
平成 26 年度第２回 海老名市景観審議会 議事録 

開催日時等 平成 26年 11 月 21 日（月） 10：00～11：40    於 ３階 政策審議室  

議案 

議事 

・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 

議事 

（１） 日本郵便株式会社及び日本郵便輸送株式会社による開発行為（諮問） 

（２） 景観まちづくり地区について（報告） 

報告事項 

 （１）海老名駅西口地区プロムナードの景観について 

 （２）完了検査の実施報告等について 

出席委員 
◎会長 
○副会長 

◎飯塚 孝 加藤 仁美 遠藤 新 酒井道子 

青木 賢一 窪田 勝廣  
 委員７名中６名出席

公開の可否 公 開 傍聴者数 ０人 

事務局 

都市経済担当理事  澁谷浩一   まちづくり部 部長 濱田 望 

まちづくり部 次長 平本和彦   参事兼都市計画課長 志村裕之 

都市計画課 都市政策係 係長 山﨑 淳  主事 古谷 梢 

その他 

関係者 

 エム・ケー株式会社  営業部 次長 ・・・・・・・Ａ 

 株式会社 藤和設計  営業取締役 ・・・・・・・・Ｂ 

 株式会社 藤和設計  係長 ・・・・・・・・・・・Ｃ 

議事経過 

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 

（１）日本郵便株式会社及び日本郵便輸送株式会社による開発行為（諮問） 

   （海老名市中野三丁目 651 番１ほか 56 筆及び 706 番の一部） 

 結論：海老名市景観推進計画に基づく景観形成基準への適合を認める。 

    ただし、豪雨等による増水に伴う周囲への影響を抑制するため、緑地部 

    分の有効活用を図るなど、今後の建築物等の計画について配慮されたい。

（２）景観まちづくり地区について（報告） 

報告事項 

（１） 海老名駅西口地区プロムナードの景観について 

（２） 完了検査の実施報告等 

東京電力株式会社による鉄塔の外観変更（途中経過報告） 

 雪印メグミルク株式会社による工場増築（完了報告） 

 社会福祉法人ケアネットによる開発行為（完了報告） 

 トナミ首都圏物流株式会社による開発行為・建築行為（完了報告） 

※詳細は別添のとおり 



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け出の景観形成基準

への適合について」ということで、日本郵便株式会社及び日本郵便輸送

株式会社の件について、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願います。 

事務局 
・諮問内容の確認 

今回の議題は、日本郵便株式会社及び日本郵便輸送株式会社による開発

行為のご審議をお願いします。 

・諮問に至る経過 

諮問に至る経過についてご説明します。 

 平成 26 年 11 月 11 日付けで、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。今回は開発行為に関する審議となります。 

 届出書の写しは資料１となります。 

 今回の案件は開発行為ということで、都市計画法第 29 条に基づく県知

事の許可を必要とすることから届出があり、届出内容が開発面積 5,000

㎡を超えたことから、景観審議会に諮る案件となりました。 

・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 

事務局からの概要説明は以上となります。ここで、議長である、会長

にお尋ねします。 

本届出にかかる事業の詳細について、事業者から説明をいたします。

事業者を入室させてよろしいでしょうか。 

会長  それでは、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 ・事業者 Ａ、Ｂ、Ｃ 担当者自己紹介 

今回の案件の経緯と概要を説明させていただきます。計画地は、海老

名市中野三丁目 651 番ほか 56 筆及び 706 番の一部です。相模縦貫道海老



名インターチェンジから約 2.5 ㎞、県道 46 号線に面しており、開発区域

の面積は 49,998.95 ㎡となります。物流総合効率化法の認定を受ける、

特定流通業務施設になる予定です。 

事業者は日本郵便株式会社と日本郵便輸送株式会社になります。現在

は綾瀬市内にある綾瀬郵便局の全国から届いた郵便物、小包等を仕分け

る物流部門を本件の場所に移転させる予定です。今回は郵便物の窓口は

設置しないので、一般の方が来る施設ではありません。神奈川県西部地

域宛てに全国から届いた郵便物、小包等は計画施設内で仕分けを行い、

各集配郵便局に子会社である日本郵便輸送株式会社の車両により配送さ

れます。 

また、各集配郵便局で集荷された郵便物、小包等は計画施設内で仕分

けを行い、日本郵便輸送株式会社の車両により全国に配送されます。業

務の性質上２４時間の稼働となり、１日あたりの車両の出入りは、平均

で６７４台となります。内訳は１０トン車が３２８台、４トン車が３４

６台の計画となっております。この数値は計画数であり、これからの時

期はお歳暮であったり、年賀状であったりと時期によっては、計画数に

加えて車両の出入りがある予定です。 

緑化計画については、敷地内開発面積に応じた緑化を神奈川県土地利

用調整条例に基づき、開発区域内の緑化を２５％の基準で行っています。

敷地内周囲に歩道の設置を予定しており、その歩道の内側に敷地周囲を

囲むように、連続性をもたせた緑化を予定しています。また樹種につい

ては、現在建物について検討中ということがあり、樹種についても併せ

て検討しております。 

切土及び盛土についてですが、現況の田ということがあり、大半が既

存道路より敷地が下がっているため、東側の県道にすり合わせることを

計画としており、敷地のほとんどを必要最低限の盛土として計画してい

ます。 

土留めについて１ｍ程度の擁壁を設置しますが、上部の張り出しは行

いません。ごみ集積所について、意匠については検討中ではありますが、

位置については、敷地の北東の門付近を予定しており、分別されたごみ

を集積します。 

以上で説明を終ります 

会長 ただいま、説明が終わりました。事実確認と事業概要なる質問があり

ましたら、お願いいたします。 

委員Ａ 緑化計画について、神奈川県土地利用調整条例に基づき 25％というこ

とであったが市の基準はあるのかということが一点。もう一点は、土地



利用計画図に記載のある「公共緑地」は道路を挟んで位置しているがど

のような活用をされていくのか。 

事業者 市の基準は区域面積の 20％となっていますが、今回は基準の厳しい神

奈川県の基準である 25％を採用して事業を進めています。 

公共緑地は区域面積の３％を設置する基準があり設置しています。公

共緑地には植栽を行い、管理は事業者が行います。 

委員Ａ 公共緑地と西側の住宅地との間に用水路があり、盛土が計画されてい

ることから、高低差が出るという点については、擁壁が出来るというと

らえ方でよろしいか。 

事業者 公共緑地の場所の現況が畑となっておりますのが、若干の盛土は行う

が、現状の高さが公共緑地の高さとなると考えています。 

委員Ａ 断面図を見ると盛土されているように見受けられるが。 

事業者 公共緑地北側については道路面と摺り合わせとなっていますが、高低

差が出る箇所についてはＬ型擁壁の構造図の土留めを水路際に設置させ

ていただきます。 

委員Ａ 心配なのは、昨今の豪雨等による被害だが、こうした被害が及ぶ可能

性は考えられないか。 

事業者 市の基準により、雨水の排水計画も検討しておりますので大丈夫です。

また、地元の方の話によりますと、秋に刈った稲の葉材が水路に流れて

しまい、水が溢れてしまうということを聞いています。  

現存する農地用の用水路及び排水路については、現状のもの又はそれ

以上の幅や深さのものを入れさせていただいているので、機能が極端に

損なわれることはないと理解しています。 

敷地内については、県条例で敷地面積に応じて、水を貯める調整池の

設置も指導があります。これについては、確定ではないが建物の下に、

プールのようなものを設け、そこに一時雨水を貯めておき、ある一定の

量になると、県道側の水路に流れていくような計画となっています。 

委員Ａ 用水路の件ですが、敷地外であるが事業者側で付け替えていく可能性

があるということか。 

事業者 敷地内の中央に南北と東西に市道があり、そこにある排水路や用水路

を、西側にできる新しい道路に、今以上または現状を維持した規模の物

を付け替えて設置する予定となっています。 

質問に出ました、公共緑地の西側の用水路は敷地外なので、そのまま

となります。 



委員Ｃ  関連する質問となるが、開発区域面積が 50,000 ㎡に近いということで、

市及び県の農業委員会にかからないので質問ですが、排水について秋の

台風では水害について、開発予定地自体が一時的な遊水地の機能を果た

していた。ところが、この場所がすべて埋まってしまうということは、

説明では排水路が現在よりも大きくなり、県道側の水路に流れていくと

いう話でしたが、まず、永池川に流れていくが水域によってはいっぱい

になってしまう。 

今年の水害の時には上から 1ｍが最高水位であったが、あと少し水位が

上がるとこの水路は機能しなくなる危険性がある。外周の水路は飲み込

みが悪いので、良い水路を整備してもらわないとこれだけの面積の水が、

その下に行くわけですから、そこにある住宅は床下浸水になる可能性が

ある。 

事業者 開発指導要綱に基づき、市の指導を受けながら事業を進めており、近

隣の生産組合の皆様とも相談させていただいており、県道側の水路が溢

れるということに関しては、地域全体の問題であり今回の計画だけでは

難しいことです。 

そこで水路についても現況あるいは現況以上の水路の設置と建物の下

に計画している調整池の設置ということで進めています。 

委員Ｂ 公共緑地は、フェンスで囲われる形態か。一般の人が出入りすること

が出来るのか。 

事業者 公共緑地については事業者管理ということもあり、周囲をフェンスで

囲う状態を検討しています。 

委員Ｃ 盛土の高さが、1ｍ程度ということであるが、現在の道路よりも 30 ㎝

ほど高いということで良いか。 

事業者 平均的には 30 ㎝程度、現状の道路より敷地の高さが上がります。場所

によっては道路の高さが違うので、多少の前後はあります。断面図を見

ていただくと、道路との高低差を確認いただけます。 

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）。 



会長 では、ご意見、指摘事項などありましたらお願いします。 

委員Ｄ  まちと暮らしの中で、良い生態系があったりして色々なシステムが成

り立ったうえでできる環境を、どのようにして周囲と調和させていくか

ということが大切となる。質疑応答の中でも、降雨の話や周辺の耕作環

境が成り立っていくのかどうかが論点になることは自然なことである。 

50,000 ㎡の面積を開発していくということは、景観上の問題にもなり、

水路に流すという対応を行うということだが、敷地単位での雨水流出抑

制の基準に加えて、安全を考えて取り組んでいくことが大切である。 

 具体的には、まとまった緑地がたくさんあり、その緑地は雨水を貯め

て蒸発させることができるので、緑地の形態や駐車場のアスファルトを

どう考えているかなど敷地単位で考える雨水対策はたくさんあるので、

単に用水に流すということは避けるべきだと思う。今回は開発行為に対

する審議なので、次の建築の審議までの間、市と協議を十分にしていた

だきたい。 

委員Ｂ 短時間で警報が出るくらいの雨が降ることもある。水が溢れてしまい

困ってしまうのは近隣に住む方々や、耕作を行う人たちである。経済的

にも困ると思うので十分な「備え」を行ってほしい。 

委員Ｃ 永池川の排水にも限度がある。排水を整備しても一時的である。敷地

内できちんと貯めることが出来る方法を取らなければならないと考え

る。 

委員Ｄ まとまった緑地があるので、樹種の話は当然考えていくが、樹種の話

以上に、緑地としての機能の中で、どうやって水を貯めていくデザイン

を考えてもらう必要はある。 

委員Ｃ 近隣で言うと、キリン物流は、道路面より緑地の方が高くなっていて、

そこに木が植えてある。 

委員Ｄ 水を貯めることのできる地形のデザインを敷地内で作ることは、開発

行為では行っているので水を誘導することを考えて取り組んでほしい。 

委員Ａ 「擁壁の前面への緑化」という項目があるが、擁壁が出来た後も緑化さ

れるだけでも感覚的に違うと思う。特に西側の宅地側は緑化されるとだ

いぶ違うので、そのあたりも配慮していただきたい。 

会長 他に意見が無ければこれまでとします。それでは、お諮りします。 

今回の日本郵便株式会社及び日本郵便輸送株式会社による開発行為に

ついては、景観形成基準に適合していることで、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、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 

景観まちづくり地区について（報告） 

会長 それでは議事（２）に入ります。 

景観まちづくり地区について事務局より説明をお願いします。 

事務局 ・景観まちづくり地区の指定の趣旨、経過の説明 

・景観まちづくりの提案区域、各地区の面積の説明 

・各地区における景観形成方針の説明 

・届出を要する行為の説明 

・行為についての制限の説明 

・景観法に基づく同意状況の説明 

・景観推進計画の改正についての説明 

・今後のスケジュールの説明 

事務局からの報告は以上です。 

会長 事務局から説明が終わりました。本件は報告でありますのでこれまでと

します。 

報告事項 

会長 報告事項について事務局から説明をお願いします。 

事務局 それでは、海老名駅西口地区プロムナードの景観について説明させて

いただきます。（以下について資料、写真映写により報告） 

 ・プロムナード等の整備概要 

引き続き、完了検査の実施報告について説明させていただきます。（以

下について資料、写真映写により報告） 



 ・東京電力株式会社による鉄塔の外観変更（途中経過報告） 

 ・雪印メグミルク株式会社による工場増築（完了報告） 

 ・社会福祉法人ケアネットによる開発行為（完了報告） 

 ・トナミ首都圏物流株式会社による開発行為・建築行為（完了報告） 

報告は以上です。 

会長 事務局からの説明が終わりました。 

何かご意見がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

それでは、本日の議事については以上です。ご協力ありがとうござい

ました。進行につきまして、事務局にお返しいたします。 

事務局 長時間にわたりご審議いただきありがとうございました。 

開発行為について諮問をさせていただきました。答申書につきまして

は会長の方で作成していただきますが、その際、本日いただきました意

見につきましては附帯意見として反映していきますので、ご承認いただ

きますようお願いいたします。 

 景観まちづくり地区につきましては、次回の景観審議会にて再度、詳

細について説明するとともに、ご意見を伺いながら、先ほど説明したス

ケジュールにより進めて参ります。その間にご質問等ありましたら随時

お答えしたいと思います。 

 それでは、本日の景観審議会を閉会とさせていただきます。長時間に

わたり、ご審議をいただきましてありがとうございました。 


