
平成 29年度第１回 海老名市景観審議会 議事録 

開催日時等 平成 29 年 4 月 21 日（金） 10：00～11：30 於 市役所７階 705 会議室  

議案 

議事 

・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（諮問） 

（１）小田急不動産株式会社、三菱地所レジデンス株式会社による建築行為 
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事業者４名 

（小田急不動産株式会社、株式会社アール・アイ・エー、三井住友建設株式会社） 

議事過 

・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（諮問） 

（１）小田急不動産株式会社、三菱地所レジデンス株式会社による建築行為 

（海老名市めぐみ町 512 番 11） 

結論：平成 29年 4 月 11 日付け海都計発第２号で諮問のありました標記の件に 

ついて、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ます。

なお、以下の項目を意見として申し添えます。 

１ マンションの管理について、適切な景観を維持できるように努められた

い。



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(諮問) 

会長 それでは審議に入ります。 

「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、建築物に関する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 小田急不動産株式会社と三菱地所レジデンス株式会社による建築物の

届出について、概要を説明させていただきます。 

今回は建築物の階数が 15 階を超えるため、景観審議会の審議案件に該

当します。 

・建築物の概要の説明 

・建築場所及び地区指定の確認 

・届出地点の状況を写真等で確認 

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 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 各自己紹介） 

事業者 本件の計画概要について説明します。今回の建築物は海老名駅駅間での

マンション建築となります。段丘都市をコンセプトに駅前にふさわしい景

観を創造し、海老名駅の価値をさらに高めていきたいと考えています。付

近に文化会館、図書館があり、人々の往来が多い場所であるため、アイレ

ベルでの景観を創造していきたいと考えています。 



以下について詳細を説明。 

・計画概要 

・コンセプト(段丘都市、都市デザインイメージ) 

・高層部、低層部のデザイン 

 ・壁面の色彩 

 ・植栽計画 

 ・駐車場、駐輪場 

 ・塀、柵 

 ・屋外設備の景観配慮 

会長 説明が終わりました。事実確認、事業内容等についての、御質問があれ

ばお願いします。審議については、事業者退室後行います。 

委員Ａ 発電機はどのような設備に使われますか。 

事業者  非常用のものであり、消防用設備やエレベーター等の電気設備に使用し

ます。防災用として 72 時間使用できるように計画しています。 

委員Ｂ 質問が４つあります。 

１．段丘都市をコンセプトにされるとのことですが、このエリアでその

ような地形があるのか、海老名市の特徴を考えられてのことか、どちらで

しょうか。 

２．デザイン構成に関して、眺望の御説明がありましたが、内容が居住

者のためのものであったと思います。周辺の眺望に与える影響の観点から

はいかがでしょうか。 

３．緑化計画について、配置計画の御説明をお願いします。 

４．都心部では、タワーマンションは外国人の投資対象となっているケ

ースがあり、管理費が支払われない等の問題があります。管理が行き届か

ないと景観上も悪影響があると考えられますので、マンション管理につい

てどう考えられているのか教えてください。 



事業者 １．海老名市全体の地形を考慮したものであり、市を象徴するコンセプ

トとしています。また、駅間区域内でも自由通路デッキとの段差をコンセ

プトに含めています。 

２．周辺からの眺望につきましては、建物のコーナーをガラスにするこ

とで景色に馴染むデザインとしています。 

３．植栽配置につきましては、歩道側はシラカシ等の常緑樹、イロハモ

ミジ等の落葉樹を織り交ぜており、常に緑がある状態と、四季を感じるこ

とができるようにしております。また、屋外設備を隠すための樹木や、コ

ンビニ側の樹木については常緑樹として、景観に配慮しています。 

４．都心部ではマンション投資の問題がある事は認識しておりますが、

主にワンルームが対象と考えております。今回の計画では１ＬＤＫ以上の

構成としていますので、一部地元の方等の投資目的購入はあるかもしれま

せんが、主には住んでいただくことを目的としています。また、管理は関

連会社に委託する予定であり、しっかり管理していきたいと考えていま

す。 

委員Ｃ ガーデンテラスは 28Ｆのみになるのでしょうか。 

事業者  共用部にしか作れないことから、１フロアのみとなります。その他には

北西面の２Ｆ～15Ｆに壁面緑化を施す予定です。 

委員Ｃ このような高層マンションでは洗濯物はバルコニーに干すのでしょう

か。高層階から落下すると危険ではないでしょうか。 

事業者 規約上はバルコニー内に干すのは問題ありません。ただし、手摺に布団

等を干すのは禁止となります。洗濯物の落下につきましては、これまでの

実績で特に問題は聞いておりません。 

委員Ｄ マンション北側のセントラルプロムナードを整備すると車の動線は変

わりますか。 

事業者 プロムナードは歩行者用となりますので、車の動線は変わりません。 



委員Ｂ 駅間の開発計画全体を御説明いただけませんか。なぜ一気に開発するの

ではなく、段階的な計画なのでしょうか。 

事業者 ボリュームが大きいので、段階的な開発計画となっております。 

現在、自由通路の東側に接続する商業施設を着工しています。さらに東

側のオフィス棟につきましてはまだ検討段階です。自由通路西側のサービ

ス施設につきましてもマスタープランの中で検討段階です。 

住宅側につきましては、今回のＡ棟の１年後にＢ棟を計画しており、Ｃ

棟については市場を見ながら決めていくことになります。一気に全てを進

めるのはリスクがあるため、順次段階的に進めていき、2025 年を目途に

完了する予定です。 

委員Ｂ 全体の面積はどれくらいですか。 

事業者 道路や公園等を除いて 35,000 ㎡くらいです。 

委員Ｃ プロムナードは誰でも通行可能でしょうか。 

事業者 歩行者は通れるようにする予定です。 

事務局 事業者の計画はこのとおりですが、海老名市としては、プロムナードは

まだ検討中です。ちなみに駅間全体としての開発許可は既に下りて、完了

している状況です。 

委員Ｂ 歩道沿いの樹木はフェンスの内側か外側かどちらに植えますか。 

事業者 南側の歩道沿いは内外両側に植えます。屋外設備の目隠しとして植える

場所はフェンスの外側に植えます。プロムナード側にも植樹し、最終的に

はオープンな空間にする予定です。 

委員Ｂ 段階的に開発されるというお話がありましたが、風害については検討さ

れていますか。 

事業者 風のシミュレーションを行っております。段階的に開発していきます

が、最終的に問題にならないように対策を行っております。 

委員Ｃ 駐車場はＡ棟とＢ棟共用のものになりますか。 



事業者 別々になります。車道への出入り口も別になります。 

委員Ｂ 日影規制はあるのでしょうか。 

事業者 当該地は商業地域ですのでありませんが、北側の規制対象のところには

掛からないようにしています。 

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。ありが

とうございました。 

 （事業者退室） 

会長 それでは、これから審議に入ります。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。 

 （事務局からポイントの整理と景観形成基準との適合について報告） 

会長 ただいまの報告の内容について質問はありますか。 

委員Ｃ 植栽計画について、大人には良い広場や遊歩道になると思いますが、子

供が遊べる広場が付近にありません。マンションの住人にも一定の割合で

子供はいると思いますので、市でボール遊びができる公園や、遊具がある

公園を整備できませんか。 

事務局  一部自治会からも同様の要望は出ています。ボール遊びにつきまして

は、場所によっては注意喚起をしておりますが、特に規制はしておりませ

ん。ただし、海老名駅の近くに遊具のある公園が少ないのは間違いない状

況です。駅近くに遊具を設置するといたずら等の目的外使用をされる問題

もあり、管理が難しい事情もあります。 

委員Ｃ 例えば扇町の公園はボール遊びをすると、すぐに外に出てしまいます。

ボールが出ないようなフェンスを作れないでしょうか。 

事務局 利用者と周辺に住まわれている方で要望が異なるので難しい部分があ

ります。フェンスで囲むと閉鎖的になってしまったり、目隠しがあると防

犯上の問題が発生したりします。扇町の公園は木を植えて間もなく、最初

なので、ものも少なくしている状況です。 



事務局 フェンスを設けると、ボールをぶつけることによる騒音の苦情が来る可

能性もあります。 

委員Ｃ フェンスがある公園は少なく、設置されている公園に、わざわざ遠くに

住んでいる子供達が野球をしに来ていると話を聞いたことがありますの

で、お伝えしておきます。 

委員Ｂ 駅前は子育て世帯が多いので公園は重要だと思います。 

ちなみに駅間の地区計画は、地区整備計画はあるのでしょうか。 

事務局 地区整備計画を定めており、形態制限もありますが、当該建築物は問題

ないと判断しております。 

委員Ｂ チェックシートで「空と遠方の山並みや丘陵地等への眺望の配慮」は対

象外との説明がありましたが、周辺からの眺望の観点で対象外とするのは

適切なのでしょうか。 

事務局 景観推進計画で海老名駅周辺地域を対象外と定めておりますので、チェ

ックシートも対象外となります。周辺からの眺望につきましては、「周辺

との調和への配慮」の中に「中高層の建築物であるため、当該建築物の高

層部の色彩及び形状について、空との調和に配慮している」の項目があり

ますので、今回はその観点でチェックさせていただきました。 

会長 他に御意見がなければ、これまでとします。 

それでは、お諮りします。 

「小田急不動産株式会社、三菱地所レジデンス株式会社による建築物の

新築」については 景観形成基準に適合しているということで御異議ござ

いませんか。 

各委員 異議なし 

会長 それでは答申書につきましては、会長に御一任いただき、副会長と相談

の上作成したいと思いますが、何か御意見はありますか。 

各委員 異議なし 



会長 ありがとうございます。 

御異議ありませんので、そのような形で市長に答申させていただきま

す。続いて、次第の５「その他」ですが、何かありますか。 

ないようですので、以上とします。 

審議会の円滑な進行に、御協力をいただきまして、ありがとうございま

した。進行を事務局にお返しします。 

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。 

長時間に渡り、慎重な御審議をいただき、ありがとうございました。 


