実現化の方策

●全体構想及び地域別構想の実現に向けた、制度や事業の活用による都市づくりの内容等
を示しています。
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５．海老名市の概況
（１）位置・地形
海老名市（以下、
「本市」とします。
）は、神奈川県のほぼ中央に位置し、東京から 40km、横浜から
20km 圏内にあります。市域面積は約 2,659ha で、東西 6.15km、南北 8.70km の南北に長い形状とな
っており、西は相模川を隔て厚木市、北は座間市、東は大和市及び綾瀬市、南は藤沢市及び寒川町
と接しています。
地形は、通称「相模横山九里の土手」といわれる相模野台地の崖線が、市域を南北に縦断し、
中央部から西部にかけての平地と東部の台地・丘陵地に大きく二分されています。
中央部では、温暖な気候と肥沃な土地を活用し、県央地域で有数の穀倉地帯が形成されていま
す。東部の丘陵地帯では、年々宅地化が進み著しい変貌をとげているなかで、相模国分寺跡、
相模国分尼寺跡、秋葉山古墳群等、数多くの歴史的遺産が残されています。

図

海老名市の位置
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（２）交通
東京都心に連絡する小田急小田原線（以下「小田急線」とします。
）
、横浜に連絡し、都心へ直
結する相模鉄道本線（以下「相鉄線」とします。
）
、神奈川県を南北に縦断するＪＲ東日本相模
線（以下「ＪＲ相模線」とします。）の鉄道３路線が乗り入れており、交通利便性に恵まれて
います。
市内の主要な幹線道路としては、南北方向に圏央道、県道 46 号相模原茅ヶ崎、県道 51 号町田
厚木等が、東西方向に東名高速道路、国道 246 号、県道 22 号横浜伊勢原、県道 40 号横浜厚木、
県道 43 号藤沢厚木等が通っています。
今後は、第二東名自動車道（新東名高速道路）の伊勢原ＪＣＴから御殿場ＪＣＴ間の開通、相
鉄線の都心乗り入れにより、さらなる交通利便性の向上が期待されます。

（３）人口・世帯数
本市の平成 31 年４月１日現在の総
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資料：国勢調査

してきましたが、宅地開発の沈静
化による流入人口の減少や少子
高齢化の進展等の要因により、増
加率は年々小さくなっています。

年少人口
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生産年齢人口が 62.9％、
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世帯数は人口を上回るペースで
増加し、１世帯当たり人員は一貫
して減少傾向を示しており、世帯
の小規模化が進んでいます。

老年人口が 23.3％となっており、
少子高齢化の進展は国・県と比較
して緩やかな傾向にあります。
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凡例

0%

図
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14.3%

66.9%

18.8%

60.6%
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40%
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60%

80%

100%

年齢３区分別人口構成比の推移
資料：国勢調査
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（４）産業
平成２年以降の就業構造の推移
をみると、第３次産業のみが増加

凡例

傾向にあり、第１次産業と第２次
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産業については、減少傾向にあり
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H12
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32.4%
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い傾向にあります。
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従事者の減少・高齢化が進んでい
ます。
工業は、平成 22 年以降の推移を
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69.8%

20%
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40%
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資料：国勢調査
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（５）土地利用
平成 27 年度都市計画基礎調査における本市の土地利用現況は、自然的土地利用が 31.2％、都
市的土地利用が 68.8％となっています。
内訳としては、住宅用地が 24.2％と最も多く、次いで、農地が 20.4％となっています。
市街化区域内では、住宅用地が 37.8％と最も多くなっています。平成 17 年度と比較すると、
農地等が減少し、住宅用地等が増加しています。
市街化調整区域では、自然的土地利用が約 60%となっており、中でも、農地が 40.0％と多くな
っています。一方で、市街化調整区域においても平成 17 年度と比較すると農地は減少してい
ます。
3.2%
H17市全域

23.5%

H27市全域

5.5%
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4.6% 0.5%

7.3%

37.8%

7.5%

12.2%
11.7%

6.5%

16.2%

5.2%

1.7% 1.4%

18.9%

2.3%
43.9%

4.0% 5.9%

40.0%
0%

農地

10%
山林

河川水路

20%
荒野

図

3.8% 5.9%
30%
住宅

40%
商業・業務

本市では、農業振興地域と農用地を右図のよう
に定め、その土地の農業上の有効利用と農業の
近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進
を図っています。
農業振興地域とは…
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農
業の振興を図るべき地域として、市内で 853ha が指
定されています。
農用地とは…
農業振興地域のうち、おおむね 10 年以上にわたり
農業上の利用を確保すべき土地として定める区域
となっており、市内で３地区、90ha が指定されて
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10.4%

9.9%

50%
工業・運輸

7.4%
60%
公共公益

土地利用現況構成比（H17・H27）

［参考：農業振興地域と農用地の分布］

います。

8.2%
7.7%

2.9%

H17市街化調整区域
H27市街化調整区域

7.2%

1.3%

7.0% 0.5%

H27市街化区域

15.5%

6.8%

2.1%

5.2%

2.6% 1.5%
H17市街化区域

12.9%

7.6%

0.1%

3.6% 8.2%

3.4% 8.6%
2.2%
70%
公園

11.3%

1.0%
80%
交通

8.9%

90%

その他

5.1%
6.6%
100%
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図

土地利用現況（H27）
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６．都市づくりの課題
（１）海老名市を取り巻く課題
①海老名市の特性を活かした都市の形成
上位計画である「えびな未来創造プラン 2020」
（策定中）が示す 10 年後のめざす姿『みんな
が笑顔

住みやすいまち えびな』の実現に向けた都市づくり政策を具体に示す必要があり

ます。
関東圏域及び日本各地へ伸びる高速道路網との連絡性の飛躍的な向上等を踏まえ、都市機能
を適切に配置・整備していく必要があります。

②将来の人口減少・少子高齢社会の進展を考慮した都市づくり
人口減少、少子高齢化が進展するなか、都市としての個性や魅力をより高めていくことが重
要であり、そのためには、開発と保全のバランスに配慮しつつ、市域の特性に応じた土地利
用と都市機能配置を進めていく必要があります。
地球環境問題への対応として、地域の特性、自然環境の保全、環境負荷の軽減に視点をおい
た都市構造の構築等に取り組む必要があります。

③都市間競争力の強化と周辺都市との連携を視野に入れた都市づくり
本市の地域特性を十分に捉えた上で、地域特性をより高める魅力ある都市づくりを進めるこ
とにより、広域圏での都市間競争力を高めていく必要があります。
各都市間における人口の流出入は増加傾向にあることから、都市機能の確保・配置に際して
は、周辺都市との連携を含め、広域的な視点から都市機能のあり方を示す必要があります。

（２）社会的側面からの課題
①人口減少時代を見据えたコンパクトな都市づくり
本市は、当面の間は人口が微増していくことを想定しているため、人口増加への対応が必要
であるとともに、その先の人口減少を見据えた対応についても求められます。
拠点の役割分担や機能強化を図っていくことによる都市機能の集約化や、人口増を見据えた
居住地の確保をしていく必要があります。
平成 30 年度に実施した市民アンケート調査（以下、
「アンケート調査」とします。
）結果では、
「市内を円滑に移動できる道路整備」や「バス交通の利便性」についての満足度が低くなっ
ていることから、市内の基盤や公共交通網を充実していくことで、コンパクト・プラス・ネ
ットワークの実現を図っていく必要があります。
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②高速道路網を活かした産業の振興
今後、第二東名自動車道の整備等により、自動車交通の利便性は飛躍的な向上が見込まれる
ため、工業については、この利便性を活かした「新たな産業地の確保」と「既存産業地の機
能の強化・拡充」を通じて、産業の活性化を図る必要があります。また、この産業の活性化
により、新たな雇用と定住人口を創出する職住近接の都市形態の構築につなげる必要があり
ます。
商業については、海老名駅周辺を中心としたさらなる商業・業務施設の集積により、本市の
みならず県央の中心地としての魅力と賑わいを創出していく必要があります。既存の商店街
等については、身近な都市機能の一つとして、駐車場や歩行空間の確保等、商業空間として
機能改善を図る必要があります。
農業については、まとまりのある優良な農地を中心に、食料の生産地として、また都市近郊
の貴重な空間地として、農政サイドと連携しつつ適切な保全を図る必要があります。また、
イチゴ等の観光農園のＰＲや遊休農地の市民農園としての利用等、都市づくりの面から見た
農地の利活用策についても調整していく必要があります。
相模国分寺跡・相模国分尼寺跡・秋葉山古墳群等、市内に分布する多くの歴史遺産・文化財
は、貴重な観光資源であるため、観光振興に視点をおいた都市づくりを図る必要があります。

（３）土地利用の課題
①住宅地、商業地、工業地等のメリハリのある土地利用の推進
海老名駅周辺の商業地域については、高層住宅の集積がみられるため、土地利用・建築物立
地の状況を踏まえつつ、地域の特性に応じた良好な都市環境の誘導を図る必要があります。
厚木駅周辺、さがみ野駅周辺については、駅前広場等の基盤が整っていない部分も見られる
ため、土地の有効活用と合わせた基盤の整備により、日常生活の利便性の高い都市機能の誘
導を図る必要があります。
まとまりのある既存住宅市街地の機能を維持していくため、暮らしやすい便利な居住地の形
成を図っていく必要があるとともに、郊外部における無秩序な宅地開発等は抑制し、良好な
住環境の維持・向上を図っていく必要があります。
準工業地域及び工業地域にあって、住宅と工場の混在が進む地域については、土地利用・建
築物立地の状況を踏まえつつ、用途地域の見直しや地区計画の導入等により、適切な土地利
用の誘導を図る必要があります。
生産緑地地区については、市街地における身近な自然環境の保全に資する緑地として、適正
な保全を図る必要があります。
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②市街化調整区域における都市的な土地利用の抑制と適正な誘導
市街化調整区域では、中心市街地周辺をはじめ、市街化区域の縁辺部等、各所で宅地利用が
散在的に進んでいます。そのため、「まとまりのある農地」や、
「緑地等の豊かな自然」につ
いては、保全を前提に、秩序ある土地利用を誘導する必要があります。
市街化区域は、都市的土地利用が９割に達しており、開発できる余力が少ないのが現状とい
えます。そのため、今後の人口増加の受け皿となる一般保留区域や市街化区域に囲まれた市
街化調整区域において、都市基盤整備と連動しながら、適切な規模で、必要な範囲において
市街化区域の拡大等を想定した土地利用の配置を検討する必要があります。
圏央道の開通等により市内の幹線道路の沿道を中心に開発圧力が高まると想定されるため、
計画的な土地利用に向けた規制・誘導を図る必要があります。
農地については、食を支える生産地としてだけではなく、農業を身近に体験する交流の場・
観光資源として、また、都市の安全性や快適性を支える緑地として、農政サイドと連携しな
がら、保全を図る必要があります。

（４）都市施設整備の課題
①交通混雑の緩和と歩行者等の安全性の確保が求められる道路整備
幹線道路では、慢性的な混雑が発生している区間があり、アンケート調査結果では「市内を
円滑に移動できる道路整備」に対する満足度が全地域で低くなっています。このような状況
にあって、今後、さらなる交通量の増大が見込まれることから、都市計画道路の整備や幹線
道路の整備・改善等による道路ネットワークの強化等、自動車交通の円滑化に向けた取り組
みを早期に進める必要があります。
県道等の幹線道路において、歩道等の整備が進んでいない箇所が見受けられ、アンケート調
査結果においても「歩行者の安全性や快適な通行」については満足度が全地域で低くなって
います。このことから、
「安全な歩行空間確保に向けた施設整備」と「交通規制による歩行者
安全性の確保」の両面から対応していく必要があります。
市内には自転車走行空間が十分に確保されておらず、アンケート調査結果においても「自転
車の安全性や快適な通行」については満足度が全地域で低くなっています。このことから、
幹線道路等を中心とした自転車ネットワークの実現に向けた検討をしていく必要があります。
少子高齢社会の到来に備え、誰もが安心して快適に利用できる道路空間を実現するため、道
路の補修や修繕、歩道の設置、段差の解消等、ユニバーサルデザインに配慮した道路整備を
推進する必要があります。
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②鉄道駅や市内各所への利用利便性の向上が求められる公共交通
市内には、小田急線、相鉄線、ＪＲ相模線の３路線が乗り入れる海老名駅を中心として７箇
所に９つの駅が設置されており、鉄道交通の利便性が高いといえます。しかし、海老名駅を
除いては、駅前広場等、交通結節点としての機能は十分とはいえない状況にあるため、地域
や駅の特性に応じた駅周辺整備により、地域の交通結節点としての機能を高めていく必要が
あります。
コンパクト・プラス・ネットワークの実現のため、市内の各地域と拠点とを繋ぐ、地域公共
交通網を充実させる必要があります。特に、市東部では、バスが主要な公共交通手段となっ
ており、高齢社会を迎えるなか、バスの利便性が暮らしの利便向上に果たす役割はこれまで
以上に高まってきていることから、コミュニティバスを含め、バスの利便性をより高めてい
く必要があります。
ＪＲ相模線については、鉄道輸送力増強のため複線化等について、具体化に向けた調整を図
る必要があります。

③身近な利用を考慮した公園・緑地の整備・保全
公園については、人口分布や市街化の動向を踏まえ、既存公園の機能の分担や充実を図る必
要があります。また、魅力的な公園づくりに向けて、民間活力の導入等による公園の新たな
活用や誰もが安全で安心して利用できるよう、ユニバーサルデザインに配慮し整備する必要
があります。
河岸段丘や丘陵地帯に残る樹林地、まとまりのある農地については、市街地の緑の骨格を形
成する緑地として、具体的な保全策を検討する必要があります。
相模川をはじめとする河川周辺については、地域の自然を感じることのできる貴重な水辺空
間として、河川整備と連携しつつ、親水化等の利活用が望まれます。
相模国分寺跡、相模国分尼寺跡、秋葉山古墳群、今福薬医門公園については、貴重な文化財
として保存するとともに、歴史公園等観光資源としての積極的な活用が望まれます。

④都市型水害の防止や河川等の水質保全に向けた下水道の整備
公共下水道（汚水）の整備率は９割以上となっていますが、公共下水道（雨水）の整備率は
４割程度となっており、市街地の過密化による雨水流出量の増加や集中豪雨等による浸水被
害に対応するため、雨水排水施設の整備を進める必要があります。
都市型水害への対応については、ヒートアイランド対策等の都市環境と合わせたグリーンイ
ンフラの考え方を取り入れながら、整備を進める必要があります。
市街化調整区域においても、生活環境の向上と河川等の水質保全に向け、公共下水道の整備
を進める必要があります。
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⑤海老名市の将来を見据えた効率的かつ効果的な公共施設の配置・再編
相模川をはじめとする河川については、都市化の進展に伴う雨水流出量の増加に対処するた
め、河川整備により治水機能の向上を図る必要があります。
公共施設については、拠点毎に求められる機能との整合や、保健・医療・福祉・住宅・教育・
スポーツ等の各分野と相互に連携しながら、施設整備を図る必要があります。
人口の増加や少子高齢化の進展等、将来の需要を見据えながら、既存施設の有効活用、必要
となる施設の配置・整備により、効率的かつ効果的な公共施設の配置・再編を進める必要が
あります。
ごみ処理施設については、人口の増加や社会経済活動の推移を踏まえ、循環型社会の構築の
視点から、より効率的で安全・安定的なごみの処理体制を確立するとともに、必要な施設を
広域的に確保・配置する必要があります。

（５）都市環境の課題
①「海老名らしさ」を表す良好な自然環境・景観
相模川をはじめとする河川、市街化調整区域に広がる優良農地、河岸段丘や丘陵地帯に残る
斜面緑地等は、本市の自然環境を形づくっていることから、これら自然環境の保全を通じて、
「海老名らしい」良好な都市環境形成を図る必要があります。
相模川や相模横山九里の土手等の自然的景観、相模国分寺跡、相模国分尼寺跡や秋葉山古墳
群等の歴史的景観、海老名耕地・有馬耕地の水田等の文化的景観等、本市固有の景観につい
ては、周辺地域を含め、地域特性に応じた景観保全を図る必要があります。
市街地については、中心市街地周辺や幹線道路沿道を中心に、周辺環境と調和した屋外広告
物や建築物の誘導等により、魅力的な都市景観の形成を図る必要があります。
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②「安全」
「安心」への関心の高まり
ア ン ケー ト 調 査 結 果 で は 、
意見が多く、「災害に強いま

78.5%

安全・安心な都市

「安全・安心な都市」を望む

66.6%

生活の利便性が高い都市
49.4%

静かに落ち着いて暮らせる都市

41.1%

自然が豊かな都市
20.8%

賑わいのある都市

ちづくり」「犯罪を生まない

11.1%

職住一体となった都市

まちづくり」を視点に、各種

10.6%

歴史が感じられる都市

4.1%

その他

施策に取り組む必要があり

2.6%

無回答

ます。

0%

20%

40%

60%

80%

地震災害に備え、建築物の耐
震化・不燃化を促進するとと

図

海老名市の将来像（H30 年度実施アンケート調査）

もに、避難路の確保、緊急輸
送路となる幹線道路の整備、避難地となる公園等のオープンスペースの整備を計画的に図る
必要があります。
都市化の進展に伴う雨水流出量の増加を考慮し、雨水排水対策を進める必要があります。
急傾斜地における崩落等の災害を防止するため、開発・建築行為を適正に誘導するとともに
必要な対策を講じる必要があります。
市民の治安に対する不安が高まっていることから、防犯灯の設置拡大や公園における見通し
の確保等、都市づくりの面から積極的な対応を図る必要があります。

③誰もが安心して暮らすことのできる都市空間の確保
高齢者等の移動手段として、さらには環境負荷の軽減に向けた取り組みの一貫として、コミ
ュニティバスを含む、バス交通の充実と利便性の向上を図るとともに、新たな交通施策を検
討する必要があります。
高齢者の生きがいづくりや、健康増進を支援する視点等から、集会所や公民館、各種福祉施
設、健康増進施設等の機能充実や利用促進を図る必要があります。
公共公益施設等については、誰もが快適かつ安全に暮らせるような都市空間の創出を図る必
要があります。

（６）その他の課題
①市民参加による協働のまちづくりへ
市民一人ひとりがまちづくりの主役となれるよう策定された「海老名市住みよいまちづくり
条例」に基づき、市民・企業・行政が適切に役割を分担し、相互連携によって都市づくりを
進めていく必要があります。
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全 体 構 想
１．海老名市の都市づくりの基本的な考え方と目標
（１）都市づくりの基本的な考え方と目標
①都市づくりの基本的な考え方
「えびな未来創造プラン 2020」（策定中）では、将来像として「みんなが笑顔 住みやすい
まち

えびな」を示しています。本計画では、この将来像の実現に向け、かつ、将来的な人口

減少時代においても市の豊かさや活力を維持していくために、以下の都市づくりの基本的な考
え方を設定します。
シティプロモーション指針（恒久的な理念） ／

住みたい 住み続けたいまち 海老名

えびな未来創造プラン 2020（骨子案）
将来像 ／

みんなが笑顔 住みやすいまち えびな

都市づくりの基本的な考え方

まちの活力と暮らしの質を高める都市づくり
我が国の総人口は、出生率の低下による少子化等の影響により減少に転じ、人口の４人に１人
が高齢者という「超高齢社会」が到来しています。本市においては、これまで増加傾向を示して
いるものの、将来的には人口減少時代が到来することが予測されています。また、高齢化率につ
いても現在、20％を超え、今後も増加の傾向が予測されますが、こうした「超高齢社会」におい
ては、社会資本投資余力の減退等により、積極的な都市づくりを行うことが困難になると考えら
れます。
一方、本市を取り巻く状況をみると、圏央道の開通等による交通利便性の高さ、海老名駅周辺
を中心とした魅力ある商業地、中高層住宅地、落ち着きのある低層住宅地等による市街地が形成
されているとともに、豊かな広がりを持つ田園風景や大山・丹沢の眺望などの自然環境と調和が
とれたまちとして発展を続けています。
こうした状況の中で、今後 10 年程度は、
「人口減少時代に備えるための取り組み」を進める重
要な期間であり、住宅地や産業用地の新規確保、都市基盤施設の整備・充実等、引き続き積極的
な都市づくりを展開し、都市の基礎を築いていくことが必要といえます。今後 10 年間の取り組み
が、その後の 10 年、20 年先の本市の持続的発展を左右すると考えられます。
このため、本市の特性を活かし、持続的な発展の基礎となる土地利用の誘導や都市基盤施設の
整備等を進めるとともに、安全・安心、利便性、安らぎを感じ、将来に渡り住み続けたいと思え
るまちの実現を目指します。
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②基本目標
都市づくりの基本的な考え方である『まちの活力と暮らしの質を高める都市づくり』を踏ま
え、次の４つの基本目標を設定します。

基本目標１

魅力的な拠点による賑わいや活力のある都市

本市は、鉄道３路線が配置されていることに加え、圏央道の開通等に伴い、これまで以上に
交通利便性が高まるだけでなく、これら交通体系を介して全国各地との間で、人の交流や物流
が活発になるものと予想されます。
こうした交通利便性を活かした本市のさらなる飛躍・発展のために、海老名駅周辺において
は、県央地域の中心として人口 50 万人都市の中心市街地に匹敵する規模の商業・業務機能等が
集積した中心市街地の形成や、厚木駅、さがみ野駅における利便性の向上、その他の駅での日
常生活を支える機能の集積等といった、駅毎の役割に応じた魅力ある市街地の形成を目指しま
す。
また、インターチェンジ周辺等における工業用地の創出を図るため、都市機能の拡充や新た
な都市機能の配置を進めることにより、まちの活力を感じられる都市を目指します。

基本目標２

安全で安心感のある都市

市民の生命や財産が守られることは、暮らしやすさを実感できる都市として必要不可欠な条
件であるといえます。アンケート調査結果においても、市民の安全や安心に対する要望が高く、
また、いつ発生するか予測のつかない大規模な自然災害の防備、都市活動の活発化に伴い増加
する交通への安全性の確保、全国各地で様々な犯罪が頻発するなか、防災・防犯対策の強化が
重要な課題となっていることから、安全で安心できる都市空間の確保を目指します。
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基本目標３

誰もが暮らしやすい都市

都市の急成長を前提に進められてきた都市づくりも、きたるべき人口減少時代や少子高齢化
の進展を見据えて、都市構造を含めた都市のあり方について見直しが求められています。また、
脱温暖化に向けた CO2 の削減をはじめとする環境問題、農地や緑地の喪失による自然への環境
負荷の高まりもみられます。
このため、生活利便性の高い都市環境や本市の大きな魅力である自然豊かな環境を活かしつ
つ、都市機能と居住機能が適正に配置され、交通利便性の高いコンパクトなまちを形成するこ
とで、誰もが暮らし続けられる都市づくりを目指します。

基本目標３

豊かな表情を持つ良好な都市景観のある都市

本市は、中心市街地である海老名駅をはじめとした駅前の賑わいを感じることのできる商業
地や、郊外に広がる落ち着きのある住宅地、更に、相模川や大山の眺望といった豊かな自然や
相模国分寺跡に代表される歴史といった多様な表情の景観が見られます。
このため、これまで積み重ねてきた個性や魅力を継承しつつ、都市活力を感じる景観やシン
ボルとなる景観、周辺環境と調和した景観等の豊かな表情を持つ良好な都市景観の形成を目指
します。
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（２）将来目標の設定
①人口等
【総人口】
我が国の人口は平成 17 年（2005 年）をピークに減少に転じています。本市の人口はこれま
で増加傾向にあったものの、市街化区域内の約９割が既に都市的土地利用となっていることや
少子高齢化が進展していること等により、増加数は年々縮小し、
「えびな未来創造プラン 2020」
（策定中）による市独自推計では、令和３年（2021 年）の 135,748 人をピークに減少に転ずる
と推計されています。
一方、
「海老名市人口ビジョン」
（平成 28 年２月）では、転入増加策や若者の結婚・出産・子
育ての希望をかなえる施策の実施等の合計特殊出生率増加策等により、人口増加を見込んだ目
標人口が示されています。
「えびな未来創造プラン 2020」
（策定中）で掲げる施策や総合戦力等の人口減少対策により、
目標人口まで人口が増加することが見込まれていることから、
「えびな未来創造プラン 2020」
（策
定中）では、
「海老名市人口ビジョン」で掲げる令和 11 年（2029 年）の人口 139,885 人を踏ま
え、将来の人口目標を 140,000 人と設定しています。
本計画では市における各種施策が確実に実施されることにより、市街地の拡大が必要になる
ことを想定し、
「えびな未来創造プラン 2020」
（策定中）の目標人口を踏まえた都市政策を実施
できるよう必要な方針を定めることとします。しかしながら、過剰な市街地の拡大は健全な都
市環境の形成によい影響を及ぼさないことから、都市づくりの各段階において、各種施策の実
施状況や人口変動を慎重に見極めた上で修正を行う等、適正な都市政策を誘導するよう見直し
を図ることが必要といえます。
このことから、市の人口が、概ね増加と予測されている中間年度（令和 7 年度）においては、
「えびな未来創造プラン 2020」（策定中）の将来人口を踏まえ、都市政策の将来人口フレーム
を 140,000 人とし、それ以降、目標年度（令和 17 年度）まではその人口を維持することを目標
とします。また、
「えびな未来創造プラン 2020」
（策定中）における市の独自推計値を最低限必
要な市街地面積算定の基礎とするといった弾力性を持った人口フレームとします。
表

将来人口フレーム
令和 7 年

令和 17 年

(中間年度)

(目標年度)

130,190 人

140,000 人

140,000 人

－

135,205 人

131,044 人

平成 27 年

目標人口

推計値
（
「えびな未来創造プラン 2020」
（策定中）
の市独自推計）
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【世帯数】
世帯数は、人口の増加と世帯分離や核家族化に伴う１世帯あたり人員の減少から、一貫して
増加傾向にあります。今後も１世帯あたり人員の減少傾向は続くことが想定され、統計的推計
手法を用いた場合、令和７年（2025 年）には 2.19 人、令和 17 年（2035 年）には 1.95 人と推
計されます。
このため、世帯数は令和７年（2025 年）には約 64,000 世帯、令和 17 年（2035 年）はそれを
維持することを想定します。

【人口の年齢構成】
本市の人口は、県平均と比較して若い年齢構成にありますが、少子高齢化の傾向は本市にお
いても例外ではなく、超高齢化社会となっています。更に、老年人口(65 歳以上人口)比率の拡
大と年少人口(0～14 歳人口)の縮小が進むと推計されます。
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目標人口： 1 40,000人
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②土地利用
【住宅用地】
住宅用地については、目標人口で設定した人口の増加分に対応して確保していくことが求め
られます。この増加分の人口については、秩序ある土地利用や効率的な公共投資を図るため、
市街化区域への配置を基本とします。
平成 27 年（2015 年）の人口約 13 万人に対して、令和７年（2025 年）の目標人口は約 14 万
人となっており、約１万人の増加を見込んでいます。このうち、市独自推計で見込んだ 135,205
人については、海老名駅周辺や一般保留地区に位置付けている市役所・海老名総合病院周辺地
区（39.4ha）等の開発動向を見込んだ数値となっています。このため、推計人口と目標人口の
差分となる約 3,500 人分の新たな人口を収容するには、新たな住宅用地 35ha（1ha あたりの人
口を約 100 人と想定）を確保する必要があることから、令和７年（2025 年）の住宅用地の将来
フレームを約 1,070ha と設定し、令和 17 年（2035 年）についてはそれを維持することを目標
とします。

【商業用地】
商業用地については、統計的推計手法により、１事業所あたりの小売業販売額は堅調な増加
が予想されます。
また、多様化、高度化する市民の購買ニーズに応えることのできる商業機能の確保・充実を
進めるため、将来フレームとして令和７年（2025 年）までに新たな商業用地約 10ha を設定し、
令和 17 年（2035 年）についてはそれを維持することを目標とします。

【工業用地】
工業用地については、市全体での製造品出荷額等は減少しているものの、１事業所のあたり
製造品出荷額等は増加しており、各事業所の大規模化が見られます。更に、今後は高速交通体
系の整備による交通利便性の高まりを受けた工業機能及び流通業務機能の立地が想定されるほ
か、研究開発機能の拡充の受け皿とするため、将来フレームとして令和７年（2025 年）までに
新たな工業用地約 60ha を設定し、令和 17 年（2035 年）についてはそれを維持することを目標
とします。
表

指標
総人口（人）
世帯数（世帯）
１世帯あたり人員（人／世帯）
住宅用地（ha）
商業用地（ha）
工業用地（ha）
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現況数値
130,190
53,416
2.44
996
73
371

(平成27年)
(平成27年)
(平成27年)
(平成30年)
(平成30年)
(平成30年)

将来フレーム
令和７年
令和17年
（2025年）
（2035年）
140,000
140,000
64,000
64,000
2.19
2.19
1,070
1,070
83
83
431
431
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（３）将来都市構造の設定
『まちの活力と暮らしの質を高める都市づくり』の実現を目指し、
「拠点」や「軸」の配置、
概ねの「土地利用のゾーニング」をあらわす将来都市構造を設定します。

①将来都市構造の基本的な考え方
前計画では、市内各地域の地域特性に応じた「拠点」を配置することで、身近な便利さと都
市としての個性を感じることのできる市街地の形成を進めるとともに、各拠点間を「軸」で連
携させることにより、各拠点に配置される機能の相互連携を図ることが位置づけられていまし
た。今後の都市づくりにおいても、基本的な考え方は引き継いでいくものの、居住機能や都市
機能を適切に誘導し、それらを地域交通により繋ぐコンパクト・プラス・ネットワークの都市
づくりが求められる中で、拠点の位置付けはより明確にしていくことが重要な視点となります。
このため、本市の将来都市構造の基本的な考え方として、身近な便利さと都市としての個性
を感じることのできる市街地の形成のため、市内各地域の地域特性に応じた「拠点」を新たに
配置します。更に、各拠点間を「軸」で連携させることにより、各拠点に配置される機能の相
互連携を図るとともに、「拠点」「軸」と連動し、本市にふさわしい土地利用を計画的かつ効率
的に進めていく観点から、都市的な利用を進める区域、自然的な利用を保全する区域、将来的
な利活用を検討する区域を「土地利用の区分」として配置することとします。
このような、「拠点」「軸」「土地利用の区分」を将来都市構造として示すことにより、
『まち
の活力と暮らしの質を高める都市づくり』を進めることとします。
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「拠点」の設定
「拠点」は、市民の身近な便利さと都市としての個性を感じる市街地の形成を進めるため、
それぞれの位置づけに応じた都市機能を集積するところとして設定します。

○都市交流拠点
・商業や業務、行政サービス、生涯学習・文化、医療・福祉等の様々な機能が集積し、多
くの人が集まり交流する地区を位置づけます。

○地域交流拠点
・身近な商業機能やコミュニティ機能等の地域の交流や利便性の高い生活に向けて必要な
諸機能が集積し、市内各地域において中心を形成している地区を位置づけます。

○生活拠点
・住宅地等を中心とした生活圏の中で、日常的な暮らしに必要な諸機能を集積し、地域内
の暮らしを支える地区を位置づけます。

○水と緑のレクリエーション拠点
・本市の特徴である緑や水等の豊かな自然環境の中で、多くの人が憩い・やすらぐことの
できる空間を位置づけます。

○歴史のレクリエーション拠点
・本市の古い歴史と、その過程で培われた文化にふれ、そこに集う多くの人に本市の魅力
を伝えることのできる空間を位置づけます。

○産業・流通拠点
・大規模な工場や研究・業務施設等が集積し、高い交通利便性を活かして本市の発展を牽
引する地区を位置づけます。特に南部地域には、商業機能を取り入れた市の副次的な拠
点を位置づけます。
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「軸」の設定
「軸」は、
「拠点」を有機的に結ぶ都市の骨格として、都市内の移動を担う道路や鉄道と、自
然空間のネットワークを構成する河川や斜面緑地を設定します。

○広域幹線軸
・高速道路や国道等、全国各地や周辺都市と本市を結ぶ道路を位置づけます。

○都市幹線軸
・広域幹線軸を補完し、周辺都市や市内の各地域を相互に結ぶ幹線道路を位置づけます。

○鉄道幹線軸
・誰もが利用可能な移動手段であり、周辺都市と本市を結ぶ公共交通の軸として、鉄道を
位置づけます。

○水と緑の自然軸
・貴重な水辺空間である河川と、斜面緑地を位置づけます。

「土地利用の区分」の設定
「土地利用の区分」は、現状の市街地の形成や今後の動向、さらには「軸」
「拠点」の配置を
考慮し設定します。

○都市的な土地利用を進める区域
・現行の市街化区域に加え、計画的に都市機能の集積を進める区域を位置づけます。

○土地利用を検討する区域
・今後の人口の動向や社会経済の情勢を勘案しながら、都市的な土地利用を促すことの必
要性を検討する区域、若しくは必要な範囲で市街地としての土地利用を許容する区域を
位置づけます。

○自然的な土地利用を保全する区域
・市内に残された貴重な自然や農地の保全を進める区域を位置づけます。
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②将来都市構造
将来都市構造の基本的な考え方に基づき、将来の都市構造を次のように設定します。

拠 点
都市交流拠点
本市の玄関口及び中心市街地として、ショッピングやレクリエーション機能、業務機能等
を備えた、賑わいのある商業業務空間を舞台に、
「人・物、文化」が交流する都市拠点を形成
します。
◇海老名駅周辺

地域交流拠点
市内において一定の基盤が確保される駅を中心に既存の都市機能を活かすとともに、地域
特性を踏まえながら、地域の交流及び生活の拠点として利便性の高い生活の実現に向け必要
な諸機能を持った地域交流拠点を形成します。
◇さがみ野駅周辺

◇厚木駅周辺

生活拠点
市内各駅を中心に既存の都市機能を活かすとともに、地域特性を踏まえながら、地域の生
活の拠点として日常的な暮らしを支える必要な諸機能を持った生活拠点を形成します。
◇かしわ台駅周辺

◇門沢橋駅周辺

◇社家駅周辺

水と緑のレクリエーション拠点
交通利便性の高さと豊かな自然環境を活かし、市民をはじめ来訪する人々のレクリエーシ
ョンの場となる拠点を形成します。
◇海老名運動公園

◇県立相模三川公園

◇河原口高水敷

◇北部公園

◇中野多目的広場

歴史のレクリエーション拠点
社寺をはじめとする歴史・文化資産を活かし、多くの人が来訪し、集い、交流する拠点を
形成します。
◇相模国分寺跡・温故館周辺
◇秋葉山古墳群周辺
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◇相模国分尼寺跡周辺

全 体 構 想

産業・流通拠点
交通利便性の高さや大都市圏からの近接性を活かし、本市の発展を牽引する工業、流通業
務、研究開発機能を備えた拠点を形成します。また、県道 22 号横浜伊勢原沿道については、
工業、流通業務、研究開発機能のほか、商業機能も兼ね備えた副次的な拠点を形成します。
◇上郷

◇下今泉

◇中新田

◇本郷・門沢橋

◇本郷工業団地

◇上河内・今里

軸
広域幹線軸
全国各地、周辺都市と本市を結び、人や物の活発な流動を支える幹線軸として、交通機能
の強化を図ります。
◇東名高速道路

◇(都)第二東名自動車道

◇(都)さがみ縦貫道路（圏央道）

幹線軸都市幹線軸（南北軸、東西軸）
広域幹線軸に連絡し、周辺都市と市内を結ぶ軸であるとともに、市内各拠点を相互に結び、
働く、学ぶ、遊ぶといった、日常的な暮らしの利便性を高める幹線軸として交通機能の強化
を図ります。
【南北軸】
◇(都)河原口中新田線

◇(都)下今泉門沢橋線

◇県道 43 号藤沢厚木

◇(都)海老名駅大谷線、(仮称)海老名駅本郷線

◇(都)藤沢相模原線

◇市道１号線

◇市道４号線

◇市道 307 号線

◇市道 110 号線
【東西軸】
◇国道 246 号(（都）上今泉岡津古久線)
◇県道 40 号横浜厚木、(都)河原口中新田線、(都)東京沼津線
◇県道 22 号横浜伊勢原
◇(都)中新田鍛冶返線
◇(都)大谷峰線、(都)河原口勝瀬線、市道 13 号線
◇県道 408 号社家停車場
◇(都)社家岡田線
◇(仮称)東西道路、市道 62 号線
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鉄道幹線軸
東京、横浜方面等の都市圏域や周辺都市と本市を結び、人や物の活発な流動を支える公共
交通軸として、交通機能の強化を図ります。
◇小田急線

◇相鉄線

◇ＪＲ相模線

水と緑の自然軸
東京、横浜方面等の都市圏域や周辺都市と本市を結び、人や物の活発な流動を支える公共
交通軸として、交通機能の強化を図ります。
◇相模川

◇永池川

◇目久尻川

◇鳩川

◇斜面緑地（相模横山九里の土手等）

土地利用の区分
都市的な土地利用を進める区域
現行の市街化区域のほか、「新市街地の区域（市役所・海老名総合病院周辺地区）
」を都市
的な土地利用を進める区域と位置づけ、自然的な土地利用を保全する区域と調整を図りつつ、
まとまりのある機能的な市街地の形成を図ります。

土地利用を検討する区域
現行の市街化調整区域のうち、幹線道路の沿道や市街化区域に隣接し宅地利用が進む区域
等について、人口の増加等の社会経済情勢の動向を見極めながら、市街化区域への編入の可
能性も視野に入れ、都市的土地利用の誘導の必要性を検討します。
また、地域コミュニティを維持するために、一定の市街化を許容し必要な環境整備を進め
ることが望まれる区域について、自然環境と調和した市街化への誘導の必要性を検討します。

自然的な土地利用を保全する区域
現行の市街化調整区域のうち、良好な自然や農地が残る区域について、市街化の抑制と自
然や農地の積極的な保全により、緑豊かな環境形成を図ります。
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全 体 構 想

将来都市構造図
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２．土地利用の方針
（１）市街地等の土地利用配置方針
①暮らしやすさを実感できる居住環境をつくる
低層住宅地
上今泉、国分北、国分南、国分寺台等の低層戸建て住宅地においては、過度な宅地細分化の
防止や土地利用の純化のほか、地区内の道路、公園、下水道といった生活基盤の適切な維持・
管理と生垣化等による緑豊かな質の高い街並みを誘導し、良好な住宅地として次世代に引き
継がれる住環境の形成を図ります。
◇上今泉

◇国分北

◇国分南

◇望地

◇国分寺台

◇杉久保北

中低層住宅地
上今泉から大谷、杉久保にかけて広がる市街地や厚木駅南側の市街地は、戸建て住宅を主体
としながらも、多様な世代・世帯の居住を促す中層マンション、小・中規模な店舗等の立地
を許容する住宅地と位置づけ、高層マンションの立地を適切に規制・誘導しつつ、生活道路、
公園をはじめとする生活基盤の整備・改善を進めることで、生活利便性の高い住宅地形成を
図ります。
柏ケ谷の土地区画整理促進区域については、緑地空間との調和に配慮しながら、堅調に増加
する人口の受け皿として、土地区画整理事業を検討しつつ、民間開発も誘導しながら低層住
宅地の形成を基本とし、地形の状況、地区の特性等に応じた中層住宅等も許容した土地利用
を図ります。
◇上今泉から大谷、杉久保にかけて広がる市街地
◇厚木駅南側に広がる市街地の一部
◇柏ケ谷の土地区画整理促進区域
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全 体 構 想

複合住宅地
市役所・海老名総合病院周辺については、警察署、消防署等の公共施設や医療・福祉施設が
多く集積する地区であり、広域的な救急医療施設や地域医療を支援する病院の機能拡充等、
さらなる公共公益機能の集積した市街地の形成を誘導します。
また、住宅市街地の形成を図るとともに、中心市街地の縁辺に位置している地域特性を活か
し、新たな商業・業務機能も誘導します。
比較的規模の大きな店舗等の立地が許容される住宅地については、地区における利便性を確
保しつつも、居住環境の維持・向上に向けた建築物の立地を誘導します。また、生活道路を
はじめとする生活基盤の整備・改善を進めます。
中低層を主体とした住宅市街地が形成されている区域については、住宅地としての市街地環
境の維持・向上を図ります。
◇市役所・海老名総合病院周辺
◇相模川沿いの市街地
◇柏ケ谷、上今泉、大谷、杉久保周辺の市街地

②住宅と店舗・工場が共存する環境をつくる
産業・住宅共存市街地
幹線道路の沿道については、交通の利便性を活かした沿道型の商業業務施設の立地を許容し
た市街地の形成を図ります。
さがみ野駅周辺、大谷北、今里、杉久保北、社家等、住宅と工場が混在する住宅地では、生
活道路をはじめとする生活基盤の整備・改善を進めるほか、小規模な工場等との共存に向け
た建築物の立地を誘導します。
◇幹線道路の沿道
◇さがみ野駅周辺、大谷北、今里、杉久保北、社家等の市街地
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③便利で様々なニーズに応える商業機能を誘導する
中心商業・業務地
海老名駅周辺については、市内外から多くの人が集まり交流する中心拠点として、都市機能
を集積し賑わいの創出を図るとともに、来街者等の回遊性を高めることで、魅力的な商業・
業務地の形成を図ります。
「海老名駅西口地区」及び「海老名駅駅間地区」については、民間開発を誘導し、中心市街
地にふさわしい、さらなる賑わいの創出を図ります。
◇海老名駅周辺

商業・業務地
厚木駅周辺、さがみ野駅については、厚木駅南地区市街地再開発事業の推進、さがみ野駅前
広場を中心とした基盤整備の検討を進めます。また、周辺市街地の整備・改善を一体的に行
うことで、土地の高度利用と交通結節機能の強化や地域の利便性を高める商業施設・公共公
益施設が集積した市街地の形成を図ります。
◇厚木駅周辺

◇さがみ野駅周辺

その他の商業地
かしわ台駅、門沢橋駅、社家駅の周辺や既存の商店街については、地域特性に応じた日常生
活圏の商業地として、その機能の維持・充実に努めます。また、必要に応じて都市基盤の強
化を適切に進めます。
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◇かしわ台駅周辺

◇門沢橋駅周辺

◇社家駅周辺

◇観音下通り商栄会

◇さくら並木商店街

◇国分寺台中央商店会

全 体 構 想

④市の発展を牽引する産業用地を確保する
工業地
既存の工業地については、住宅等との混在の解消・抑制や周辺環境との調和に配慮した緑化
の促進、工業地にふさわしい適切な基盤整備等を通じた生産環境の整備・改善に努め、高速
交通体系の利用利便性を活かした産業機能の強化に向けて、工場や研究開発機関等を誘導し
ます。
◇既存の工業地における生産環境の整備・改善と工場や研究開発機関等を誘導

⑤区域の特性を考慮しながら土地利用を適切に誘導する
土地利用検討地
土地利用検討地は、現行の市街化調整区域において、今後の人口動向や社会経済情勢を勘案
しながら、市街化区域への編入や整序誘導区域の設定による都市的土地利用の必要性につい
て検討する区域として位置づけます。
土地利用の検討の結果として都市的土地利用を図る場合には、地域の特長を生かし、緑と水
の連続性等に配慮した市街地の形成に努めます。

【土地利用検討の考え方】
ｱ)

市街化区域に隣接する地区については、今後の都市的な土地需要の動向や当該地を取り巻
く土地利用動向を勘案しながら、土地区画整理事業や民間開発等による基盤整備を前提と
した市街化区域への編入を検討します。

ｲ)

既存集落地において、人口減少等により既存集落の活力が低下し地域コミュニティの維持
が困難、若しくは困難になると予測される地区については、地域活力の回復等のため市街
化調整区域の地区計画の活用により、農地や緑地等の維持・保全を図りつつ、地域の実情
に応じた一定の都市的土地利用が可能となるよう、
「整序誘導区域」の設定を検討します。

ｳ)

市街化区域の縁辺部等において、都市的土地利用と農地との混在、幹線道路沿道における
無秩序な土地利用、自然環境の喪失等の課題がある、若しくは課題が発生すると予測され
る地区については、自然環境と調和した秩序ある市街地の形成を図るため、市街化調整区
域の地区計画の活用により、農地や緑地等の維持・保全を図りつつ、地域の実情に応じた
一定の都市的土地利用が可能となるよう、
「整序誘導区域」の設定を検討します。
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【土地利用検討の方向性】
ｱ)

市役所西側地区については、既に立地している公共施設や医療施設、幹線道路沿道の土地
利用状況を踏まえ、住宅地を主体に複合的な機能を兼ね備えた、地域特性に応じた市街地
の形成を検討します。

ｲ)

「上郷地区（「海老名駅西口地区」の西側）」については、住宅地を主体に複合的な機能を
兼ね備えた、地域特性に応じた市街地の形成を検討します。

ｳ)

本郷東南部地区については、隣接市街地や周辺の既存集落を踏まえた複合的な機能を兼ね
備えた土地利用を検討します。

ｴ)

目久尻川沿いについては、周辺目久尻川の自然環境と調和した住宅地を主体とした土地利
用を検討します。

ｵ)

社家・中野地区については、住宅や周辺環境に配慮した工業系土地利用の集積と生活利便
性の向上に向けた土地利用を検討します。

ｶ)

上今泉地区（北部）については、住宅地を主体とした土地利用を検討します。

ｷ)

上今泉地区（南西部）については、周辺の土地利用状況に応じた土地利用を検討します。

ｸ)

幹線道路沿道については、無秩序な土地利用を抑制し良好な農地等の自然環境を保全するため、
農業施策との連携を図り、地域特性や周辺の土地利用状況に応じ土地利用を検討します。
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◇市役所西側地区

◇上郷地区

◇本郷東南部地区

◇目久尻川沿い周辺

◇社家・中野地区

◇上今泉地区（北部）

◇上今泉地区（南西部）

◇幹線道路沿道

全 体 構 想

（２）その他の土地利用配置方針
①田園風景を伝える農地を適切に守り・活用する
農地
農業振興地域農用地区域をはじめとする優良農地については、農地として保全するとともに、
認定農業者等の担い手による有効活用を促進し、生産環境の整備・増進を進めます。
余暇活動等の多様化に伴い、市民の農地利用、農業体験に対するニーズが高まっていること
から、農地の多角的な利用方策として、観光農園や市民農園としての活用の拡大や農地の貸
し借り等の促進により、農地の転用や遊休地化の抑制を図ります。
◇優良農地の保全
◇観光農園や市民農園としての活用

②暮らしやすさを支える豊かな自然を守り・活用する
自然地
相模川等の河川や相模横山九里の土手に残る斜面緑地等の自然地については、適切な保全と
管理を進めるとともに、身近な自然に親しむことのできる場として活用を図ります。
◇相模川

◇永池川

◇目久尻川

◇鳩川

◇斜面緑地（相模横山九里の土手等）
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３．市街地整備の方針
（１）中心市街地の整備方針
①海老名駅周辺における市街地の魅力を高める
海老名駅周辺については、東口、駅間、西口が一体となった市街地整備が進み、中心市街地
としての機能の充実や魅力あふれる都市空間の創出が図られています。
海老名駅駅間地区は、交通結節機能の強化に加え、都市型居住機能、商業・業務機能、文化・
教育機能等の集積に向けた都市機能の誘導を民間資本の導入等により進めることで、都市生
活や文化・交流の創出を図ります。
海老名駅西口地区については、中心市街地にふさわしい市街地の形成に向けて、商業・業務
機能のほか、居住機能を兼ね備えた市街地の形成を図ります。
海老名駅東口地区については、既存土地利用の更新と合わせ、中心市街地として商業・業務・
文化レクリエーション機能の集積を図ります。
海老名駅東側の第二種住居地域においては、駅に近接する地域の特性を活かし、地域との連
携の中でまちづくりを進めます。
海老名駅の利便性の向上に向けて、商業施設や生活支援施設等と一体となった相鉄線海老名
駅の駅舎改良工事を進めるとともに、北口改札の新設を含めた周辺の一体的なまちづくりを
推進します。
海老名駅周辺における交通混雑の緩和・解消に向け、県道 40 号横浜厚木の改良促進や海老名
駅自由通路の延伸等による交通集中を緩和させる道路整備、幹線道路ネットワークの構築を
進めます。
◇海老名駅駅間地区における都市型居住機能、商業・業務機能、文化・教育機能等の集積に
向けた都市機能の誘導
◇海老名駅西口地区における商業・業務機能、居住機能の集積の促進
◇海老名駅東口地区における商業・業務・文化レクリエーション機能の集積
◇相鉄線海老名駅の駅舎改良工事（北口改札の新設等）を含めた周辺のまちづくりの推進
◇県道 40 号横浜厚木の改良促進
◇海老名駅自由通路の延伸
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全 体 構 想

（２）既成市街地の整備方針
①厚木駅周辺及びさがみ野駅周辺における市街地の再整備を進める
厚木駅周辺及びさがみ野駅周辺については、地域拠点として駅周辺における都市機能の誘導
及び駅前広場等の基盤整備に向けた取り組みを進めます。
厚木駅周辺の商業地については、土地利用の高度化や商業・業務・居住機能の集積、道路整
備等による市街地環境の改善等に向けて、厚木駅南地区市街地再開発事業を推進します。

②様々な建築物用途の混在や密集を改善する
東柏ケ谷等、建築物用途が混在し家屋が密集する既成市街地については、土地利用や建築物
用途の混在の解消や共存に向けた取り組みに加え、市街地の密集度合いを緩和・解消する観
点から、道路・公園等の都市基盤施設の整備を図ります。
様々な建築物用途の混在が進んだ区域にあって、現状の用途地域・建築形態規制とかい離が
生じている区域については、必要に応じて用途地域等の見直しを検討します。
工場等の跡地については、地域特性に応じた適切な土地利用を行うために計画的な用途転換
を図り、無秩序な土地利用転換による都市環境の悪化の防止に努め、良好な市街地の形成を
図ります。

（３）新たな市街地の整備方針
①土地区画整理事業等の導入により新市街地を形成する
市役所・海老名総合病院周辺地区については、周辺の土地利用状況に応じ、中心市街地を補
完する機能、公共公益機能及び居住機能を集積させるとともに、地域特性を活かした複合的
な新市街地の形成を図ります。
◇市役所・海老名駅総合病院周辺地区における公共公益機能の集積した新市街地の形成
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（４）市街化調整区域における土地利用の整序方針（整序誘導区域設定の方針）
①既存集落地の地域コミュニティを維持する
既存集落地において、人口の減少等により、既存集落の活力が低下し地域コミュニティの維
持が困難若しくは困難になると予測される地域においては、農地や緑地等の維持保全を図り
つつ、地域の実情に応じた土地利用の整序を図ります。

②良好な自然環境を保全・調和した土地利用を誘導する
市街化区域の縁辺部等において、都市的土地利用と農地との混在、幹線道路沿道における無
秩序な土地利用、自然環境の喪失等の課題がある、若しくは課題が発生すると予測される地
域については、農地や緑地等の維持保全を図りつつ、地域の実情に応じた土地利用の整序を
図ります。
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全 体 構 想

土地利用及び市街地整備の方針図
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４．都市施設の整備・改善方針
（１）道路交通施設の整備・改善方針
①広域交通の利便性を高める(広域幹線道路)
(都)第二東名自動車道の海老名南ジャンクション以東の構想実現のため要望を行うとともに、
利便性の向上施策を検討します。
◇(都)さがみ縦貫道路（圏央道）

◇(都)第二東名自動車道（新東名高速道路）

◇東名高速道路

②周辺都市との連絡性を高める（都市幹線道路）
市民生活や産業活動の利便性をより高めていくため、市街地と周辺都市間を結ぶ都市計画道
路の整備を進めるとともに、県道の拡幅、交差点改良（右折レーンの整備等）等を関係機関
に働きかけます。このことにより、幹線道路のネットワークを構築するとともに、広域的な
自動車交通の円滑性を確保し、周辺都市との連絡性を高めます。
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◇国道 246 号（(都)上今泉岡津古久線）

◇(都)河原口勝瀬線

◇(都)藤沢相模原線

◇(都)下今泉門沢橋線

◇(都)東京沼津線

◇(都)海老名駅大谷線

◇(都)大谷峰線

◇(都)中新田鍛冶返線

◇(都)河原口中新田線

◇(都)社家岡田線

◇県道 22 号横浜伊勢原

◇県道 40 号横浜厚木

◇県道 43 号藤沢厚木

◇県道 408 号社家停車場

◇市道１号線

◇市道４号線

◇市道 13 号線

◇市道 62 号線

◇市道 110 号線

◇市道 307 号線

◇(仮称)海老名駅本郷線

◇(仮称)東西道路

全 体 構 想

③市内での円滑な移動を実現する（主な地区幹線道路）
都市幹線道路を補完し、各拠点相互を結んだ市内の円滑な移動を確保するため、交通集中を
分散させる道路の整備を進めます。
◇県道 43 号藤沢厚木

◇県道 406 号吉岡海老名

◇県道 407 号杉久保座間

◇市道 53 号線

◇(仮称)市道 53 号線バイパス

◇市道 61 号線

◇(仮称)上郷河原口線

④踏切による渋滞の発生を解消する
道路交通の状況や鉄道を挟んだ地域間の交流に配慮し、改良を要する鉄道と市道との交差部
について、鉄道事業者との協議を進め、踏切改良等について検討します。

⑤都市計画道路の見直しを検討する
都市計画決定後、20 年以上未着手となっている長期未着手路線・区間等について、海老名市
道路交通マスタープラン及び県の都市計画道路見直しのガイドライン等に基づく見直しを検
討します。

⑥道路空間の安全性を確保する
広域幹線道路及び都市幹線道路の整備による交通渋滞の緩和により、身近な生活道路への通
過車両の侵入を抑制します。
交通量が多く、歩行者の安全性が損なわれている幹線道路や、歩行空間の無い身近な道路に
おいては、歩車道の分離を進め、安全な道路空間を確保します。特に子ども達の通学路にお
いては、重点的に歩行空間を確保するとともに、登下校時間帯を中心とした交通規制の見直
しを検討します。
今後、交通対策や環境対策等による自転車利用者の増加に対応して、安全で快適な自転車走
行空間の確保に向けた自転車ネットワークの構築を検討します。
道路の幅員が狭く、緊急車両の進入が困難な密集市街地においては、道路の拡幅改良等によ
り、通行の安全性及び都市防災性を高めます。
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⑦都市の魅力を高める道路空間をつくる
海老名駅周辺における中心市街地としての魅力ある都市空間の形成に向けて回遊性の高い歩
行者ネットワークの構築・維持管理を図ります。
電線類の地中化や街路樹の植樹による緑化推進等により、緑豊かで快適な空間や歩いて楽し
い魅力的な空間を創出する等、道路空間の質を高める整備を進めます。

（２）公共呼応通機能の整備・改善方針
①交通結節点の機能を強化する
鉄道と路線バス、タクシー、自家用車、その他交通機関との乗り継ぎ利便性を高めるため、
各駅とも交通結節機能の強化を図ります。また、パークアンドライドやキスアンドライドに
対応した駐車施設の確保や駅前広場の整備を進めます。
海老名駅については、駅利用者の利便性を高めるため、相鉄線海老名駅の新駅舎の改良工事
や北口改札の新設の整備を進めます。
◇相模線海老名駅（駅舎改良、北口改札）
◇ＪＲ海老名駅の駅機能の改善促進
◇小田急線厚木駅（駅前広場）
◇さがみ野駅

②鉄道交通の利便性を高める
公共交通の充実と利便性向上の促進のため、必要に応じた鉄道事業者への新駅の設置等の要
望を検討します。

③バス交通の利便性を高める
市民の貴重な交通機能として、路線バス及びコミュニティバスの利便性の向上を図ります。
バス利用の快適性を高めるため、環境に配慮した車両の導入やバス停施設の改善等をバス事
業者に対し要望します。
路線バスやコミュニティバスによる公共交通網を維持するための支援を検討します。
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全 体 構 想

道路交通施設の整備・改善の方針図
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緑の基本計画の改定作業中
改定内容を踏まえて記載

（３）公園・緑地の整備・改善方針
①地域特性に配慮した公園・緑地を適切に配置する

公園・緑地については、地区の拠点となる新たな公園の設置や、既存の公園の機能の拡充や
見直しによる各地域特性に応じた機能の公園の確保を検討します。
開発行為により市に移管された提供公園は、利便性を高める観点から統廃合を含めた施設の
再編を検討します。
◇既存の公園・緑地の機能の拡充・見直し
◇開発行為等による小規模な提供公園
緑豊かな都市環境の形成に向けて、道路整備等に伴い生じた残地や空き地等を活用し、市民
や団体等がイベント等に活用できるポケットパークや広場等の設置を進めます。
◇残地、空き地等を活用したポケットパーク・広場の設置

②水と緑の軸を形成する
緑化した主要な道路や緑道、水辺の散策路・サイクリングロード等により、市内各所や公園
等を結びつける水と緑の軸の形成を図ります。
◇さがみグリーンライン

◇横須賀水道路

③豊かな自然や歴史を活かした公園・緑地づくりを進める
緑や水辺、花等の豊かな自然環境を活かし、自然とのふれあい、自然体験等の場としての公
園や緑地づくりを推進します。
現況地形や植生等を活かしながら、小動物が生息することのできるビオトープを形成する等、
自然度の高い公園・緑地づくりに配慮します。
相模国分寺跡・相模国分尼寺跡・秋葉山古墳群等に代表される市内の歴史的資源を活かした
公園づくりを推進します。
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◇伊勢山自然公園

◇河原口高水敷・河原口河畔緑地

◇上今泉秋葉台自然緑地

◇相模国分寺跡・尼寺跡周辺

◇秋葉山古墳群周辺

◇ひさご塚古墳周辺

全 体 構 想

④公園における防災機能を強化する
震災直後の避難から、救援、復興に至るまで、市民を適切に支援することのできる防災拠点
としての機能の向上を図ります。

⑤市民参加による公園づくりを進める
公園・緑地の整備にあたっては、構想・計画段階から市民の意向等を反映させ、多様化する
市民の要望に対してきめ細かに応える公園づくりを進めます。

⑥地域が主体となって維持管理を進める
市と市民のそれぞれが果たす役割を明確にし、市民の主体的な参加による公園の維持管理の
促進を図ります。

⑦公共空間における緑化を進める
地域の拠点的な施設として多くの市民が集まる学校等については、公共施設緑地として位置
づけ、季節感のある花木や特徴ある景観木等を取り入れ、市民の緑化活動を先導する役割を
担うような緑化を進めます。

⑧道路空間の緑化を進める
緑の豊かさを感じさせる市街地空間を創出するため、主な幹線道路における緑化を推進する
とともに、良好な道路景観を保つため、維持管理の充実を図ります。

⑨市民の主体的な参加により民有地を緑化する
落ち着き、うるおいのある住環境を創出するため、接道部の生垣化等、市民の主体的な参加
による緑豊かで彩りにあふれる空間づくりの促進を図ります。
まちの華やかさの創出や魅力を高めるため、市民参加のもと、地域の緑化の促進を図ります。
周辺に調和した景観づくりや、公害防止、防災機能を高めるため、工場敷地内及び接道部の
緑化等、公開性の高い緑地の形成の促進を図ります。
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公園・緑地の整備・改善の方針図
緑の基本計画の改定作業中
改定内容を踏まえて記載
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全 体 構 想

（４）下水道・河川の整備・改善方針
①水環境を向上させる汚水排水施設を整備する
市街化区域内における公共下水道（汚水）の未整備区域における早期整備を進めます。
市街化調整区域は、効率的かつ経済的に事業を推進するため、海老名市汚水処理整備計画に
基づき、公共下水道（汚水）の整備を進めます。

②浸水被害を防止・低減する雨水排水施設を整備する
都市型水害から市民の生命・財産を守るため、グリーンインフラの考え方を取り入れながら、
雨水浸透施設の設置、透水性舗装、緑化地の確保や浸水被害を防止・低減する公共下水道（雨
水）等、雨水排水施設の整備を進めます。

③河川等における治水対策を強化する
台風や大雨による浸水被害を防止、低減させるため、雨水幹線や排水路等の整備を進めると
ともに、一級河川の未改修区間についての整備の促進を図ります。
相模川は河原口地区における新堤の築造を引き続きの促進を図ります。

④水とふれあう空間づくりを進める
永池川の東名高速道路・流橋間をはじめ、河川の水辺空間においては、周辺の自然環境や景
観を活かしながら、親水護岸の整備等、水とふれあうことのできる空間づくりを進めます。

（５）ごみ処理施設の整備・改善方針
ごみ処理施設については、健康で文化的な都市生活及び機能的都市活動の向上を図るため、
大和高座ブロックごみ処理広域化実施計画及び一般廃棄物処理基本計画に基づき、ごみ処理
施設等を維持します。
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５．自然・都市環境の形成方針
（１）自然環境の形成方針
①貴重な樹林地を保全する
相模横山九里の土手に残る斜面緑地、自然性の高い樹林地や歴史文化的な資源と一体となっ
た樹林地等は、海老名市環境保全条例に基づく自然緑地保全区域の指定等、市街地に残る貴
重な緑地として、市民の理解と協力を得て積極的な保全を図ります。
地域のシンボルとなる高木・巨木や良好な田園風景を構成する屋敷林、鎮守の森として親し
まれている社寺境内の樹林等について、積極的な保全を図ります。

②農地を保全・活用する
市街地に隣接した緑のオープンスペースとして、市民農園制度の導入による遊休農地の活用
や、農業振興地域農用地区域内の優良農地を保全するとともに、その維持・保全のため、関
係機関と連携を図り、総合的な農業振興策を積極的に進めます。
市街化区域内における緑地機能や多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好
な都市環境の形成を図るため、生産緑地地区を適正に指定・保全します。
指定後 30 年経過した生産緑地については、特定生産緑地の指定等により、保全を図ります。

③河川・水路の水辺環境を保全する
河川・水路等の水辺空間については、貴重な緑地空間として、治水上の措置と調整しながら、
水鳥や水生生物等の生息空間としての役割も踏まえて、自然環境の保全を図ります。
河川等の公有水面の水質浄化と、市民の協力を得た美化・清掃活動による河川敷等の水辺環
境の適切な維持管理を進めます。

（２）持続可能な都市環境づくりの方針
①自然環境への負荷の小さい都市づくりを進める
地球規模で環境悪化が進むなか、
「持続可能な環境づくり」への配慮が必要なことから、脱Ｃ
Ｏ2 に向けた自家用車から公共交通への転換や自転車を利用しやすい都市空間の形成、循環型
社会の形成等によって、自然環境への負荷の小さい都市づくりを目指します。
市街地の整備や更新にあたっては、環境に配慮した省エネルギー型・新エネルギー活用設備
の導入を促進します。
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全 体 構 想

②化石燃料に過度に依存しない都市づくりを進める
化石燃料による地球温暖化や大気汚染等の環境問題、限りある資源としての持続性に対応す
るため、太陽光エネルギー等の新エネルギーの活用や環境に配慮した省エネルギー機器の導
入を促進するとともに、これまで依存してきた化石燃料をより効果的・効率的に活用する低
炭素社会に向けた都市づくりを進めます。

③温室効果ガスの吸収に向けて緑地を確保する
地域において排出される温室効果ガスを効率的に吸収し、環境に対する負荷を低減させるた
めの対策を検討します。
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６．都市景観の形成の方針
（１）景観形成の方針
①緑の景観を守り・育てる
緑の豊かさを感じる景観形成のため、自然の緑の保全や、敷地内の植栽や街路樹等による緑
の連続性を確保します。

②伸びやかな田園風景を守り・育てる
本市を代表する景観である農の景観について、農業の振興を図りながら、市民と連携し、整
備・保全します。

③丹沢大山や富士山等の良好な眺望を守る
丹沢大山や富士山等の眺望について、市内各地からの「観る場所」を創出・育成するととも
に、眺望を阻害しないような配慮を促すことにより、良好な眺望を保全・育成します。

④駅周辺等の賑わいある景観を育てる
都市活力を感じる景観として、駅周辺等の「海老名市の顔」となる場所は、交通施設・商業
施設等と人々の活動による賑わい景観を創出・育成します。
市民や来街者が多く集まる場所では、本市の魅力を印象付けるよう、秩序ある景観を誘導し
ます。

⑤市民全体の日常的な取り組みにより身近な景観を育てる
地域の生活景観については、市民が主体的、積極的に保全・創出・育成し、地域の美化や風
紀にもつなげ、暮らしやすさが視覚的にも実感できる景観づくりを進めます。

⑥生活、歴史、自然を尊重した景観づくりを進める
これまで積み重ねてきた本市の個性や魅力を継承していくため、生活、歴史、自然との関係
性に配慮し、これらを最大限に尊重した景観づくりを進めます。
地域のシンボルや時代の象徴等になっている景観上重要な建築物や樹木については、その保
全や活を図ります。
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（２）都市景観の誘導方針
①開発・建築行為等を適切に規制・誘導する
民間等による開発行為、建築行為、その他の行為が、景観形成の方針に合致して行われるよ
う、海老名市景観条例及び景観推進計画に基づくルールにより、規制・誘導します。

②公共施設等の景観的な質を高める
本市をはじめ、国や県等の公的な機関が整備、維持管理する道路、公園、河川等の土木施設、
公共建築物等について、地域の景観に調和させるとともに、民間の開発・建築行為のモデル
となるように、良質なものとなるよう進めます。

③地区ごとの景観形成を推進する
海老名市景観推進計画に市域全体の景観形成の観点から、景観上特に重要な地域であり、よ
り良好な景観形成を目指す区域として位置づけられた「景観形成重点地域」において、市民
参加により各地域の特性にあったより細かな景観形成方針、建築物のガイドラインや推奨色
等を定めます。
◇海老名駅周辺地域（東口地区、駅間地区、西口地区）
◇インターチェンジ周辺地域
◇歴史的資源地域
◇田園景観地域

景観まちづくり地区を活用した景観形成基準の設定や景観協定の活用の促進を図ります。

◇海老名扇町景観まちづくり地区
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７．安全・安心なまちづくりの方針
（１）福祉のまちづくりの方針
①誰もが移動しやすい交通環境を整える
道路や歩行空間、駅舎は、バリアフリー化やユニバーサルデザインの導入による誰もが移動
しやすい交通環境の整備を進めます。
医療・福祉施設や駅等を結ぶ路線を中心とした公共交通機関の充実による誰もが目的地まで
移動しやすい環境づくりを進めます。

②誰もが利用しやすい施設づくりを進める
買い物や余暇、行政サービスの利用といった暮らしの様々な場面におけるユニバーサルデザ
インの導入による施設の整備を進めます。

（２）震災に強いまちづくりの方針
①建築物の耐震化・不燃化を進める
道路の幅員が狭く、緊急車両の進入が困難な市街地の改善を図ります。
建築物の倒壊や都市大火が震災被害の拡大につながることから、防災上の拠点となる公共施
設を中心に、建築物の耐震化と不燃化を進めます。また、一般の住宅については、耐震改修
促進計画に基づき、住宅の耐震改修を促進します。

②安全な避難路・避難場所を確保する
沿道建築物の倒壊による道路閉塞の防止と延焼被害を低減するため、安全で確実に避難でき
る避難路、災害時の患者の搬送や物資輸送を円滑にする緊急輸送路の確保に向けて、沿道建
築物の耐震・不燃化を促進します。
震災時の避難場所を適切に確保し、延焼の防止による輻射熱から市民を守れるよう、避難場
所周辺の不燃化を促進します。
地震等によるブロック塀等の倒壊防止のための安全点検・撤去を促進します。

③ライフラインを強化する
市民の暮らしに不可欠な電気、水道、ガス等のライフラインの強化を促進します。また、市
街地の拡大に対応し、消防水利の適正配置を進めます。
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（３）水害に強いまちづくりの方針
①都市型水害の起こりにくいまちづくりを進める
相模川については、圏央道の整備とあわせ、河原口地区の河川改修を促進します。また、永
池川の改修整備を促進します。
無秩序な市街化は、雨水排水処理施設の効果的な整備を損なうことから、適切な土地利用を
誘導に努めます。

②総合的な雨水排水対策を進める
都市型水害を防止するため、適正な雨水整備計画を定め、雨水幹線等の雨水排水施設の計画
的な整備を進めます。
河川や水路の処理能力を超える雨水の集中を防止するため、グリーンインフラの考え方を取
り入れながら、道路等の公共空間における透水性舗装の導入や各住戸等への浸透ますの設置
を促す等、雨水の流出抑制を進めます。また、浸透ます等、民有地における雨水流出抑制施
設の設置を促進します。

（４）急傾斜地対策の方針
①斜面地の緑地を保全し崩落を防ぐ
急傾斜地崩壊危険箇所等は、急傾斜地崩壊対策事業の促進を県に要望するとともに、緑地の
保全に努めます。

②傾斜地における開発を適切に誘導する
急傾斜地の崩落防止に対する措置の徹底等により、住宅地造成等の開発を適切な誘導します。

（５）空き家等対策の方針
少子高齢化等の影響による空き家・空き地の発生、増加が懸念されるため、地域との連係を
図りながら、空き家・空き地の適切な維持管理や活用を進めます。
駅周辺に分散する低未利用地の適切な活用策を検討します。
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（６）犯罪や事故を防ぐまちづくりの方針
地域コミュニティの醸成を図ることで、地域での防犯・安全に対する意識の高揚、普及啓発
等を進めます。
子どもたちが安全・安心に暮らせる通学路の安全対策を検討します。
誰もが安全に通行するための市内における危険個所の改良等による交通安全対策を進めます。
地域における安全なまちづくりの充実を図るため、新たな交番の設置を神奈川県に要望しま
す。
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海老名市都市計画マスタープラン改定に向けた基礎調査及び骨子について
海老名市都市マスタープラン改定に向けた全体構想（素案）及び地域別構想（骨子案）について

Ⅰ．海老名市都市マスタープランの改定について
１．改定の主旨

２．都市マスタープランの構成

平成 22 年９月に策定した現行の海老名市都市マスタープラン以降、10 年弱が経過し、この間に社会情勢の

改定都市マスは、基本的に現行都市マスの構成を引き継ぎ、以下のとおりとします。

変化等により、都市づくりを取り巻く課題認識の変化が生じています。

本資料では、「序章」の本市の概況や課題と、「第１章

市内においては海老名駅周辺の市街地整備や首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の開通等、都市の骨格を形

について整理しています。

全体構想」素案及び「第２章

地域別構想」骨子案

成する取組みを進め、まちづくりに進捗が見られます。
このため、社会情勢の変化や市内のまちづくりに進捗を踏まえ、都市マスタープランの改定を実施します。

改定 海老名市都市マスタープランの構成（案）

海老名市都市マスタープランの改定に向けた検討フロー
都市マスタープラン策定関連

市民参加・都計審等

１．海老名市都市マスタープランとは

基礎調査の実施

平
成
３
０
年
度

・上位・関連計画等の整理

序章

・海老名市の概況整理

５．都市づくりの課題

・現行計画の評価

１．海老名市の都市づくりの基本的な考え方と目標

改定都市マスタープランの作成

（１）都市づくりの基本的な考え方の設定
①都市づくりの基本的な考え方

全体構想の検討
・都市づくりの基本的な考え方と目標の検討

検討委員
会
①５月

・基本フレームの設定
・将来都市構造の検討

令
和
元
年
度

・分野別方針の検討

市民参加
型意見集
約の実施
（７月・10 月）

地域別構想の検討

①５月
②８月

①人口・世帯数

第１章
全体構想

②８月

説明会・
パブコメ
（10 月）

③11 月頃

説明会・
パブコメ
（１月頃）

④２月頃
④２月頃

改定海老名市都市マスタープランの策定（3 月末予定）

②基本方針

（２）将来目標の設定

③11 月頃

実現化方策の検討

３．海老名市都市マスタープランの構成
４．本市の概況

・市民・来街者アンケート調査の実施

全体構想の検討

２．海老名市都市マスタープランの目標年度

第２章
地域別構想
第３章
実現化の
方策

②土地利用

（３）将来都市構造
２．土地利用の方針

３．市街地整備の方針

４．都市施設の整備・改善方針

５．自然・都市環境の形成方針

６．都市景観の形成方針

７．安全・安心なまちづくりの方針

１．地域区分の考え方
２．地域別構想
１．制度・事業の活用による効果的な都市づくり
２．市民・企業・行政の協働によるまちづくりの推進
３．都市マスタープランの運用と見直し
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海老名市都市マスタープラン改定に向けた全体構想（素案）

Ⅱ．全体構想（素案）
０．まちづくりの課題の整理

１．海老名市の都市づくりの基本的な考え方と目標

まちづくりの課題については、現行都市マスタープランに整理された内容を踏まえつつ、基礎調査によって
得られた情報を活用し、見直すことで整理します。

現行都市マスタープランにおけるまちづくりの課題
（１）海老名市を取り巻く課題
①海老名市の特性を活かした都市の形成

②将来の人口減少・少子高齢社会の進展を考慮した都市づくり

③都市間競争力の強化と周辺都市との連携を視野に入れた都市づくり
②高速道路網を活かした産業の振興

（３）土地利用の課題
①住宅地、商業地、工業地等のメリハリのある土地利用の推進

「えびな未来創造プラン 2020」（策定中）では、将来像として「みんなが笑顔 住みやすいまち えびな」
を示しています。本計画では、この将来像の実現に向け、かつ、将来的な人口減少時代においても市の豊か
さや活力を維持していくために、以下の都市づくりの基本的な考え方を設定します。
シティプロモーション指針（恒久的な理念） ／

（２）社会的側面からの課題
①堅調な人口の増加と進展する少子高齢化社会

（１）都市づくりの基本的な考え方の設定

②市街化調整区域における都市的な土地利用の抑制と適正な誘導

住みたい

住み続けたいまち 海老名

えびな未来創造プラン 2020（骨子案）

みんなが笑顔 住みやすいまち えびな

将来像 ／

（４）都市施設整備の課題
①交通混雑の緩和と歩行者等の安全性の確保が求められる道路整備

②鉄道駅や市内各所への利用利便性の向上が求められる公共交通

③身近な利用を考慮した公園・緑地の整備・保全

④都市型水害の防止や河川等の水質保全に向けた下水道の整備

⑤海老名市の将来を見据えた効率的かつ効果的な公共施設の配置・再編

都市づくりの基本的な考え方

（５）都市環境の課題
①「海老名らしさ」を表す良好な自然環境・景観

（改定）海老名市都市マスタープラン

②「安全」
「安心」への関心の高まり

③誰もが安心して暮らすことのできる都市空間の確保

（６）その他の課題
①行政主導から市民参加による協働のまちづくりへ

基礎調査を踏まえた加筆・修正

まちの活力と暮らしの質を高める都市づくり
○本市は、交通利便性が高く、海老名駅周辺を中心とした魅力ある商業地、中高層住宅地、落ち着きのある低
層住宅地等による市街地が形成されているとともに、豊かな広がりを持つ田園風景や大山・丹沢の眺望など
の自然環境と調和がとれたまちとして発展を続けています。
○こうした本市の特性を活かし、持続的な発展の基礎となる土地利用の誘導や都市基盤施設の整備等を進める
とともに、安全・安心、利便性、安らぎを感じ、将来に渡り住み続けたいと思えるまちの実現を目指します。

改定都市マスタープランにおいて加筆・修正すべき主なまちづくりの課題

都市づくりの基本目標

○コンパクト+ネットワークの視点に基づく、都市機能・居住誘導の集約化

基本目標１

・少子高齢化社会の中で、将来的な人口減少を見据えた、都市機能・居住誘導の集約化を図っていくとともに、

○本市の交通利便性を活かしたさらなる飛躍・発展のために、海老名駅周辺において商業・業務
機能等が集積した中心市街地の形成や、厚木駅、さがみ野駅の利便性の向上、その他の駅の日
常生活を支える機能の集積等といった駅毎の役割に応じた魅力ある市街地の形成

公共交通の充実を図っていく必要があります。

○厚木駅やさがみ野駅の拠点性の向上
・海老名駅周辺が中心市街地として拠点整備が推進されている一方で、都市機能等を集約していくための地域
拠点として、厚木駅やさがみ野駅における地域特性等を活かした拠点性の向上を図っていく必要があります。

○一般保留区域や市街化調整区域における人口の受け皿となる土地利用の検討
・将来的な人口減少は見込まれているものの、今後 10 年においては市内の人口は増加することが想定されて
いるため、その受け皿となる一般保留区域（市役所・海老名総合病院周辺）や市街化区域に囲まれた市街化
調整区域の土地利用について検討していく必要があります。

○道路における安全な歩行空間や自転車走行空間の確保
・アンケート調査等においても、特に満足度が低い「歩行者・自転車の安全性や快適な通行」の確保に向けて、幹線道
路等における安全な歩行空間の整備を推進するとともに、自転車ネットワークについても検討する必要があります。

○既存の公園を活かした機能配分による魅力の向上
・公園については新設ではなく、既存の公園を活かし、地域の特性等を踏まえて必要に応じて機能配分等を行
っていくことで魅力の向上を図っていく必要があります。

基本目標２

魅力的な拠点形成による賑わいと活力のある都市

安全で安心感のある都市

○安全や安心に対する要望は市民意向も高く、また、いつ発生するか予測のつかない大規模な自
然災害への対策、交通の安全性の確保や、防災・防犯対策の強化といった重要な課題に対応し
た安全で安心できる都市空間の確保

基本目標３

誰もが暮らしやすい都市

○人口減少時代や少子高齢化の進展や環境問題について、生活利便性が高い都市環境や本市の大
きな魅力である自然豊かな環境を活かしつつ、都市機能と居住機能が適正に配置され、交通利
便性の高いコンパクトなまちの形成

基本目標４

豊かな表情を持つ良好な都市景観のある都市

○駅前の賑わいを感じることのできる商業地や、落ち着きのある住宅地、更に、相模川や大山の
眺望といった豊かな自然や相模国分寺跡に代表される歴史を活かし、地域の特性を活かした豊
かな表情を持つ良好な都市景観の形成
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（２）将来目標の設定
②土地利用

①人口等

住宅用地

総人口
・本市の人口はこれまで増加傾向にあったものの、市街化区域内の約９割が既に都市的土地利用となっていることや
少子高齢化が進展していること等により、増加数は年々縮小し、
「えびな未来創造プラン 2020」
（策定中）による
市独自推計では、令和３年（2021 年）の 135,748 人をピークに減少に転ずると推計されています。

・住宅用地については、目標人口で設定した人口の増加分に対応して確保していくことが求められます。この

・一方、
「海老名市人口ビジョン」
（平成 28 年２月）では、転入増加策や若者の結婚・出産・子育ての希望をかなえ
る施策の実施等の合計特殊出生率増加策等により、人口増加を見込んだ目標人口が示されています。

・平成 27 年（2015 年）の人口約 13 万人に対して、令和７年（2025 年）の目標人口は約 14 万人となって

・
「えびな未来創造プラン 2020」で掲げる施策や総合戦力等の人口減少対策により、目標人口まで人口が増加するこ
とが見込まれていることから、
「えびな未来創造プラン 2020」では、
「海老名市人口ビジョン」で掲げる令和 11 年
（2029 年）の人口 139,885 人を踏まえ、将来の人口目標を 140,000 人と設定しています。

駅周辺や一般保留地区に位置付けている市役所・海老名総合病院周辺地区（39.4ha）等の開発動向を見込ん

・本計画では市における各種施策が確実に実施されることにより、市街地の拡大が必要になることを想定し、
「えびな
未来創造プラン 2020」の目標人口を踏まえた都市政策を実施できるよう必要な方針を定めることとします。しか
しながら、過剰な市街地の拡大は健全な都市環境の形成によい影響を及ぼさないことから、都市づくりの各段階に
おいて、各種施策の実施状況や人口変動を慎重に見極めた上で修正を行う等、適正な都市政策を誘導するよう見直
しを図ることが必要といえます。
・このことから、市の人口が、概ね増加と予測されて
いる中間年度（令和 7 年度）においては、
「えびな未
来創造プラン 2020」
（策定中）の将来人口を踏まえ、
都市政策の将来人口フレームを 140,000 人とし、そ
れ以降、目標年度（令和 17 年度）まではその人口を
維持することを目標とします。また、
「えびな未来創
造プラン 2020」
（策定中）における市の独自推計値
を最低限必要な市街地面積算定の基礎とするといっ
た弾力性を持った人口フレームとします。

160,000

目標人口： 140,000人

140,000
120,000
100,000

140,267

123, 764
113, 430

138,617

131,044

117, 519

105, 822

おり、約１万人の増加を見込んでいます。このうち、市独自推計で見込んだ 135,205 人については、海老名
だ数値となっています。このため、推計人口と目標人口の差分となる約 3,500 人分の新たな人口を収容する
には、新たな住宅用地 35ha（1ha あたりの人口を約 100 人と想定）を確保する必要があることから、令和
７年（2025 年）の住宅用地の将来フレームを約 1,070ha と設定し、令和 17 年（2035 年）についてはそ
れを維持することを目標とします。

商業用地
・商業用地については、統計的推計手法により、１事業所あたりの小売業販売額は堅調な増加が予想されます。
・また、多様化、高度化する市民の購買ニーズに応えることのできる商業機能の確保・充実を進めるため、将
ついてはそれを維持することを目標とします。

工業用地

80,000

・工業用地については、市全体での製造品出荷額等は減少しているものの、１事業所のあたり製造品出荷額等

60,000
(人)

します。

来フレームとして令和７年（2025 年）までに新たな商業用地約 10ha を設定し、令和 17 年（2035 年）に

135,205

127, 707 130, 190

増加分の人口については、秩序ある土地利用や効率的な公共投資を図るため、市街化区域への配置を基本と
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実績値

市独自推計

シミ ュ レ ーショ ン （ 人口ビ ジョ ン ）

は増加しており、各事業所の大規模化が見られます。更に、今後は高速交通体系の整備による交通利便性の
高まりを受けた工業機能及び流通業務機能の立地が想定されるほか、研究開発機能の拡充の受け皿とするた
め、将来フレームとして令和７年（2025 年）までに新たな工業用地約 60ha を設定し、令和 17 年（2035

世帯数

年）についてはそれを維持することを目標とします。

・世帯数は、人口の増加と世帯分離や核家族化に伴う１世帯あたり人員の減少から、一貫して増加傾向にあり

将来フレーム

ます。今後も１世帯あたり人員の減少傾向は続くことが想定され、統計的推計手法を用いた場合、令和７年

指標

（2025 年）には 2.19 人、令和 17 年（2035 年）には 1.95 人と推計されます。
・このため、世帯数は令和７年（2025 年）には約 64,000 世帯、令和 17 年（2035 年）はそれを維持するこ
とを目標とします。

人口の年齢構成
・本市の人口は、県平均と比較して若い年齢構成にあ
りますが、少子高齢化の傾向は本市においても例外
ではなく、超高齢化社会となっています。更に、老
年人口(65 歳以上人口)比率の拡大と年少人口(0
14 歳人口)の縮小が進むと推計されます。

総人口(人)
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2.44
(平成27年)

2.19
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996
(平成30年)

1,070

1,070

83
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431

431
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年少人口

130,190

令和７年
（2025年）

世帯数(世帯)

62.9% 62.2% 62.9% 63.6% 63.1%

30%

現況数値

老年人口

工業用地 (ha)

73
(平成30年)
371
(平成30年)
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（３）将来都市構造の設定
『豊かさと活力ある暮らしやすく持続可能なまち えびな』の実現を目指し、「拠点」や「軸」の配置、概

将来都市構造図

ねの「土地利用のゾーニング」をあらわす将来都市構造を設定します。

拠点
○都市交流拠点

／ 海老名駅周辺

・商業や業務、行政サービス、生涯学習・文化、医療・福祉等の様々な機能が集積し、多くの人が集まり交流
する地区を位置づけます。

○地域交流拠点

／ さがみ野駅周辺、厚木駅周辺

・身近な商業機能やコミュニティ機能等の地域の交流や利便性の高い生活に向けて必要な諸機能が集積し、市
内各地域において中心を形成している地区を位置づけます。

○生活拠点

／ かしわ台駅周辺、門沢橋駅周辺、社家駅周辺

・住宅地等を中心とした生活圏の中で、日常的な暮らしに必要な諸機能と集積し、地域内の暮らしを支える地
区を位置づけます。

○水と緑のレクリエーション拠点 ／
・本市の特徴である緑や水等の豊かな自然環境の中で、多くの人が憩い・やすらぐことのできる空間を位置づ
けます。

○歴史のレクリエーション拠点 ／ 相模国分寺跡・温故館周辺、相模国分尼寺跡周辺、秋葉山古墳群周辺
・本市の古い歴史と、その過程で培われた文化にふれ、そこに集う多くの人に本市の魅力を伝えることのでき
る空間を位置づけます。

○産業・流通拠点

／ 上郷、下今泉、中新田、本郷・門沢橋、本郷工業団地、上河内・今里

・大規模な工場や研究・業務施設等が集積し、高い交通利便性を活かして本市の発展を牽引する地区を位置づ
けます。特に南部地域には、商業機能を取り入れた市の副次的な拠点を位置づけます。

軸
○広域幹線軸

／ 東名高速道路、
（都）第二東名自動車道、
（都）さがみ縦貫道路（圏央道）
、国道 246 号

・高速道路や国道等、全国各地や周辺都市と本市を結ぶ道路を位置づけます。

○都市幹線軸

／【南北軸】
（都）下今泉門沢橋線等 【東西軸】国道 246 号、(都)横浜伊勢原線等

・広域幹線軸を補完し、周辺都市や市内の各地域を相互に結ぶ幹線道路を位置づけます。

○鉄道幹線軸

／ 小田急線、相鉄線、ＪＲ相模線

・誰もが利用可能な移動手段であり、周辺都市と本市を結ぶ公共交通の軸として、鉄道を位置づけます。

○水と緑の自然軸

／ 相模川、永池川、目久尻川、鳩川、斜面緑地（相模横山九里の土手等）

・貴重な水辺空間である河川と、斜面緑地を位置づけます。

土地利用区分
○都市的な土地利用を進める区域
・現行の市街化区域に加え、計画的に都市機能の集積を進める区域を位置づけます。

○土地利用を検討する区域
・今後の人口の動向や社会経済の情勢を勘案しながら、都市的な土地利用を促すことの必要性を検討する区域、
若しくは必要な範囲で市街地としての土地利用を許容する区域を位置づけます。

○自然的な土地利用を保全する区域
・市内に残された貴重な自然や農地の保全を進める区域を位置づけます。
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２．土地利用の方針
（１）市街地等の土地利用配置方針

①暮らしやすさを実感できる居住環境をつくる

＜低層住宅地＞
（上今泉・国分北・国分南・望地・国分寺台・杉久保北）

○過度な宅地細分化の防止や土地利用の純化
○地区内の道路、公園、下水道といった生活基盤の適切な維持・管理
○生垣化等による緑豊かな質の高い街並みの誘導

＜中低層住宅地＞
（上今泉から大谷、杉久保にかけて広がる市街地や厚木駅南側の市街地）

④市の発展を牽引する産業用地を確保する
＜工業地＞
（既存の工業地）

○住宅等との混在の解消・抑制や周辺環境との調和に配慮した緑化の促進
○工業地にふさわしい適切な基盤整備等を通じた生産環境の整備・改善

⑤区域の特性を考慮しながら土地利用を適切に誘導する

＜土地利用検討地＞
【土地利用検討の考え方】
（市街化区域に隣接する地区）

○今後の都市的な土地需要の動向や当該地を取り巻く土地利用動向を勘案しつつ、土地区画整理事業や民間開発
等による基盤整備を前提とした市街化区域への編入を検討

○戸建て住宅を主体としつつ、多様な世代の居住を促す中層マンション、小・中規模な店舗等の立地を許容する住宅地の形成
○高層マンションの立地を適切に規制・誘導しつつ、生活道路、公園をはじめとする生活基盤の整備・改善

（既存集落地において、既存集落の活力が低下し地域コミュニティの維持が困難、若しくは困難になると予測される地区）
○地域活力の回復等のため市街化調整区域の地区計画の活用により、農地や緑地等の維持・保全を図りつつ、地
域の実情に応じた一定の都市的土地利用が可能となるよう、「整序誘導区域」の設定を検討

○緑地空間との調和に配慮し、土地区画整理事業を検討しつつ、民間開発も誘導しながら低層住宅地の形成を基
本とし、地形の状況、地区の特性等に応じた中層住宅等も許容した土地利用の形成

（市街化区域の縁辺部等において、都市的土地利用と農地との混在、幹線道路沿道における無秩序な土地利用、
自然環境の喪失等の課題がある、若しくは課題が発生すると予測される地区）

（柏ケ谷の土地区画整理促進区域）

＜複合住宅地＞
（市役所・海老名総合病院周辺）

○広域的な救急医療施設や地域医療を支援する病院の機能拡充等、さらなる公共公益機能の集積した市街地の形成
○住宅市街地の形成を図るとともに、地域特性を活かした新たな商業・業務機能の誘導
（比較的規模の大きな店舗等の立地が許容される住宅地（相模川沿いの市街地））
○地区における利便性を確保しつつも、居住環境の維持・向上に向けた建築物の立地の誘導
○生活道路をはじめとする生活基盤の整備・改善
（中低層を主体とした住宅市街地（柏ケ谷、上今泉、大谷、杉久保周辺の市街地））
○住宅地としての市街地環境の維持・向上

②住宅と店舗・工場が共存する環境をつくる

＜産業・住宅共存市街地＞
（幹線道路の沿道）

○自然環境と調和した秩序ある市街地の形成を図るため、市街化調整区域の地区計画の活用により、農地や緑地等の維
持・保全を図りつつ、地域の実情に応じた一定の都市的土地利用が可能となるよう、
「整序誘導区域」の設定を検討

【土地利用検討の方向性】

（市役所西側地区）
○既に立地している公共施設や医療施設、幹線道路沿道の土地利用状況を踏まえ、住宅地を主体に複合的な機能
を兼ね備えた、地域特性に応じた市街地の形成の検討
（上郷地区（「海老名駅西口地区」の西側））
○住宅地を主体に複合的な機能を兼ね備えた、地域特性に応じた土地利用の検討
（本郷東南部地区）
○隣接市街地や周辺の既存集落を踏まえた複合的な機能を兼ね備えた土地利用の検討
（目久尻川沿い周辺）
○目久尻川の自然環境と調和した住宅地を主体とした土地利用の検討

○交通の利便性を活かした沿道型の商業業務施設の立地を許容した市街地の形成

（社家・中野地区）
○住宅や周辺環境に配慮した工業系土地利用の集積と生活利便性の向上に向けた土地利用の検討

○生活道路をはじめとする生活基盤の整備・改善
○小規模な工場等との共存に向けた建築物の立地の誘導

（上今泉地区（北部）
）
○住宅地を主体とした土地利用の検討

（さがみ野駅周辺、大谷北、今里、杉久保北、社家等、住宅と工場が混在する住宅地）

③便利で様々なニーズに応える商業機能を誘導する

＜中心商業・業務地＞
（海老名駅周辺）

○市内外から多くの人が集まり交流する中心拠点として、都市機能を集積した賑わいの創出
○来街者等の回遊性の向上

（海老名駅西口地区及び海老名駅駅間地区）

○民間開発を誘導し、中心市街地にふさわしい、さらなる賑わいの創出

＜商業・業務地＞
（厚木駅周辺・さがみ野駅周辺）

○厚木駅南地区市街地再開発事業の推進、さがみ野駅前広場を中心とした基盤整備の検討
○周辺市街地の整備・改善を一体的に行うことで、土地の高度利用と交通結節機能の強化や地域の利便性を高め
る商業施設・公共公益施設が集積した市街地の形成

＜その他の商業地＞
（かしわ台駅周辺・門沢橋駅周辺・社家駅周辺・観音下通り商栄会・さくら並木商店街・国分寺台中央商店会）
○地域特性に応じた日常生活圏の商業地として、その機能の維持・充実
○必要に応じた都市基盤の適切な強化

（上今泉地区（南西部））
○周辺の土地利用状況に応じた土地利用の検討
（幹線道路沿道）
○無秩序な土地利用を抑制し良好な農地等の自然環境を保全するため、農業施策との連携を図り、地域特性や周
辺の土地利用状況に応じた土地利用の検討

（２）その他の土地利用配置方針
①田園風景を伝える農地を適切に守り・活用する
＜農地＞

○農業振興地域農用地区域をはじめとする優良農地については、農地として保全するとともに、認定農業者等の
担い手による有効活用を促進し、生産環境の整備・増進
○農地の多角的な利用方策として、観光農園や市民農園としての活用の拡大や農地の貸し借り等の促進

②暮らしやすさを支える豊かな自然を守り・活用する

＜自然地＞
（相模川等の河川や相模横山九里の土手に残る斜面緑地等の自然地）

○適切な保全と管理を進めるとともに、身近な自然に親しむことのできる場として活用
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３．市街地整備の方針

土地利用及び市街地整備の方針

（１）中心市街地の整備方針

①海老名駅周辺における市街地の魅力を高める
○東口、駅間、西口が一体となった市街地整備の進捗
○駅間地区は、交通結節機能の強化に加え、都市機能の誘導を民間資本の導入等の推進による都市生活や文化・
交流の創出
○西口地区は、商業・業務機能のほか、居住機能を兼ね備えた市街地の形成を図ります。
○東口地区は、既存土地利用の更新と合わせ、中心市街地として商業・業務・文化レクリエーション機能の集積
○海老名駅東側の第二種住居地域は、駅に近接する地域の特性を活かし、地域との連携の中でまちづくりの推進
○商業施設や生活支援施設等と一体となった相鉄線海老名駅の駅舎改良工事を進めるとともに、北口改札の新設
を含めた周辺の一体的なまちづくりの推進
○県道 40 号横浜厚木の改良促進や海老名駅自由通路などの延伸等による交通集中を緩和させる道路整備、幹線道路ネ
ットワークの構築の推進

（２）既成市街地の整備方針
①厚木駅周辺及びさがみ野駅周辺における市街地の再整備を進める

（厚木駅周辺）

○地域拠点として駅周辺における都市機能の誘導及び駅前広場等の基盤整備に向けた取り組みの推進
○土地利用の高度化や商業・業務・居住機能の集積、道路整備等による市街地環境の改善等に向けた厚木駅南地
区市街地再開発事業の推進

（さがみ野駅周辺）

○地域拠点として駅周辺における都市機能の誘導及び駅前広場等の基盤整備に向けた取り組みの推進

②様々な建築物用途の混在や密集を改善する

（東柏ケ谷等、建築物用途が混在し家屋が密集する既成市街地）

○土地利用や建築物用途の混在の解消や共存に向けた取り組みに加え、市街地の密集度合いを緩和・解消する観
点から、道路・公園等の都市基盤施設の整備の推進

（様々な建築物用途の混在が進んだ区域）

○現状の用途地域・建築形態規制とかい離が生じている区域は、必要に応じて用途地域等の見直しを検討

（工場等の跡地）

○地域特性に応じた適切な土地利用を行うために計画的な用途転換を図り、無秩序な土地利用転換による都市環
境の悪化の防止に努め、良好な市街地の形成

（３）新たな市街地の整備方針
①土地区画整理事業等の導入により新市街地を形成する

（市役所・海老名総合病院周辺地区）

○周辺の土地利用状況に応じ、中心市街地を補完する機能、公共公益機能及び居住機能を集積させるとともに、
地域特性を活かした複合的な新市街地の形成

（４）市街化調整区域における土地利用の整序方針（整序誘導区域設定の方針）
①既存集落地の地域コミュニティを維持する

○既存集落地において、既存集落の活力が低下し地域コミュニティの維持が困難若しくは困難になると予測され
る地域においては、農地や緑地等の維持保全を図りつつ、地域の実情に応じた土地利用の整序

②良好な自然環境を保全・調和した土地利用を誘導する
○市街化区域の縁辺部等において、都市的土地利用と農地との混在、幹線道路沿道における無秩序な土地利用、
自然環境の喪失等の課題がある、若しくは課題が発生すると予測される地域における農地や緑地等の維持保全、
地域の実情に応じた土地利用の整序
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４．都市施設の整備・改善方針

道路交通施設の整備・改善の方針

（１）道路交通施設の整備・改善方針

①広域交通の利便性を高める(広域幹線道路)
◇(都)さがみ縦貫道路（圏央道）
◇(都)第二東名自動車道（新東名高速道路） ◇東名高速道路
○(都)第二東名自動車道の海老名南ジャンクション以東の構想実現のため要望を行うとともに、利便性の向上施
策を検討

②周辺都市との連絡性を高める（都市幹線道路）
◇国道 246 号（(都)上今泉岡津古久線） ◇(都)河原口勝瀬線
◇(都)藤沢相模原線
◇(都)下今泉門沢橋線
◇(都)東京沼津線
◇(都)海老名駅大谷線 ◇(都)大谷峰線
◇(都)中新田鍛冶返線
◇(都)河原口中新田線
◇(都)社家岡田線
◇県道 22 号横浜伊勢原 ◇県道 40 号横浜厚木
◇県道 43 号藤沢厚木
◇県道 408 号社家停車場 ◇市道１号線
◇市道４号線
◇市道 13 号線
◇市道 62 号線
◇市道 110 号線
◇市道 307 号線
◇(仮称)海老名駅本郷線
◇(仮称)東西道路
○市民生活や産業活動の利便性をより高めていくため、市街地と周辺都市間を結ぶ都市計画道路の整備の推進
○県道の拡幅、交差点改良（右折レーンの整備等）等を関係機関に働きかけ
○幹線道路のネットワークを構築するとともに、広域的な自動車交通の円滑性を確保し、周辺都市との連絡性の向上

③市内での円滑な移動を実現する（主な地区幹線道路）
◇県道 43 号藤沢厚木
◇県道 406 号吉岡海老名 ◇県道 407 号杉久保座間 ◇市道 53 号線
◇(仮称)市道 53 号線バイパス ◇市道 61 号線
◇(仮称)上郷河原口線
○都市幹線道路を補完し、各拠点相互を結んだ市内の円滑な移動を確保するため、交通集中を分散させる道路の整備の推進

④踏切による渋滞の発生を解消する
○道路交通の状況等に配慮した、改良を要する鉄道と市道との交差部における、鉄道事業者との協議を進め、踏切改良等を検討

⑤都市計画道路の見直しを検討する
○都市計画決定後、20 年以上未着手となっている⾧期未着手路線・区間等における見直しを検討

⑥道路空間の安全性を確保する
○広域幹線道路及び都市幹線道路の整備による交通渋滞の緩和により、身近な生活道路への通過車両の侵入の抑制
○交通量が多く、歩行者の安全性が損なわれている幹線道路や、歩行空間の無い身近な道路における歩車道の分離の推進
○特に子ども達の通学路は、重点的に歩行空間を確保し、登下校時間帯を中心とした交通規制の見直しを検討
○自転車利用者の増加に対応した安全で快適な自転車ネットワークの構築及び利用性の向上策の検討
○道路の幅員が狭く、緊急車両の進入が困難な密集市街地は、道路の拡幅改良等により、通行の安全性及び都市防災性の向上

⑦都市の魅力を高める道路空間をつくる
○海老名駅周辺における中心市街地としての魅力ある都市空間の形成に向けて回遊性の高い歩行者ネットワークの構築・維持管理
○電線類の地中化や街路樹の植樹による緑化推進等により、緑豊かで快適な空間や歩いて楽しい魅力的な空間の創出

（２）公共交通機能の整備・改善方針
①交通結節点の機能を強化する

○鉄道と路線バス、タクシー、その他交通機関との乗り継ぎ利便性の向上のための各駅の交通結節機能の強化
○駅周辺等における駐車施設の確保や駅前広場の整備等の推進
○海老名駅は相鉄線海老名駅の新駅舎の改良工事や北口改札の新設の整備の推進

②鉄道交通の利便性を高める
○公共交通の充実と利便性向上の促進のため、必要に応じた鉄道事業者への新駅の設置等の要望を検討

③バス交通の利便性を高める
○市民の貴重な交通機能として、路線バス及びコミュニティバスの利便性の向上
○バス利用の快適性を高めるため、環境に配慮した車両の導入やバス停施設の改善等をバス事業者に対し要望
○路線バスやコミュニティバスによる公共交通網を維持するための支援の検討
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４．都市施設の整備・改善方針（つづき）

緑の基本計画の改定作業中
改定内容を踏まえて記載

公園・緑地の整備・改善の方針

（３）公園・緑地の整備・改善方針

①地域特性に配慮した公園・緑地を適切に配置する
○公園・緑地については、地区の拠点となる新たな公園の設置や、既存の公園の機能の拡充や見直しによる各地
域特性に応じた機能の公園の確保を検討
○開発行為により市に移管された提供公園は、利便性を高める観点から統廃合を含めた施設の再編を検討
○緑豊かな都市環境の形成に向けて、道路整備等に伴い生じた残地や空き地等を活用し、市民や団体等がイベン
ト等に活用できるポケットパークや広場等の設置の推進

②水と緑の軸を形成する

（さがみグリーンライン・横須賀水道路）
○緑化した主要な道路や緑道、水辺の散策路・サイクリングロード等により、市内各所や公園等を結びつける水
と緑の軸の形成

③豊かな自然や歴史を活かした公園・緑地づくりを進める
（伊勢山自然公園、河原口高水敷・河原口河畔緑地、相模国分寺跡・尼寺跡周辺、秋葉山古墳群周辺 等）
○緑や水辺、花等の豊かな自然環境を活かし、自然とのふれあい、自然体験等の場としての公園や緑地づくりの
推進
○現況地形や植生等を活かしながら、小動物が生息することのできるビオトープを形成する等、自然度の高い公
園・緑地づくりに配慮
○相模国分寺跡・相模国分尼寺跡・秋葉山古墳群等に代表される市内の歴史的資源を活かした公園づくりの推進

④公園における防災機能を強化する
○震災直後の避難から、救援、復興に至るまで、市民を適切に支援することのできる防災拠点としての機能の向上

⑤市民参加による公園づくりを進める
○公園・緑地の整備にあたっては、構想・計画段階から市民の意向等を反映させ、多様化する市民の要望に対し
てきめ細かに応える公園づくりの推進

⑥地域が主体となって維持管理を進める
○市と市民のそれぞれが果たす役割を明確にし、市民の主体的な参加による公園の維持管理の促進

⑦公共空間における緑化を進める
○地域の拠点的な施設として多くの市民が集まる学校等については、公共施設緑地として位置づけ、季節感のあ
る花木や特徴ある景観木等を取り入れ、市民の緑化活動を先導する役割を担うような緑化の推進

⑧道路空間の緑化を進める
○緑の豊かさを感じさせる市街地空間を創出するため、主な幹線道路における緑化を推進するとともに、良好な
道路景観を保つため、維持管理の充実

⑨市民の主体的な参加により民有地を緑化する
○落ち着き、うるおいのある住環境を創出するため、接道部の生垣化等、市民の主体的な参加による緑豊かで彩
りにあふれる空間づくりの促進
○まちの華やかさの創出や魅力を高めるため、市民参加のもと、地域の緑化の促進
○周辺に調和した景観づくりや、公害防止、防災機能を高めるため、工場敷地内及び接道部の緑化等、公開性の
高い緑地の形成の促進
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４．都市施設の整備・改善方針（つづき）
（４）下水道・河川の整備・改善方針

①水環境を向上させる汚水排水施設を整備する
○市街化区域内における公共下水道（汚水）の未整備区域における早期整備の推進
○市街化調整区域は、効率的かつ経済的に事業を推進するため、海老名市汚水処理整備計画に基づき、公共下水
道（汚水）の整備の推進

②浸水被害を防止・低減する雨水排水施設を整備する
○都市型水害から市民の生命・財産を守るため、グリーンインフラの考え方を取り入れながら、雨水浸透施設の設置、
透水性舗装、緑化地の確保や浸水被害を防止・低減する公共下水道（雨水）等、雨水排水施設の整備の推進

③河川等における治水対策を強化する
○台風や大雨による浸水被害を防止、低減させるため、雨水幹線や排水路等の整備を進めるとともに、一級河川
の未改修区間についての整備の促進
○相模川は河原口地区における新堤の築造を引き続きの促進

④水とふれあう空間づくりを進める
○永池川の東名高速道路・流橋間をはじめ、河川の水辺空間においては、周辺の自然環境や景観を活かしながら、
親水護岸の整備等、水とふれあうことのできる空間づくりの推進

（５）ごみ処理施設の整備・改善方針
○ごみ処理施設については、健康で文化的な都市生活及び機能的都市活動の向上を図るため、大和高座ブロック
ごみ処理広域化実施計画及び一般廃棄物処理基本計画に基づき、ごみ処理施設等を維持

５．自然・都市環境の形成方針
（１）自然環境の形成方針
①貴重な樹林地を保全する

○相模横山九里の土手に残る斜面緑地、自然性の高い樹林地や歴史文化的な資源と一体となった樹林地等は、海
老名市環境保全条例に基づく自然緑地保全区域の指定等、市街地に残る貴重な緑地として、市民の理解と協力
を得て積極的な保全
○地域のシンボルとなる高木・巨木や良好な田園風景を構成する屋敷林、鎮守の森として親しまれている社寺境
内の樹林等について、積極的な保全

②農地を保全・活用する
○市街地に隣接した緑のオープンスペースとして、市民農園制度の導入による遊休農地の活用や、農業振興地域
農用地区域内の優良農地を保全するとともに、その維持・保全のため、関係機関と連携を図り、総合的な農業
振興策を積極的に推進
○市街化区域内における緑地機能や多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成
を図るため、生産緑地地区を適正に指定・保全
○指定後 30 年経過した生産緑地については、特定生産緑地の指定等による保全の推進

③河川・水路の水辺環境を保全する
○河川・水路等の水辺空間については、貴重な緑地空間として、治水上の措置と調整しながら、水鳥や水生生物
等の生息空間としての役割も踏まえて、自然環境の保全
○河川等の公有水面の水質浄化と、市民の協力を得た美化・清掃活動による河川敷等の水辺環境の適切な維持管
理の推進

（２）持続可能な都市環境づくりの方針

①自然環境への負荷の小さい都市づくりを進める
○地球規模で環境悪化が進むなか、
「持続可能な環境づくり」への配慮が必要なことから、脱ＣＯ２に向けた自家
用車から公共交通への転換や自転車を利用しやすい都市空間の形成、循環型社会の形成等
○市街地の整備や更新にあたっては、環境に配慮した省エネルギー型・新エネルギー活用設備の導入の促進

②化石燃料に過度に依存しない都市づくりを進める
○化石燃料による地球温暖化や大気汚染等の環境問題、限りある資源としての持続性に対応するため、太陽光エ
ネルギー等の新エネルギーの活用や環境に配慮した省エネルギー機器の導入の促進
○これまで依存してきた化石燃料をより効果的・効率的に活用する低炭素社会に向けた都市づくりの推進

③温室効果ガスの吸収に向けて緑地を確保する
○地域において排出される温室効果ガスを効率的に吸収し、環境に対する負荷を低減させるための対策の検討
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６．都市景観の形成方針

７．安全・安心なまちづくりの方針

（１）景観形成の方針

（１）福祉のまちづくりの方針

①緑の景観を守り・育てる

①誰もが移動しやすい交通環境を整える

○緑の豊かさを感じる景観形成のため、自然の緑の保全や、敷地内の植栽や街路樹等による緑の連続性の確保

②誰もが利用しやすい施設づくりを進める

②伸びやかな田園風景を守り・育てる
○本市を代表する景観である農の景観について、農業の振興を図りながら、市民と連携し、整備・保全

○丹沢大山や富士山等の眺望について、市内各地からの「観る場所」を創出・育成するとともに、眺望を阻害しないよ
うな配慮を促すことにより、良好な眺望を保全・育成

④駅周辺等の賑わいある景観を育てる
○都市活力を感じる景観として、駅周辺等の「海老名市の顔」となる場所は、交通施設・商業施設等と人々の活動によ
る賑わい景観の創出・育成
○市民や来街者が多く集まる場所では、本市の魅力を印象付けるよう、秩序ある景観を誘導

⑤市民全体の日常的な取り組みにより身近な景観を育てる

○道路の幅員が狭く、緊急車両の進入が困難な市街地の改善
○防災上の拠点となる公共施設を中心に、建築物の耐震化と不燃化の推進
○一般の住宅は耐震改修促進計画に基づく耐震改修の促進

②安全な避難路・避難場所を確保する

○沿道建築物の倒壊による道路閉塞の防止と延焼被害を低減するため、安全で確実に避難できる避難路、災害時
の患者の搬送や物資輸送を円滑にする緊急輸送路の確保に向けて、沿道建築物の耐震・不燃化の促進
○震災時の避難場所を適切に確保し、延焼の防止による輻射熱から市民を守れるよう、避難場所周辺の不燃化の促進
○地震等によるブロック塀等の倒壊防止のための安全点検・撤去の促進
○市民の暮らしに不可欠な電気、水道、ガス等のライフラインの強化の促進
○市街地の拡大に対応した消防水利の適正配置の推進

（３）水害に強いまちづくりの方針

⑥生活、歴史、自然を尊重した景観づくりを進める
○これまで積み重ねてきた本市の個性や魅力を継承していくため、生活、歴史、自然との関係性に配慮し、これらを最
大限に尊重した景観づくりの推進
○地域のシンボルや時代の象徴等になっている景観上重要な建築物や樹木については、その保全や活用

①都市型水害の起こりにくいまちづくりを進める
○相模川は河原口地区の河川改修の促進・永池川の改修整備の促進
○無秩序な市街化は、雨水排水処理施設の効果的な整備を損なうことから、適切な土地利用を誘導

②総合的な雨水排水対策を進める

○都市型水害を防止するため、適正な雨水整備計画を定め、雨水幹線等の雨水排水施設の計画的な整備の推進
○河川や水路の処理能力を超える雨水の集中を防止するため、グリーンインフラの考え方を取り入れながら、道
路等の公共空間における透水性舗装の導入や各住戸等への浸透ますの設置を促す等の雨水の流出抑制の推進
○浸透ます等、民有地における雨水流出抑制施設の設置の促進

（２）都市景観の誘導方針

①開発・建築行為等を適切に規制・誘導する
○民間等による開発行為、建築行為、その他の行為が、景観形成の方針に合致して行われるよう、海老名市景観条例及
び景観推進計画に基づくルールによる規制・誘導

②公共施設等の景観的な質を高める

（４）急傾斜地対策の方針

①斜面地の緑地を保全し崩落を防ぐ
○急傾斜地崩壊危険箇所等は、急傾斜地崩壊対策事業の促進を県に要望するとともに、緑地の保全を推進

○本市をはじめ、国や県等の公的な機関が整備、維持管理する道路、公園、河川等の土木施設、公共建築物等につ
いて、地域の景観に調和させるとともに、民間の開発・建築行為のモデルとなるように、良質なものとなるよう推進

②傾斜地における開発を適切に誘導する

○急傾斜地の崩落防止に対する措置の徹底等により、住宅地造成等の開発を適切な誘導

（５）空き家対策の方針

③地区ごとの景観形成を推進する
○「景観形成重点地域」において、市民参加により各地域の特性にあったより細かな景観形成方針、建築物のガ
イドラインや推奨色等の指定
◇歴史的資源地域

○景観まちづくり地区を活用した景観形成基準の設定や景観協定の活用の促進
［景観まちづくり地区］
◇海老名扇町景観まちづくり地区

①建築物の耐震化・不燃化を進める

③ライフラインを強化する

○地域の生活景観については、市民が主体的、積極的に保全・創出・育成し、地域の美化や風紀にもつなげ、暮らしや
すさが視覚的にも実感できる景観づくりの推進

◇インターチェンジ周辺地域

○買い物や余暇、行政サービスの利用といった暮らしの様々な場面におけるユニバーサルデザインの導入による施設の整備の推進

（２）震災に強いまちづくりの方針

③丹沢大山や富士山等の良好な眺望を守る

［景観形成重点地域］
◇海老名駅周辺地域

○道路や歩行空間、駅舎は、バリアフリー化やユニバーサルデザインの導入による誰もが移動しやすい交通環境の整備の推進
○医療・福祉施設や駅等を結ぶ路線を中心とした公共交通機関の充実による誰もが目的地まで移動しやすい環境づくりの推進

◇田園景観地域

○地域との連係を図りながら、空き家・空き地の適切な維持管理や活用の推進
○駅周辺に分散する低未利用地の適切な活用策の検討

（６）犯罪や事故を防ぐまちづくりの方針
○地域コミュニティの醸成を図ることで、地域での防犯・安全に対する意識の高揚、普及啓発等の推進
○子どもたちが安全・安心に暮らせる通学路の安全対策の検討
○誰もが安全に通行するための市内における危険個所の改良等による交通安全対策の推進
○地域における安全なまちづくりの充実を図るため、新たな交番の設置を神奈川県に要望
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Ⅲ．地域別構想（骨子案）
１．地域区分

地域区分図

（１）地域別構想の目的
将来の都市づくりを効果的に推進するためには、地域ごとに異なる地理的条件や土地利用・都市施設の状況等
を考慮し、人々の暮らしと密着したきめ細かい都市づくりに配慮する必要があります。
「地域別構想」は、都市全体からみた土地利用や都市施設の整備方針を示す「全体構想」を踏まえ、身近な地
域における都市づくりの方向をより具体的な方針として示すことを目的としています。

（２）地域区分の方針
地域別構想の目的を踏まえ、次の考え方に基づき、地域を区分します。
○地理的条件や市街地形成の状況を踏まえ、一体的な都市づくりの検討が必要な地域区分であること。
○都市づくりの主体である市民にとって、身近な地域としての広がりや地域の将来像がイメージしやすい地域区
分であること

（３）地域区分
地域区分の方針を踏まえ、次の３の地域に区分します。
地域区分
北部地域

対応する町丁目
柏ケ谷、東柏ケ谷一丁目 六丁目、上今泉一丁目 六丁目
上今泉、下今泉、下今泉一丁目 五丁目、上郷、上郷一丁目 四丁目、
扇町、泉一丁目

中央地域

二丁目、めぐみ町、国分北一丁目

四丁目、国分南一丁目

四丁目、望

地一丁目 二丁目、中央一丁目 三丁目、勝瀬、河原口、河原口一丁目 五丁目、
さつき町、浜田町、国分寺台一丁目 五丁目、大谷、大谷北一丁目 四丁目、
大谷南一丁目 五丁目、中新田、中新田一丁目 五丁目
杉久保、杉久保北一丁目 五丁目、杉久保南一丁目 五丁目、今里、

南部地域

今里一丁目 三丁目、社家、上河内、中河内、本郷、中野、中野一丁目 三丁目、
門沢橋、門沢橋一丁目 六丁目

11

海老名市都市マスタープラン改定に向けた地域別構想（骨子案）

２．地域別構想（骨子案）

③地域の将来目標像と将来構造

（１）北部地域

地域の将来目標像

①地域の特性

○相鉄線を軸にさがみ野駅、かしわ台駅を中心に市街地を形成
○交通利便性の高さを背景に人口は増加していきたが、近年は横ばい傾向
○全体的に住宅が広がっており、市全域と比較して住宅用地が多く、農地
が少ない
○さがみ野駅を中心とする東柏ケ谷地区、かしわ台駅を中心とする柏ケ谷
地区は建築物が密集し、かつ幅員の狭い道路が多い
○東柏ヶ谷地区では、工場移転後の住宅地開発やマンション立地により住
宅と工場が混在する区域あり
○上今泉地区は、丘陵部を中心に計画的に開発された戸建住宅地が広がっ
ており、良好な住環境を形成
○地域内は相模横山九里の土手や目久尻川沿いを中心に斜面緑地が広が
る等、良好な自然が残されているほか、秋葉山古墳群等の歴史的遺産も残っている

地域の将来構造

○さがみ野駅周辺を「地域交流拠
点」、かしわ台駅周辺を「生活拠
点」として位置づけ、日常生活
を支えるため都市機能の集積を
促進し、コンパクトでまとまり
のある市街地を形成
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・
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北部地域の将来構造図

○海老名駅周辺の中心市街地と連
絡する都市幹線軸を強化

70,000

土地利用現況（H27）

利便性が高く、ゆとりと安心が実感できるまち

10,000

0.5

0

○目久尻川やそれに沿って連なる
斜面緑地等の良好な自然環境を
保全しつつ、必要な範囲で都市
的な土地利用への転換を検討
○秋葉山古墳群は歴史のレクリエ
ーション拠点として、周囲の緑
地と一体的に保全

0.0
H12

H17

人口

H22

世帯数

H27
１世帯当たり人員

土地利用現況（H27）
北部地域 5.9%

市全域

40.4%

20.4%

7.1%
7.5%

24.2%

0%

5.2%

④地域の主な土地利用の方向性

8.0%

50%

100%

農地

山林

河川水路

荒野

住宅

商業・業務

工業・運輸

公共公益

公園

交通

その他

②地域の主な課題
土地利用

○さがみ野駅周辺における拠点性を高めることによる利便性の向上
○計画的に開発された住宅地における良好な居住環境の維持・向上
○東柏ヶ谷地区や柏ヶ谷地区の工業用地（準工業地域、工業地域）における、立地環境の維持
○さがみ野駅周辺や小田急線沿線の住宅と工場等が混在する地域における土地利用誘導方策の検討
○目区尻川周辺等の市街化調整区域における土地利用の方向性の検討

都市施設

○県道 40 号横浜厚木、(都)藤沢・座間厚木線等、地域内の幹線道路の整備による交通機能の向上
○東柏ケ谷地区、柏ケ谷地区、小田急線沿線周辺等に多く残る幅員の狭い道路の改善及び歩行空間の確保

地域環境

○相模横山九里の土手や目久尻川沿いに残る斜面緑地の保全
○秋葉山古墳群等の歴史的遺産の適切に保護するため周辺緑地を保全

○都市的な土地利用を進める区域
・住宅地:上今泉一・四・五丁目等の戸建住宅を中心とした低層住宅は、良好な居住環境の維持・向上を
図っていくとともに、住宅地における幅員の狭い生活道路の拡幅等による基盤の改良・改善
柏ケ谷の土地区画整理促進区域は、緑地空間との調和に配慮しながら、住宅地の形成を基本としつつ、公
共性、公益性のある建築物もあわせた土地利用を促進
・商業地:さがみ野駅周辺は、地域交流拠点として駅前広場の整備や周辺市街地の整備・改善を一体的に
行うことで交通結節機能の強化や商業施設・公共公益施設を誘導
・工業地:柏ケ谷の工業地は、本市の持続的な発展を支える産業基盤として、周辺環境との調和に配慮し
つつ、工業地としての生産環境の維持・向上
・住工混在市街地:さがみ野駅周辺や小田急線沿線においては、周辺の住宅地の居住環境への配慮した工
場のあり方や、住宅地が形成されている準工業地域としての住宅系用途地域への見直しを検討

○土地利用を検討する区域
・目九尻川周辺地区において今後の人口動向を見据えながら、住宅地を主体とした市街地の形成を検討

○自然的な土地利用を保全する区域
・目久尻川は、地域の貴重な水辺空間として保全するとともに、水とふれあうことのできる空間として活用
・相模横山九里の土手や目久尻川沿い等に残る斜面緑地は特別緑地保全地域の指定等による保全策の検討
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（２）中央地域

③地域の将来目標像と将来構造

①地域の特性

地域の将来目標像

魅力と活力あふれる産業とゆとりある暮らしが一体となったまち

○西端を南北に相模川が流れ、中央から東部は丘陵地帯が南北へと縦断
○地域の中央には水田が広がり、その周囲に市街地を形成
○交通利便性の高さを背景に人口は増加傾向
○海老名駅周辺は、市の玄関口として、商業・業務機能や公共交通機関が集まり、
市の拠点となる中心市街地を形成
○市役所周辺には田園風景が広がっており、市の都市特性である自然環境の身近さ
を感じることのできる地域
○中心市街地の南側に広がる一般保留区域には、市役所をはじめとする公共機関や
海老名総合病院をはじめとする医療機関等の公共公益施設が多数立地
○上郷・下今泉、国分、河原口・中新田、大谷の各地区は、主に中低層の住宅を主
体とした市街地を形成
○地域内には工業用地が点在し、特に下今泉や中新田に大規模な工場等が立地
○圏央道の開通により高速交通の利便性が高くなった地域
○相模川沿いには広大な水辺空間とともに大規模な公園・緑地を配置

土地利用現況（H27）

70,000
60,000

地域の将来構造

○海老名駅周辺を「都市交流拠点」
と位置づけ、市民の暮らしや
様々な活動を支援する機能の高
度な集積の推進
○厚木駅周辺を「地域交流拠点」
と位置づけ、日常の生活を支え
る都市機能の集積を促進し、コ
ンパクトでまとまりのある市街
地の形成
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○相模川をはじめとする水辺空間
や農地、斜面緑地は、市の特徴
的な自然環境であることから、
保全に向けた取り組みを推進

④地域の主な土地利用の方向性
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○都市的な土地利用を進める区域
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②地域の主な課題
土地利用

○都市交流拠点である海老名駅周辺における都市機能の誘導
○厚木駅周辺における土地の高度利用と交通結節機能の強化に向けた検討
○一般保留区域である市役所・海老名総合病院周辺における住宅と都市機能の誘導
○圏央道海老名インターチェンジ周辺における交通利便性を活かした土地の有効活用
○下今泉、中新田等の工業地における工場立地環境の維持
○計画的に開発された住宅地における、少子高齢化に対応した良好かつ持続可能な居住環境の維持・向上

都市施設

○海老名駅周辺における交通混雑の緩和、交通の円滑性の確保に向けた幹線道路等の整備・改善
○県立相模三川公園や海老名運動公園等、市の拠点的な公園の整備と、公園・緑地機能の維持・向上

地域環境

○県道 40 号横浜厚木、（都）河原
口勝瀬線を「東西軸」
、(都)下今
泉門沢橋線、(都)海老名駅大谷線
を「南北軸」と位置づけ、道路
機能の強化

○相模国分寺跡や相模国分尼寺跡
等については、歴史的環境を保
全するため、周辺環境の整備を
含めた取り組みを推進

１世帯当たり人員

土地利用現況（H27）
中央地域

中央地域の将来構造図

○相模川をはじめとする水辺空間やまとまりのある農地、相模横山九里の土手に残る斜面緑地の保全
○相模国分寺跡等の歴史的遺産の適切な保護、歴史のレクリエーション拠点としての環境整備

・海老名駅周辺:海老名駅周辺における商業・業務・レクリエーション機能の集積や居住機能も兼ね備え
た一体的な市街地整備の推進
［海老名駅周辺以外のエリア］
・住宅地:第一種低層住居専用地域となっている国分寺台等は、低層住宅地としての良好な居住環境の維
持・保全を図るとともに、空き家等の発生や地域活力の低下への対策を検討
・商業地:厚木駅周辺における基盤整備と一体となった商業・業務・居住機能の集積による地域交流拠点
としての賑わいの創出
・工業地:上郷・下今泉、中新田、運動公園周辺等の工業地については、本市の持続的な発展を支える産
業基盤として、敷地内の緑化等、周辺環境との調和に配慮した工業地としての生産環境の維持・改善
・住工混在市街地:河原口、中新田、大谷北一丁目等の準工業地域は、周囲の住宅地の居住環境を保全す
るため敷地内緑化等を図り、引き続き工場・事業所等の立地環境の維持

○土地利用を検討する区域

・市役所西側地区・上郷地区における住宅地を主体に複合的な機能を兼ね備えた、地域特性に応じた市街地の形成
・上今泉地区においては周辺の市街地整備の状況に応じた住宅地を主体とした土地利用の検討

○自然的な土地利用を保全する区域

・下今泉、中新田、大谷等に広がる農地の生産基盤施設としての維持・拡充
・相模川の水と緑の軸として適切な保全と管理、身近に自然とふれあうことのできる場として活用
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（３）南部地域

③地域の将来目標像と将来構造

①地域の特性

地域の将来目標像

○地域の西端を相模川が南北に流れ、西側は平坦な地形、東側は崖線を有する
丘陵地
○中央から南部には、水田や畑が広がっており、市全域と比較して農地の割合
が高い
○農地や相模川沿いの緑地や相模横山九里の土手に残る斜面緑地により、自然
の豊かさを感じさせる景観を形成
○地域西側のＪＲ相模線沿いと、東側の丘陵地を中心として市街地が形成され、東
名高速道路や県道 22 号横浜伊勢原沿道に工場や運輸施設が集積
○人口は３地域のうち最も少ないものの増加傾向
○杉久保地区は、丘陵部を中心に計画的に開発された住宅地が広がっており、
良好な住環境を形成

土地利用現況（H27）

70,000

地域の将来構造

○社家駅及び門沢橋駅周辺を「生
活拠点」と位置づけ、地域に居
住する市民の暮ら しや様々な
活動に必要な機能の集積
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公共公益

公園
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その他

土地利用

○社家駅や門沢橋駅周辺における生活拠点の形成に向けた都市機能の拡充
○住宅地開発が進んだ工業地における、土地利用誘導方策（用途地域等の変更）の検討
○計画的に開発された住宅地における、良好な居住環境の維持・向上
○ＪＲ相模線沿線周辺等における住宅と工場等が混在する地域の居住環境の改善
○高速交通の利便性を活用した幹線道路沿道等における秩序ある土地利用の誘導
○優良農地の適切な保全
○（仮称）海老名駅本郷線等、地域交流拠点と地域内の各所、地域と海老名駅を連絡する都市幹線道路の整備
○地域における身近な公園・広場の確保、緑のオープンスペースの核となる公園の配置
○水辺空間を活用した散策路やサイクリングロードの整備

地域環境

○相模横山九里の土手に残る斜面緑地、相模川沿いの緑地の保全

○県道 22 号横浜伊勢原を東西の
主軸、(都)下今泉門沢橋線及び
（仮称）海老名駅本郷線を南北
の主軸とし、地域内の地域交流
拠点、産業・流通拠点、水と緑
のレクリエーショ ン拠点を有
機的に結合
○県道 22 号横浜伊勢原沿道を中
心とした本郷地区・門沢橋地区
は工業系機能を含 めた複合的
な土地利用の推進 による「産
業・流通拠点」の形成

8.0%

②地域の主な課題

都市施設

南部地域の将来構造図

○良好な自然環境を保全しつつ、
必要な範囲で社家・中野地区及
び本郷東南部地区 の市街化調
整区域における都 市的な土地
利用の必要性の検討

土地利用現況（H27）
南部地域

暮らし中に緑と水を感じ、産業が共存するまち

④地域の主な土地利用の方向性
○都市的な土地利用を進める区域
・住宅地:第一種低層住居専用地域となっている杉久保北四丁目等の低層住宅地による良好な居住環境は、
過度な宅地細分化の防止、緑化の推進等による良好な居住環境の維持・向上
・商業地:社家駅周辺、門沢橋駅周辺は、生活拠点として地域における日常的な生活利便性を高めるため、
一定程度の商業・業務機能の立地や必要となる公共公益施設の配置の検討
・工業地:上河内・社家・本郷・門沢橋等の工業地については、本市の持続的な発展を支える工業地とし
て、生産環境の向上とともに、隣接する住宅地との調和に向けた敷地内の緑化等による環境改善を推進
・住工混在市街地:杉久保北・今里・社家・中野・門沢橋等の準工業地域については、周囲の住宅地の居
住環境を保全するため敷地内緑化等を図り、引き続き工場・事業所等の立地環境の維持するとともに、ま
とまりのある住宅地の形成がみられる区域については適正な用途規制の見直しの検討

○土地利用を検討する区域
・社家・中野地区は、都市幹線道路沿道としての交通の利便性を活かした住宅や周辺環境に配慮した工業系
土地利用の集積と生活利便性の向上に向けた土地利用の検討

○自然的な土地利用を保全する区域
・地域中央から南部に広がる農地は保全に努めるとともに、観光農園や市民農園としての活用の促進
・相模横山九里の土手等に残る斜面緑地は本市固有の景観を構成する要素として保全の推進

14

