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議事経過等詳細 

海老名市景観計画区域における行為の届け出の景観形成基準への適合について（諮問）

会 長 それでは議事に入ります。 

市長より「海老名市景観計画区域における行為の届出の景観形成基準へ

の適合について」ということで、小田急電鉄株式会社について諮問をい

ただいております。 

諮問事項について事務局より説明をお願いします。 

事務局 
・諮問内容の確認 

（諮問書の読み上げ） 

・諮問に至る経過 

小田急電鉄株式会社から、平成 25 年 11 月 20 日付けで、海老名駅駅間

地区における開発行為のため、景観法・景観条例に基づき、開発行為の

届出が提出されました。 

景観審議会への諮問事項として行為ごとに基準が設けられており、今

回は開発行為で「開発面積が 5,000 ㎡を超えるもの」となりましたので、

諮問対象となりました。 

・景観の届出の流れ確認 

・景観形成基準の確認 

・届出地点の状況等を写真等で確認 

 事務局からの説明は以上です。 

 本日は事業者をお呼びしています。 

 届出についての内容詳細は事業者から説明いたします。 

 事業者を入室させてよろしいでしょうか。 

会 長  事業者の入室を認めます。 

（事業者入室） 

会 長  それでは、自己紹介後、本事業にかかる、景観の届出内容について説

明をお願いします。 

事業者 （小田急電鉄株式会社 担当者自己紹介） 

計画地は、小田急線海老名駅とＪＲ相模線海老名駅との間に位置する、

約５ｈａの平坦な土地で、現在は有料駐車場を営業しております。 

海老名市の総合計画基本構想の位置づけは「都市拠点」とされ、「市民



生活の向上を図るため、商業・業務・文化等の施設をはじめとする都市

機能を集約、魅力ある快適な都市拠点の整備・形成を図る。また、土地

利用の高度化による商業・業務・人口の集積を図り、複合的な都市機能

を誘導することとあわせ、計画的な都市施設の配置や土地区画整理事業

による基盤整備を図ることにより、市の中心的な都市拠点として整備を

進める。」となっております。地区計画では、鉄道の結節点という立地条

件を活かし、土地の高度利用を促進して商業・業務・都市型住宅機能等

を集積することにより、駅を中心とする東西一体の中心市街地にふさわ

しい市街地整備を図ることを目標にしています。さらに、本審議会に関

係する景観推進計画では、「景観形成重点地区」に指定され、駅前に相応

しい土地利用に即した都市景観を図ることとなっています。 

当社は、開発計画策定にあたり、海老名市のマスタープランを念頭に、

海老名の中心市街地にふさわしい商業、業務、住宅の三用途を柱とする

開発計画を実現していく予定です。現在、具体的な建築計画について検

討しているところであります。 

今回の審議会では、将来の建築計画に先立ち、都市計画法の許可を受

け施工する、以下の基盤整備について、ご説明いたします。なお、将来

の建築計画につきましては、計画が具体化した時点で、改めて敷地内の

景観について届出を提出させていただきます。 

まず、道路整備につきまして、計画地周辺の既存道路を、地区計画に

合わせ拡幅整備し、駅前の屈曲している線形を直線化して、安全かつ円

滑な通行を確保します。また、計画地中央には南北方向に一方通行の道

路を新設、自由通路下の道路と併設することで周辺道路の通過交通量の

減少を図ります。 

次に、広場・緑道につきましては、都市計画法に基づき、開発区域面

積の３％以上の広場等を設置することになっております。場所について

は地区計画に合わせ、計画地の中央に広場、文化会館沿いの水路敷きを

緑道として整備いたします。また、海老名市開発指導要綱による提供広

場につきましては、文化会館前敷地内の当社用地を広場として提供する

ことにより、合計７％以上の公共用地を整備いたします。 

広場は約 800 ㎡の整形な土地で、災害時の避難スペースとなる平坦地

以外は積極的に樹木を植栽し、四季を直感できる潤いのある空間を創出

するとともに、災害時の煮炊きに対応するカマドベンチを設置いたしま

す。 

緑道につきましては、計画地の文化会館沿いにフェンスで閉鎖されて

いる農業用排水路を改修、ボックスカルバートを地下に埋設することに

より、延長 160ｍ、幅員６ｍの開放的で緑豊かな歩行スペースを創出しま

す。 



文化会館敷地に所在する約 1,830 ㎡の当社所有地は、すでに広場とし

て利用されていることから、本開発行為にかかる海老名市要綱に基づき

提供させていただきます。 

緑化計画についてですが、本基盤整備では広場・緑道にウラジロガシ・

ヤマボウシ・フジ・ツゲ・トキワマンサク・ヒラドツツジなどを植栽す

る計画としております。宅地内の緑化につきましては、将来的に建物建

設と併せて実施するものとし、具体的な内容につきましては海老名市と

協議調整のうえ、建築計画が定まった時点で届出を提出させていただき

ます。なお、海老名市緑化基準は開発面積をもとに必要植栽本数が算定

されるため、宅地を除いた広場・緑道だけでは必要本数を満足させるこ

とはできません。従いまして、本基盤整備時に実施する植栽と建物建築

時に行う植栽を合わせ、海老名市緑化基準に定められた植栽本数を満足

することで、海老名市の了解をいただいております。 

続きまして、造成計画では、本土地が平坦で道路との高低差が生じな

いことから、無機質な街並みとなるコンクリート擁壁などが現れない

広々とした優しい歩行空間となります。 

以上となりますが、景観形成について特筆しますと、電線類の地中化

があげられます。近年、電柱の倒壊による災害が多発していることから、

景観上はもとより、防犯上にも優れている電線類共同溝を地中に埋設し、

電柱の建植が規制される特別措置法の指定を受けることで、将来にわた

り開放的な空間が確保されます。 

基盤整備工事の計画についての説明は以上となります。 

会 長 説明が終わりましたので事実確認、事業内容等についてのご質問があ

ればお願いします。審議は後で行います。 

委員Ａ まず１つ目です。造成図のＡブロックとＢブロックの間の道路につい

てですが、片側だけが歩道になっていると思うのですが、これは両側に

できなかった理由があるのでしょうか。それから２つ目、だいたい想定

はできるのですが、電線を地中化するというのは、どこのことを言うの

でしょうか。それを教えてください。３つ目です。広場の計画図ですけ

れども、カマドベンチ等がありますので防災上有効に使用、というもの

だと思うのですが、計画の趣旨というものがありましたら教えてくださ

い。それから４つ目ですが、地区計画との関係で、緑化率を３％として

とったが、隣の文化会館の方を含むと７％というふうに聞こえたのです

が、大きな施設ですので、もう少し緑化を頑張っていただきたいと思っ

たのですが。聞き逃しているのかもしれませんが、今後の建築計画でさ

らに補完をしていくという考え方でよろしいでしょうか。以上です。 



事業者 最初のご質問ですが、新設道路の片側に歩道がついていて両側でない

という理由についてですが、海老名市で定められております地区計画に

もございますように、６ｍ道路ということで片側歩道ということで協議

させていただいたところです。続きまして地中化の範囲についてですが、

地中化は緑道の南から反時計回りで緑道の北側まで地中化されます。中

央の新設道路と市道 1846 号線には電気の供給施設がないので、両サイド

から電気を供給するという形です。広場の関係ですが、これも海老名市

と細かい調整をさせていただきまして、避難施設として広場を作りたい、

みなさんが何かの時に集まれる、そこへ退避できる広場ということでお

伺いしております。植栽についてもちょっと多めの植栽に見えるかもし

れませんが、一応海老名市さんのご了解を得てこういう計画にさせてい

ただきました。 

緑化ですが、全部で７％の緑化面積を土地の面積としてはとってある

のですが、その後の建物計画におきまして、敷地内にかなり植栽をしな

いとまち並みというのは形成されないと思います。将来的に何％になる

かということは今お約束できないのですが、植栽はしていく計画です。

特に住宅系のエリアにつきましては、かなり植栽数が増えてくるだろう

と考えています。 

委員Ａ わかりました。７％というのは、このエリアの中で７％ですか？ 

事業者 隣の文化会館を入れて７％です。広場と緑道で３％強、区域の中では

３％ギリギリです。 

委員Ａ  地区計画の中で３％とうたっているので、それは確保したという話で

すね。 

事業者  そうです。都市計画法の開発許可の条件になっています。 

委員Ａ 地区計画は、プラスα何かありましたでしょうか。 

事業者 広場と緑道というのが指定されています。 

緑化面積に関しまして、地区計画で何％というのはございません。 

また、建物計画を立てますと、海老名市の要綱により公開空地の提供

というのが出てきますので、そこで緑化というのができると思います。 

委員Ａ 理解いたしました。ありがとうございます。 



委員Ｂ 今、西口の方にバス停がありますよね。バス停はなくなってしまって

いるようですが、バス停はどこに行ってしまうのか教えていただきたい。

また、駅前なので、車で迎えに来ている人がけっこう駐車をしています

よね。片側一車線ずつの道路だと、一時停車している車が止まっている

ので、車の流れが滞ってしまうのではないかなと。一般車が待ち合わせ

のように一時的に止まれるような場所というのは、計画ではないのでし

ょうか。ＪＲの向こうにできるかもしれませんが、住民の利便性を考え

たら、どうしても小田急線の方が利用頻度が高いので、小田急線を出た

ところにそういうものが少しあると、住民はすごく便利なのではないか

なと思います。バス停の件と、一般車の一時待機場所についてお願いし

ます。 

事務局 後ほど西口の説明をしますが、バス停は西口に移動します。ＪＲ海老

名駅がある、その道路のところに接して作ります。また、合わせて一般

車が入れるように、駅前広場を作ります。なるべく、駅間はそこに住む

人だけにしたい。ですから、駅利用者は、新しくできるまち並みの方へ

誘導したい。そのための自由通路を今作っています。今の連絡通路のす

ぐ横ですが、距離があるので、動く歩道とかそういうものを一緒に作っ

て、利便性を上げようかなと思っています。ですから、この計画には入

っていません。 

委員Ｂ バス停は移動するのですね。 

事務局 はい。 

委員Ｂ わかりました。 

事務局 今の補足です。今のバス停ですが、小田急さんのご好意で、土地をお

借りしているような状況です。ですから、今回の開発の中でそちらも含

めて開発されるということで、バス停は西口の方へ移動します。 

委員Ｃ 図面にＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄとありますが、これは計画が４つ出てくるとい

うことですか。 

事業者 将来的な計画ということですか。 

委員Ｃ 特に、Ａのところはもう２つに分けてあるというのは。 



事業者 地区計画ではＡ地区・Ｂ地区・Ｄ地区と分かれています。私どもの計

画ではその地区計画を細分化して、Ａ地区を二分割しております。地区

計画で言いますＢ地区についても二分割させていただいております。一

番右側についても、地区計画ではＢ地区になっているのですが、それを

Ｃ地区として協議させていただいております。敷地の分割については仮

の線を入れております。建物計画については検討中ですので、その建物

計画がはっきりした段階で、もう少し細かな敷地分割が出てくると考え

ています。 

委員Ａ 今の分割の件ですけれども、真ん中のブロックをＢとＤに分けている

のは造成の関係ですか。その辺を教えてください。造成と関係あるので

しょうか。 

事業者 この開発行為ですけれども、私たちの他にも一般の地権者の方が一名

おりまして、Ｄについては一般の地権者の方の土地としてお返しするこ

とにしています。それで２つに分かれています。 

委員Ａ わかりました。ありがとうございます。 

委員Ｂ 小田急さんではないかもしれませんが、駅前に吸殻が多いスポットが

あって、喫煙する方は、喫煙する場所が欲しいだろうなと思います。子

ども会でごみ掃除をしたときに、吸殻がすごく多かった。吸いたい人は

吸いたいだけ吸うという、分煙エリアを作るという計画はないですか。

路上で吸うのはあまり良くないかもしれませんが。 

事務局 今、議会でも大分問題になっております。陳情も上がっていますし、

議論しているところです。ＪＴ（日本たばこ）の方でも、売るだけでな

く、そういう施設に対して協力したいという申し出があります。この中

に具体的にというのは今のところないのですが、ビナウォーク側と、新

しくできる西側で今検討しているところです。その喫煙所を設けるとい

うことは、そこで吸ってくれという規制をかけるので、そのために禁止

エリアの区域も指定するというセットになるかなと思います。今後のこ

とですが。 

委員Ｄ 先ほど、用水路がありますよ。ここは蓋をして緑道にしますよという

話でしたが、この用水路も小田急さんが持っているところですか。 

事業者 これは海老名市さんです。 



委員Ｄ ですよね。では、この工事は小田急さんがやるのですか。 

事業者 はい。私どもでやります。 

委員Ｄ それは、提供すると。 

事業者 はい。今オープンになっている用水路はフェンスで囲われているので

すが、そのままだと人が入り込める緑道のスペースになりません。今の

オープンのものを、１ｍ×50ｃｍのボックスカルバートに改修しまして、

人々に開放する緑道にします。 

委員Ｄ その工事費用も小田急さんがもつのですか？ 

事業者 はい。開発区域の中に入っておりますので、全て私どもでやります。 

事務局 東口のビナウォークと県道の間に、もともと水路がありました。あれ

と同等です。 

委員Ａ 緑道の計画図ですが、計画地側のところにＲＣ擁壁があって、段差が

ありますよね。本来ならばこちら側の計画とフラットにして、連続性が

あるといいなと思ってしまうのですが、これは無理なのでしょうか。そ

ちらの考え方としては、むしろ文化会館側との連続性を取ろうとしてい

るのかなとも思うのですが、ブロックとメッシュフェンスとで囲われて

おりまして、非常に使いにくい緑道になってしまうと思います。その辺

のご配慮というか、何か可能性はないでしょうかという質問をしてもよ

ろしいでしょうか。 

事業者 ＲＣが入っているのは文化会館側なのですが、海老名市の担当部署の

方とも現地を確認させていただいて検討しました。しかし、文化会館の

敷地と今回の水路の敷地に１ｍ程度の高低差が生じてしまいます。そこ

を一体化にするには、スロープにするにしても何十メートルというスパ

ンで文化会館側の敷地を削っていかないと、一体化できません。ですの

で、今回の計画については、そこまでの配慮はできなかったということ

です。 

委員Ａ 例えば、擁壁にするのではなく、斜面にしてしまうとか、境界線はそ

こにあるけれども、斜面でつながっているとかいろいろなやり方がある

と思います。そちら側にも行けるというか、そういう工夫があるといい

なと。意見でございますけれども、ちょっと検討をお願いいたします。 



事業者 
これについては、非常に細かく検討をさせていただきました。私ども

も海老名市さんの担当の方も、一体で使いたいという気持ちは一緒でし

たので、なんとかそういう計画にできないかと検討しました。しかし、

高低差が１ｍ程度ありますので、スロープにしてもかなり長いスロープ

になります。例えば車いすの方が通れるようにしますと、非常に緩やか

なスロープにしないと計画できませんので、文化会館の広場の敷地を削

らなければいけなくなってしまいます。せっかく平坦で整備されている

ものが、そこで用地を削られてしまうということですね。 

海老名市さんから要望がありまして、防犯のカメラもつける計画にし

ております。 

委員Ｂ 自転車交通指示標識と書いてありますが、自転車も通れるようになる

のですか。 

事業者 自転車は乗って通ってはいけないということで、そこで降りてくださ

いという標識になります。 

委員Ｄ 緑道の樹木ですが、これは常緑樹ですか、それとも落葉樹ですか。例

えば落葉樹だと、落葉した葉っぱの清掃とか、そういう管理というのは

どうなるのですか。 

委員Ｃ 完成して市に移管されるので、市が管理するようになりますよね。 

事業者 緑化の担当が今日は来ていないもので、常緑か落葉か種別については

この場でお答えができません。管理については海老名市に移管します。 

会 長 それでは、他に質問がなければ事業者は退室をお願いします。ご苦労

様でした。 

 （事業者退室） 

会 長 
では、これより審議に入ります。 

事務局から、景観形成基準との適合について事前の確認状況の報告を

お願いします。 

事務局  景観形成基準との適合状況を報告（基準に合致しない点はなし）。 

委員Ｂ 駅間の一番人目がつくところの開発なので、街路樹という形で植えて

もらいたいなと思いました。建物を建てるときに残りの分をというのが

あったので、街路樹のように植えてもらえたら、それでいいなと思いま

した。 



事務局  今回は造成ということで計画にはありませんが、建物の計画が出てく

るころには、説明があったように、緑があふれるまちというのを作ると

いうことなので、道路沿いにはけっこう木があるはずです。そう聞いて

おります。現在の道路の中に街路樹をというのは、ちょっと道路幅が足

りないかなというところです。 

事務局 

委員Ａ 

用地に対して建ぺい率がある中で、まだ建築計画が具体的じゃないと

言いながらも、今回は戸建の住宅ではなく高層住宅と考えているところ

です。そうしますと、周辺には空地ができますので、そのところにおそ

らく樹木等を植えるというようになると思います。ですから、先ほど質

問のあった道路の関係も、西側のところは歩道がありませんが、そちら

の部分もめいっぱい建物が建つのではなく、少し離れた状態の中で、離

れたところは公開空地となろうかと思います。ですので、歩道がなくて

も、人が行きかうことはできるかと思います。道路に関しては南から北

への一方通行となっています。北側に停止線があって、横断歩道のマー

クがついているのではないかなと。ダイヤモンドは横断歩道があります

よと示す道路標示だと思いますけれども。北側の横断歩道の近くについ

ていますので、南から北への一方通行です。 

緑道のことにこだわっていて申し訳ないのですが、文化会館側ではな

い敷地側のブロック・フェンスはなくすことはできないのでしょうか。

むしろ、こちら側の敷地との連続性を取れるのであれば取った方がいい

のかなと思うのが意見でございます。それから、建物と緑道と広場の関

係を、非常にうまくとっていただきたいなと思う気がいたしました。ブ

ロック・メッシュフェンスは取れないものなのでしょうか。管理上の問

題とかいろいろあるかもしれませんが、取った方が、一体・一つとして

使えると思います。意見としてよろしいでしょうか。 

委員Ｃ 小田急さんの計画は 300 戸とか 450 戸とかのマンションだと思います。

例えば商業系だったらオープンにできるけど、住宅系だとなかなか（プ

ライバシーとか）難しいという向こうの都合という部分もあるのではな

いかと。下がってフェンスにするとか、そういう形はできると思います

ので。それはそれで、できたらお願いするということで。ないのが一番

いいのですが。 

委員Ｃ 市の方で駐車場の計画というのはないのですね。 

事務局 この中にはないです。 



委員Ｃ そうすると、建物を計画したときに、その決められた台数を確保する

という形になりますよね。 

事務局 かなり大きなものです。 

委員Ｃ そうなると思います。 

委員Ｂ 

事務局 

なるべくこの駅間地区に入れないでと言っていましたが、絶対、ここ

に迎えの車が来るようになると思います。使っている方もいますし。で

すので、ちょっと車が退避できるところが必要だと思います。今まで一

方通行だったところが、対面通行になっているところがありますよね。

あそこに、右も左もどっち向きも停車したら渋滞してしまうので、ちょ

っと幅を広くして、ちょっと停車できるところを作った方が、後々渋滞

しなくていいのではないかと懸念しています。もちろん、一時停止はダ

メですよとするのもいいと思いますが。それでも、やはり止めてしまう

人は止めてしまいますよね。どうでしょう。 

難しいところですが。警察との交通協議の結果、こういう形になりま

した。市の方でも、極力指導するようになるかなというところです。こ

の建物ができるより、西口の区画整理の方が先になるかなと思います。

向こうをどんどん利用している間に、こちらが工事になります。ですの

で、流れが向こうへちょっと変わるかなという気がしますが、そこは様

子を見ないとわかりません。 

委員Ｂ あと、無断駐輪している自転車が、小田急線のカーブのところにいつ

も何台かあります。おそらく、西口側に住んでいると、駐輪場が遠いの

でしょうね。駐輪場に止めて歩くのだったら、家から走って行った方が

早いというところもあります。小田急さんは難しいと言うるかもしれま

せんが、駅のなるべく近くに駐輪場を設けて止めてもらった方がいいの

ではないでしょうか。 

事務局 なかなか、この中に市の土地がないものですから難しいですけれども。

検討していきたいと思います。 

委員Ｂ 

事務局 

バイク置場はどこに、どのようになるのですか。 

今の、通路の下はなくなります。既存の自転車駐輪場が、ＪＲの駅を

越えて右側に行ったＪＲ沿いにあります。そこにバイクを置くのと、そ



のもう少し西側にもう一つ駐輪場があります。そこにも止めるようにし

ます。あとは、県道の海老名立体というように、いくつかに分散して、

それを吸収するような形です。 

委員Ｂ 通勤で使われる方も多いと思うので、しっかりお願いします。 

事務局 小田急さんが月極の駐車場をやっていたと思いますが、あれがなくな

っても、そんなに苦情めいたものがありません。周辺に時間貸しのとこ

ろとかありますよね。ああいったところで賄えているのかなと。今まさ

に、大きな区域の中で小田急さんが今までやっていて、かなり台数も止

まっていましたが、それが使えなくなっている状況の中では、うまく収

まっている状態です。 

会 長 
 それでは、他にご意見がなければこれまでとします。 

では、おはかりします。「小田急電鉄株式会社の開発行為」については

景観形成基準に適合しているということでご異議ないでしょうか。 

各委員 異議なし。 

会 長 では、答申書につきましては会長に一任させていただき、副会長と相

談の上作成したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

各委員 異議なし。 

事務局 ありがとうございました。 

では、引き続きまして４．その他として、ＪＲ海老名駅の西側で行わ

れております土地区画整理事業の状況につきまして、担当の市街地整備

課から説明をお願いいたします。 

市街地整備課 海老名駅西口の土地区画整理事業の状況についてご説明します。区画

整理には市施行と組合施行とがありますが、この地区の区画整理に関し

ましては、約 90 名の地権者の方々が組合を組織し、公共用地のために自

分たちの土地を拠出して、事業費を生み出したりして事業を進めている

という状況でございます。すでに造成工事がだいぶ進んでいますので、

ご覧になられている方もいられるかとは思いますが、今日は概要という

ことで説明をさせていただきたいと思います。それからＶＲというバー

チャルのイメージも用意していますので、ご覧いただきたいと思います。

まず、事業の概要からご説明させていただきます。事業名称は海老名

駅西口土地区画整理事業、組合施行ですので、海老名駅西口土地区画整



理組合が施行者となっております。事業面積は約 14.1ｈａです。この事

業区域の中で市が行う公共施設整備としましては、西口の中心広場、幅

員 16ｍの駅前１号線、その両脇にある幅員 10ｍのプロムナードがありま

す。その他の公共施設としては、街区公園や、多目的用地として駐バイ

ク場等の交通機能施設の計画もしています。地権者数は現在 92 名となっ

ています。事業の総事業費は約 54 億円と計画しています。 

スケジュールですが、昭和 59 年に市街化を予定する「保留区域」に設

定され、平成 21 年５月 24 日に準備組合が設立しました。その後平成 24

年 12 月 25 日に海老名駅西口土地区画整理組合が設立され告示されまし

た。併せて都市計画変更の告示もされたという形です。その後、平成 25

年２月に造成工事が着手されました。３月に仮換地の指定がありました

が、平成 25 年 11 月末現在で工事の進捗率は 38％で、今のところ予定通

りとなっています。この造成工事については平成 27 年５月に終了する予

定で動いています。その前、平成 26 年６月に使用収益が開始されますの

で、おそらく建物の建築についてはこの辺からスタートするだろうと考

えています。平成 27 年 10 月には大型商業施設である（仮）ららぽーと

海老名さんがオープン予定となっておりますが、平成 27 年 10 月に、市

としましては「まち開き」ということで考えています。こちらを目指し

て、事業を進めているところです。区画整理事業自体は平成 28 年３月で

終了となりますので、ここで組合は解散ということになります。 

区画整理事業自体としては面整備という形になりますが、その後、当

然新しいまちができます。そのまちづくりについて、土地区画整理組合

において海老名駅西口地区まちづくり協議会というものを組織し、まち

づくりのルールである、まちづくりガイドラインを作成しました。まち

づくり協議会のメンバーは、事業区域内６つのエリアに分かれている各

用地の代表者や、進出事業者である三井不動産、相鉄不動産、リコージ



ャパンなどによって構成されています。ゆくゆくは、このまちづくり協

議会を元に、まちづくりを管理していくエリアマネジメント組織として

法人化していきたいと考えています。 

まちづくりガイドラインの内容は、敷地、建築物、屋外空間、屋外広

告物等の規定について定めています。ガイドラインの中身については、

地区計画や条例で定められている規定に加えて、それらを超える規定に

ついても定めています。しかし、今現在、条例等を超える部分について

は努力義務規定となっておりますので、今後、努力義務規定の部分をど

のように担保していくかについて、検討を進めている状況です。また、

防災面、環境面に関するガイドラインも定めています。 

 地区内の大型商業施設として（仮）ららぽーと海老名さんと申し上げ

ましたが、４階建ての店舗建物と６階建ての立体駐車場を予定している

と聞いています。平成 26 年度初めぐらいに工事着工、平成 27 年 10 月に

オープン予定と聞いています。 

 （仮）ららぽーと海老名さんの横になりますが、高次機能複合用地と

呼んでいるところには高層マンションが建つ計画があります。相鉄不動

産によるマンションで、23 階建てと聞いています。 

 新しいまちのメインストリートになると思いますが、駅前１号線とプ

ロムナード沿いに建つ建物については、１階を店舗・事務所等のにぎわ

いを感じさせる施設を入れていただき、連続的に建物が並ぶことで、に

ぎわいを生むような計画をしています。上層部には商業・業務施設のほ

か、共同住宅等の建物が入るのではないかと考えています。 

 区画整理事業の概要については以上です。イメージ映像を流しますの

で、ご覧ください。 

（イメージ映像の放映） 

今ご覧いただいたバーチャル映像は、組合さんで作られたものです。

イメージですので、実際建つ画とは異なると思います。また、まち並み



についても地権者さんの土地活用となりますので、例えば平成 27 年 10

月の段階で、今ご覧いただいたまちが完成するかという部分については

ちょっと難しいかなというところはあります。しかし、こうしたイメー

ジでガイドライン等を作りながら、まちづくりを進めていきたいと考え

ています。以上です。 

事務局 担当課からの説明が終わりましたので、何かご質問がありましたらお

受けいたします。よろしくお願いいたします。 

委員Ａ エリアマネジメント組織について、現在、どのような議論がなされて

いるのですか。 

市街地整備課 エリアマネジメントとは、地元地権者が自分達の手で、自分達のまち

を考えていく。最終的には組織化を目指していますが、現段階では、ま

ちづくりのガイドライン作成に力点が置かれています。 

今後、組織化にあたり、ＮＰＯ法人とするか、株式会社とするか、ど

のような形態が当地区に相応しいのか、検討を進めます。 

また、公共施設の管理・運営についても指定管理を考えており、何を

どのように委託するか検討を進めます。 

土地区画整理組合は平成 28 年３月に解散となります。現在、ガイドラ

インのチェックは組合が行っているが、解散後のチェック機能をどうす

るか、早期に条例化が必要となることも考えられるので、併せて検討を

進めていきます。 

委員Ａ 独自ルールは、ソフト面とハード面と規定されているのですか。 

市街地整備課 項目としては様々な事項となっています。また、ルールは３区分に分

かれており、①条例等で規定されているもの、②自主ルールとして守る

べき事項、③「できれば」守ってもらいたい事項と分かれています。②

③について、行政側で担保できるか、抽出作業と方法について検討して

います。 

委員Ｃ 

市街地整備課

区域周辺道路の進捗状況はどうなっていますか。 

下今泉門沢橋線は県道であり、上郷河原口線・59 号線・307 号バイパ

スは市で整備を行うが、鋭意、用地交渉を進めています。 

上郷河原口線については、ＪＲをアンダーで交差する計画ですが、Ｊ



Ｒの都合や地権者交渉など、整備に向けて進めています。 

下今泉門沢橋線についても、県で鋭意進めていると思われます。 

委員Ｃ 状況からすると、西口が先行して完成することとなるのか。 

市街地整備課 今の状況では、西口土地区画整理事業が早くできあがると思われます。

南北軸は必要かつ重要な道路と認識していますので、鋭意努力して進め

たいと考えていますが、同時というは厳しい状況です。 

事務局 なければ、これまでとしたいと思います。ありがとうございました。 

閉会

事務局 
それでは、これをもちまして、本日の景観審議会を閉会とさせていた

だきます。 

本日は長時間にわたり、ご審議いただきましてありがとうございまし

た。 


