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深沢地域整備事業の修正土地利用計画（素案）に関する意見公募結果について 

 

意見公募手続（パブリックコメント）によって皆さんからお寄せいただいた意見と、市の考え方を紹介します。 

○ 意見提出件数： 989件（内訳：窓口583通、郵送161通、ＦＡＸ87通、電子メール158通） 

 

※公表の取扱いについて 

○ 意見公募手続（パブリックコメント）は、多様な意見をいただくことが目的であることから、類似の意見を集約し、分類別にしたものを「意見概要」としています。 

項目

番号 
大項目 小項目 意見概要 市の考え方 

1 

修正土地利用計画（素案）

について 

・なぜ鎌倉駅周辺、大船駅周辺と並ぶ第三の拠点を作る必要があるのか。 

・全体としてどのような市の姿を作り、その中で深沢地区に何を置くのか、何が必要かについての説明がある

とよいと思う。 

・なぜ素案を策定するのか。 

・深沢地域整備事業は、鎌倉市としてはかつてないほど大規模なものであり、その土地利用に関して、社会情

勢の変化を察知して計画変更がなされようとしていることは喜ばしい。 

・深沢地区のまちづくりは、人口減少、少子高齢社会の到来、防災機能の拠点化等、本市

の抱える課題解決に資するため、鎌倉駅周辺、大船駅周辺と並ぶ第三の拠点形成を目指

すこととし、平成 22 年９月にこれまでの土地利用計画（案）（以下「平成 22 年計画（案）」

という）を策定し、まちづくりを進めてきたものです。 

・しかし、平成 26 年 12月市議会で「広く市民意見を反映してほしい」との議会陳情が採

択されたこと、また、社会情勢の変化や市民ニーズが多様化したため、改めて、市民の

皆さんの意見等を反映するため、新たに様々な立場の市民の方々に参加いただき、「深

沢地域整備事業のまちづくり意見交換会」を開催し意見等をとりまとめ、それらの意見

等をもとに、専門家や民間事業者ヒアリング、市内部の関連課と調整を行い、本年６月

に修正土地利用計画(素案)を確定したものです。 

・この素案では、まちづくりのテーマ『ウェルネス』、土地利用のコンセプト『健康生活

拠点 深沢』をもとに、まちづくりの理念、まちのコンセプトを見直し、深沢地区に導

入するまちの機能の具体化を図りました。 

2 

コンセプト まちづくりの

理念 

まちのコンセ

プト 

・従前の土地利用計画（案）は、きちんとしたまちづくりの理念やコンセプトに基づいたものではないという

問題があり、昨年開催されたまちづくり意見交換会での議論も散漫になり、両論併記にならざるを得なかっ

たと思うが、今回、今更という感はあるが、理念・コンセプトを定義したことは評価できる。 

・まちづくり意見交換会のとりまとめ結果をもとにコンセプトが出来たとあるが、両論併記のまとめから出来

たにしては唐突感が否めない。今後の議論に期待したい。 

・まちづくりの方向として「ウェルネス」を掲げることは時宜に適うと思う。 

・土地利用のコンセプト「健康生活拠点 深沢」は将来を見据えた素晴らしいコンセプトであり、先進的な「健

康生活拠点」を築いてほしい。 

・「ウェルネス」をテーマとしたまちづくりを、より市民に伝わるように明確化した「人とまちのヘルシーエ

イジング 鎌倉深沢」というコンセプトに賛同する。 

・ウェルネスというキャッチコピーとプロットプランが結びつかなくわかりにくい。あまりにもいろいろな要

素を 1つの地域に入れすぎている。何をやりたいのか、市の政策の意図が見えない。 

・ミクストユースを目指しており、持続可能なまちづくりとして評価できる。 

・平成 22年計画（案）については、平成 16 年９月に市民参画のもと策定した「深沢地域

の新しいまちづくり基本計画」におけるまちづくりのテーマ『ウェルネス』をもとに、

土地利用のコンセプトを『健康生活拠点 深沢』とし計画づくりを進めてきたところで

す。 

・しかし、社会情勢の変化や、市民ニーズが多様化したこと、さらには、市民の皆さんか

ら、まちづくりのテーマ等がわかりにくい、イメージできない等の意見をいただいたこ

とから、まちづくりのテーマ『ウェルネス』を掘り下げ、より市民の皆さんにわかり易

くすることを目的に、構成コンセプトを導き出し、これらのコンセプトから滲み出す『場』

を深沢地区と位置づけ、まちのコンセプトを『人とまちのヘルシーエイジング 鎌倉深

沢ウェルネススクエア』とし、その実現方策を土地利用の方針としたものです。 

3 

コミュニティ 

賑わいの創出 

・既存のコミュニティと新しいコミュニティが融合できるような環境づくりを優先し、ウェルネススクエアの

ブランディングをしてほしい。 

・理念、コンセプト、土地利用の方針を見ると修正されているが、「深沢のまちづくりでは、単に、他の都市

にある施設より大規模な施設をつくるという視点ではなく、子どもから高齢者、住民から来訪者、働く人、

さらにはこれらの方々と行政が共に関わり合う良質な生活文化とコミュニティを実現する」という方向に変

わったと思う。 

・崇高な理念を掲げているが、その実現のためには市民の理解と協力、近隣市町村との連携・協調が欠かせな

い。深沢地域が閉鎖的、独善的でなく、外に向かって開放的で友好的であることが素案の中で読み取れるこ

とを望む。 

・総合体育館を含め、世代間のコミュニティの場としてほしい。 

・まちづくりの理念にあるように、人と地域のつながりが希薄化していると思う。 

・「賑わいの創出」は行政機関のみでは困難で、市民の活動と共に実現できるものと思料する。 

・「スポーツを中心とした賑わいの創出」は当地区のめざすべき方向として同意する。 

・深沢地区のまちづくりでは、構成コンセプトの一つに「コミュニティ」を位置づけ、住

民、来訪者、働く人の良質な交流・出会いの場の創出、まちへの誇り、愛着（シビック

プライド）の醸成に向け、住民と行政の社会参画によりまちづくりを実現するとしてい

ます。このコンセプトの実現には、深沢地区で新たに形成されるコミュニティと深沢地

区周辺の既存コミュニティとの連携が必須であり、この連携によって人と地域のつなが

りが強化できると考えています。 

・また、深沢地区だけでなく、周辺地区との協調等も重要と考えていることから、深沢地

区及びその周辺地区が一体となってまちづくりを進めていきたいと考えています。 

・近隣市、特に藤沢市村岡地区との連携・協調については、深沢地区のまちづくりにも重

要なことから、平成 22 年計画（案）に引き続き、修正土地利用計画(素案)に係るシンボ

ル道路の方針や修正土地利用計画図にも「村岡地区との連携」と記載しています。 

・「賑わいの創出」については、ご指摘のとおり行政のみでは実現困難なことから、土地

利用では、行政施設街区、公園・行政施設街区、ウェルネス機能が導入される業務施設

街区、さらには、商業施設街区が効果的に連携できるよう配置するなど、住民、民間事
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業者、行政が一体となってまちづくりを実現することとしています。 

・そのためには、住民や民間事業者、行政が協同するエリアマネジメントの実現が必須と

なることから、今後、策定する「鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン」において、

実現方策等を検討していきたいと考えています。 

4 

土地利用に

ついて 

方針について ・土地利用の方針の各施策について、具体的な方策等を示してほしい。 

・「業務施設の方針」の「医療、福祉、介護などの機能を導入し」の記述について、子育て支援のような若い

世代に向けた記載を入れてはどうか。 

・「公園・緑地・調整池／ウォーキングコース・散策路・眺望ポイント」の「公共公益施設、民間施設、泣塔

等からの眺望に配慮」の記述について、このほかにも湘南深沢駅からの眺望があるとまちの魅力向上にも資

するため、湘南深沢駅も加えてほしい。 

・土地利用の方針については、今後、権利者や民間事業者等の協力を得ながら、地区計画

やまちづくりガイドライン等を策定し、具体的な方針を示してくことになります。 

・持続可能なまちを実現していくためには、多世代の方に有効な機能の導入が重要である

ことから、ご指摘のとおり、業務施設の方針には、医療、福祉、介護だけでなく、子育

て支援の視点も追記します。 

・深沢地区に建物を建築する際には、地区計画やまちづくりガイドライン等により周辺の

景観に配慮した建築となるよう、今後、誘導していきたいと考えております。また、湘

南深沢駅の高さや配置を考慮すると、湘南深沢駅からの眺望の確保は難しいため、眺望

ポイントとして、公共公益施設、民間施設、泣塔を事例として挙げています。 

5 

土地利用全般 ・この広い土地をどのように活用するのか。 

・深沢地区で無理に機能を完結させようとしているように感じる。 

・この素案は、看護大学がなくなり、業務施設用地を２ヶ所にしただけである。 

・今回の理念やコンセプトからは、大型商業施設や高層マンションという発想は生まれないし、シンボル道路

も何のシンボルなのかわからない。シンボル道路も商業施設も不要ではないか。 

・鎌倉市には、防災、高齢者、待機児童、インフラ、新ごみ焼却施設の多数の問題があるが、商業施設、住宅、

健康施設、20ｍのシンボル道路が必要なのか。 

・公園・行政施設と商業施設、業務施設、工場・市場施設等とが一体となってウェルネスのコンセプトを作り

出せる環境・雰囲気作りが重要である。 

・深沢地区のまちづくりは、これまで市民参画のもと策定してきた「深沢地域の新しいま

ちづくり基本計画」（平成 16 年９月）や「深沢地域の新しいまちづくりビジョン」（平

成 21 年６月）の中で、商業、業務、住宅等の機能の他、総合情報センター的機能、保健・

医療・福祉・スポーツ関連機能、都市・生活サービス機能、文化・教育機能等を導入機

能候補として位置づけており、これらをもとに、平成 22 年計画（案）を策定しました。 

・しかし、平成 26 年 12月市議会で「広く市民意見を反映してほしい」との議会陳情が採

択されたこと、また、社会情勢の変化や市民ニーズが多様化したため、改めて、市民の

皆さんの意見等を反映するため、新たに様々な立場の市民の方々に参加いただき、「深

沢地域整備事業のまちづくり意見交換会」を開催し意見等をとりまとめ、それらの意見

等をもとに、専門家や民間事業者ヒアリング、市内部の関連課と調整を行い、本年６月

に修正土地利用計画(素案)を確定したものです。 

・具体的には、これまで核的施設としていた看護大学に代わり業務施設街区を２箇所に分

散することで、構成コンセプトの一つである『ヘルシー（健康維持・増進）』の実現を

図る機能の導入の可能性を高めるとともに、隣接する行政施設・公園との連携の可能性

を高めました。また、行政施設・公園の集約化、湘南深沢駅交通広場等の形状変更等に

より、『コミュニティ（交流・出会いの場）』『アクティブ（暮らし方・働き方・楽し

み方）』『セーフ（安全・安心）』等の実現を図る機能の導入の可能性を高めました。 

・シンボル道路については、片側 10ｍ（車道 3.0ｍ，路肩 0.5ｍ，路上施設帯 0.5ｍに加え、

自転車道 2.0ｍ，植樹帯 1.0ｍ，歩道 3.0ｍ）とし、ゆとりある歩行空間を確保するため

に 20ｍとしています。また、歩道の緑化、沿道のセットバック等による歩行空間の確保

により、歩車道と沿道建物が一体となった良質なまち並み景観の形成、さらには賑わい

や交流の創出に資する重要な道路と考えています。 

・深沢地区のまちづくりの実現には、地区全体が一体となることはもちろんのこと周辺地

区との協調等も重要と考えていることから、深沢地区及びその周辺地区が一体となって

まちづくりを進めていきたいと考えています。 

6 

行政施設 ・消防本部の位置をモノレール側にするよりも柏尾川側にする方が出動などのアクセスの点では良いように思

う。 

・行政施設は不要。順次建替えは必要かもしれないが、効率化すれば大きなものは不要。深沢地区に入れるの

は安易すぎるように思う。 

・行政用地に本庁舎を移転し、新庁舎に県の施設や国の施設を誘致し市税の軽減を図るべき。また、現本庁舎

の跡地を有効活用し、鎌倉駅西口ロータリーの整備による交通渋滞の緩和を図ってほしい。 

・「地域包括ケアシステム」の構築のためにも、総合福祉センターを建設してほしい。 

・専門分野別に本が揃った図書館がほしい。 

・保育所がほしい。 

・天気に関係なく遊べ、体育館、図書室、美術室がある児童館がほしい。 

・平成 26年度に策定した「鎌倉市公共施設再編計画」において、深沢事業用地への移転・

集約を位置づけている行政施設は、総合体育館及び消防本部です。 

・消防本部については、管轄区域各所へのアクセス性などを考慮するとともに、防災機能

の拠点化、防災力の向上を図るため、総合体育館、公園等との連携が可能な位置としま

した。 

・保育園、幼稚園、老人施設等については、構成コンセプトである『ヘルシー』にも合致

するため、今後、民間事業者との連携も含め検討していく事項と考えています。 

・また、修正土地利用計画（素案）は、市民参加のもと開催した「深沢地域整備事業のま

ちづくり意見交換会」等の議論を基に、行政施設街区等の規模や配置を確定しています。

ごみ焼却施設については、区域内の市有地に建設する予定がないことをご理解下さい。 
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・保育園、幼稚園、小中学生の勉強のできる場を集合的に作り、健常型の老人施設も併せて作り知識や経験の

伝承も出来るとよい。 

・商業施設、住宅地等が出来た場合、人口が増加し、ごみや汚水も増えると考えている。よって、それらの増

加分も含めて解消するため、事業区域内の市有地にごみ焼却施設を建設することを再検討してほしい。 

7 

住宅 ・当たり障りのないどこにでもあるような集合住宅を作るのではなく、周囲に商業施設や様々な施設が集約さ

れるのですから、高齢者が住みやすい住宅を目指してほしい。 

・出来るだけ高級感を出し、従来の深沢のイメージをグレードアップしたい。また、大船－江ノ島線（モノレ

ール）、鎌倉－藤沢線（村岡）の接点で、鎌倉旧市街、大船に次ぐ、第三の拠点として、若い人のまち、新

しいまち深沢を目指すことが望まれる。 

・福祉充実の実現にも、マンションを増やすことは無駄だと考える。空き家対策など、できる政策がまだある

のではないか。 

・マンションは深沢に適さない。 

・4.1haの根拠を教えてほしい。 

・計画人口 3,100人はどうなったか。 

・修正土地利用計画（素案）の住宅街区については、子供、子育て世代から高齢者まで幅

広い年齢層のライフスタイルやウェルネスサイクルに対応するため、都市型住宅や戸建

住宅等、多様な住宅の導入を可能にするため、大街区化し自由度を持たせる計画としま

した。また、深沢地区のまちづくりは、シンボル道路を中心に歩車道と沿道建物が一体

となった良質なまち並み景観の形成を図ること、良質なまち並み空間を活用した賑わい

や交流の場の創出を土地利用の方針の一つとしているため、これらの方針に沿ってまち

づくりを進めていくことで、人もまちも共に健康で、『地域で愛され続けるまち』を実

現することができると考えています。 

・住宅街区の規模については、平成 27 年度に実施した「深沢地域整備事業のまちづくり意

見交換会」において、建物高さ・密度の議論の際、様々な意見をいただきました。その

ため修正土地利用計画(素案)では、都市型住宅や戸建住宅がバランスよく配置できるよ

う、平成 22年計画(案)で地区南側にあった２つの住宅街区を一つに集約し大街区化を図

るとともに、湘南深沢駅交通広場等の位置・形状を変更したことから、約 4.1ha となっ

たものです。 

・計画人口については、土地利用の方針にも記載のありますとおり、パブリックコメント

における意見や鎌倉市の人口の将来展望などを考慮し、今後、適切な計画人口を設定し

ていきたいと考えています。 

8 

商業施設 ・高齢者と次世代の交流の場となるような施設づくりが望ましい。 

・旧市内が歴史・文化の中心として観光客を集める場所であるならば、深沢地区ではアウトレットモールを設

ける等、映画、演劇、イベントで若者や買い物、観光客が集まる文化商業施設としてほしい。 

・藤沢市の SSTでは、特色ある品揃えの店と市民・家族の憩いの場を持つ施設を展開している。鎌倉市も参考

になるのではないか。 

・子育て中の方が利用できるカフェテリアがあるとよい。 

・少し高級なイメージの商業施設のほうが観光のついでに立ち寄ってもらえて税収にもつながるのではない

か。 

・財政の観点から、集客力の高い商業施設や企業を誘致してほしい。 

・きちんとした大規模商業施設を誘致し、住宅施設は一部に作り、この２つで資金回収するとよい。 

・商業施設用地は平成 22 年の案でも 4.8ha で今回も手つかずだが、4.8ha もの広さは不要である。面積を大

幅に削減すべきだ。 

・質の高い商業施設は不要。 

・消費低迷時代に、ショッピングモールを作っても地域経済や市財政へもたらす利益は小さい。 

・深沢地域は、スーパーが多く、駅や行政センターとの距離も近く買い物がしやすい地域であり、また、大船

や藤沢にもアクセスがよい。さらに、辻堂にはテラスモールがあり、平塚にもららぽーとがオープンするの

で、深沢にこれ以上の商業施設は求めない。 

・大型商業で人を集める手法は軽率である。人口が減少することが基調の中で、民間事業者のセンスにすべて

を賭ける行為は危険である。 

・既存商店がつぶれ賑わいがなくなる。 

 

・修正土地利用計画(素案)では、子どもから高齢者、住民から来訪者、働く人、さらには

これらの方々と行政が共に関わり合う良質な生活文化とコミュニティを実現すること、

また、住宅、商業施設、オフィスといった単独の利用（シングルユース）ではなく、そ

れぞれの施設を複合的に利用（ミクストユース）することで、人もまちも共に健康で持

続可能なまちづくりを目指していることから、この理念に沿ったまちづくりが実現でき

れば、ご提案のあった高齢者と次世代が交流できる場、若者や買い物客が集まる施設の

立地等が可能になると考えています。 

・このように、人もまちも共に健康で持続可能なまちづくりの実現には、商業は重要な機

能の一つと考えています。 

・その中で、商業施設の仕立て方としては鎌倉の特性に配慮した質の高いものとするとと

もに、地域の商店会との連携・共生に配慮した商業施設を導入していきたいと考えてい

ます。 

・また、商業施設街区の規模については、周辺道路交通への影響をできるだけ軽減するこ

と、魅力的な商業施設の立地や十分な駐車場の確保を考慮し設定しています。 

9 

業務施設 

ウェルネス機

能 

沿道商業・業

務施設 

・私立病院、市立介護、リハビリ施設など、今後の高齢化に対応した施設が第一だと思う。 

・製造工場のようなものの建設は極力避け、ホテル、カルチャー・センター、診療所、保育園・幼稚園などと

いったサービス産業で、ウェルネスのコンセプトと連動性、補完関係の持てる施設の誘致が望ましい。 

・業務施設はいらない。 

・業務施設に入る企業は決まっているといううわさを聞く。 

・湘南深沢駅前の施設は、具体的にどのように導入するのか。 

・深沢地区のまちづくりでは、まちづくりの理念やまちのコンセプトを実現するための方

策の一つに、ウェルネスサイクルの構築を考えていることから、医療、福祉、介護、子

育て、健康増進機能等（土地利用上業務施設の位置づけ）はもちろんのこと、ご提案の

あったウェルネスに資するサービス産業等の導入も図っていきたいと考えています。 

・また、業務施設街区にどの企業が入るかは決定していませんが、今後、深沢地区のまち

づくりの進捗に合わせ、土地の利活用が図られることになるため、その際、土地利用の

方針に沿った施設になるよう誘導していくことになると考えています。 
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・湘南深沢駅前の沿道商業・業務施設街区については、土地利用の方針にもありますよう

に、通勤、通学者等の生活サービスに資する機能の導入を考えています。 

10 

工場・市場 ・広大な施設から排出される下水や、都市型住宅等から排出されるごみ、産業廃棄物の処理施設を地下に設け、

地上では青果、生鮮野菜市場等を設置してはどうか。 

・深沢地区のまちづくりにおいて立地する住宅、商業、業務等から排出される下水、ごみ

等の処理については、終末処理場や焼却施設等で適正に処理されることになります。 

・現在、地区内にあります鎌倉青果卸売市場については、今後も深沢地区において継続し

ていくことになると考えています。 

11 

スポーツ施設

の考え方 

・スポーツを通じて、人々がふれあい、つながり、育ち、楽しめるまちになってほしい。 

・スポーツを通して、健康増進を図っていくべき。 

・「ウェルネススクエア」を実現するためにも、スポーツ施設等を作る必要がある。 

・スポーツ施設は、まちのコンセプトにも合致すると思う。 

・スポーツ施設の充実によって、住民同士のコミュニティが充実し、子供から高齢者まで健康なライフスタイ

ルを実現できると思う。 

・スポーツ施設によって、若い人たちの定着も図れるのではないか。 

・スポーツを通じて、ルールやマナー、他者との関わり、人生を学ぶ子供たちも多いので、スポーツができる

場所を大切にしてほしい。 

・スポーツの拠点として、鎌倉市のスポーツを発展させてほしい。 

・スポーツ全般の多様性を持った施設としてほしい。 

・スポーツ施設用地を拡大して設備を充実させてほしい。 

・2020 年の東京オリンピック・パラリンピック、2019 年にラグビーワールドカップを控え、市民のスポーツ

への関心は高まっており、スポーツ施設を整備することは、市政にとって重要な課題だと考える。 

・オリンピックの選手村にできないか。 

・近隣の諸外国も含めた人々が集い、スポーツを共に楽しむことで人の輪が広がるとよい。 

・スポーツを通した交流が、優れた選手を輩出するきっかけとなり、複合的に良い効果をもたらし、商業施設

だけでは得られない経済的効果も見込むことができるのではないか。 

・商業施設や鎌倉にそぐわない集合住宅をつくるよりも、スポーツ施設をつくるべき。 

・他市の施設を利用している状況があり、他市に比べスポーツ施設が不足している。 

・公園と併設するとよい。 

・湘南深沢駅に近いので、利用しやすいと思う。 

・子供達が安全に楽しくスポーツを出来るようにしてほしい。 

・大人と子どもが交流しながら利用できるとよい。 

・老若男女が使用出来るようにしてほしい。 

・市民に無料で貸し出してほしい。利用しやすい料金としてほしい。 

・市内の小中学校、高校が利用出来るとよい。 

・団体だけでなく、個人の利用にも配慮してほしい。 

・駐車場、駐輪場を充実させてほしい。 

・グラウンド、その他の施設利用や駐車場は有料とし、維持管理運営の費用捻出を図り、維持整備を要員確保

し、雇用創出につなげてほしい。 

・早期に実現してほしい。 

・深沢地域整備事業を子供達の未来への投資として、教育、スポーツ施設に割り当てることが、古都を大切に

しつつ、未来を志向する鎌倉への変貌になると思う。 

・運動施設は維持費が膨大にかかりすぎ、ただでさえ財政難で道路整備もままならないのに、採算計画ができ

ているのか。 

・修正土地利用計画(素案)では、公園・行政施設街区において、スポーツを楽しめるスペ

ースを確保することとしており、スポーツ施設の具体的な機能・活用法、さらには維持

管理方法については、今後、担当課が中心となり、市民の皆さんやスポーツ団体等と協

議・調整を図り決定していくことになりますが、行政施設用地の規模には限りがあるこ

とから、ご要望全てを取り入れることはできないことをご理解ください。 

・スポーツ施設については、新たに設置される公園、さらには隣接して整備される総合体

育館等と一体化することで、スポーツを中心とした賑わいや交流の創出、子供から高齢

者といった多様な世代の居住も可能になると考えています。 

・また、民間事業者の多様な施策とも連携することにより、健康の維持・増進といったウ

ェルネスサイクルの実現が可能になり、住民同士のコミュニティの充実はもちろんのこ

と、まちづくりの理念にもあります「まちへの誇り・愛着（シビックブライド）」の醸

成が図られると考えています。 

 

12 

グラウンド ・多目的広場のような場所の有効利用が、今後の長寿命化の社会にメリットが大きいと思う。 

・多目的広場は、地域のコミュニケーションや健康維持促進に欠かせないものとなっている。 

・総合グラウンドは、平成 19 年に市議会において全会一致で承認されているのにいまだに実現されていない。

基金も立ち上がっている。 

・正規のコートの大きさでサッカーやラグビーが出来る芝（人口・天然）の球技場がほしい。 

・陸上のトラックとフィールドがほしい。サブグラウンドがあるとよい。 

・修正土地利用計画(素案)では、公園・行政施設街区において、スポーツを楽しめるスペ

ースを確保することとしており、スポーツ施設の具体的な機能・活用法、さらには維持

管理方法については、今後、担当課が中心となり、市民の皆さんやスポーツ団体等と協

議・調整を図り決定していくことになりますが、行政施設用地の規模には限りがあるこ

とから、ご要望全てを取り入れることはできないことをご理解ください。 

・また、土地利用の方針には、防災機能の拠点化、防災力の向上を図るため、消防本部、
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・野球場、テニスコート、フットサルコートがほしい。 

・マラソン、ジョギング、サイクリングなどができるとよい。 

・公園でボールを使えないので、ボールを使って遊べる場所がほしい。 

・国体、市の大会、プロの試合が出来るようなグラウンドにしてほしい。 

・今の多目的スポーツ広場は草が生い茂り、デコボコなので、直してほしい。 

・ナイター設備、ベンチや観客席がほしい。屋根があるとよい。 

・アスレチック器具や健康器具を置くとよい。 

・合宿所、更衣室、シャワー、衛生的なトイレ、バリアフリーのトイレがほしい。 

・スポーツショップ、カフェ、ドッグランがほしい。 

・周囲に迷惑がかからないようフェンスを設置してほしい。 

・清掃・警備は業者に依頼したい。 

・グラウンド建設は、スポーツ庁の「スポーツによる健康増進、地域社会の活性化」政策に合致し、人気の高

まりつつあるスポーツ、健善な社会の実現に貢献する。政府の助成金の対象にもなりうるのではないか。 

・イベント会場など、副次的な活用が可能で、市民が集う場所として相乗効果が期待できる。 

・グラウンドは、オープンスペースなので、災害時の防災拠点として利用できる。 

・アスリートではない一般市民が共通に使え、災害時に大型ヘリが離着陸できるようなオープンな広場として

ほしい。 

・固有の競技の設備や観客席が林立するようなものはやめてほしい。 

・多目的グラウンドがなくなるのは納得できない。 

総合体育館、公園等を中心に商業施設とも連携し総合的な防災体制の構築を図るとして

います。 

 

13 

体育館 ・設備の整った体育館がほしい。 

・バスケットボール、バドミントン、卓球が出来る体育館がほしい。 

・50ｍのプールがほしい。 

・屋外プールがほしい。 

・屋内型各種競技場とし、さらにコンサートができるようにして、湘南地区の集客拠点とする。 

・体育館などは、高齢化に対応した施設に比べたら不要不急であり、つくるのならばシンプルなものでよい。 

・体育だけに偏るのではなく、会議室などを併設する福祉や市民活動全般に視野を置いて施設としてほしい。 

・総合体育館はいらない。 

・近隣に武道館があるのに、似たような施設をつくるべきではない。 

・鎌倉市公共施設再編計画では、鎌倉体育館、大船体育館、鎌倉海浜公園水泳プールを集

約し、深沢地域整備事業用地に総合体育館（屋内プール併設）を整備する計画となって

います。 

・総合体育館の具体的な機能や活用法等については、担当課が中心となり、市民の皆さん

やスポーツ団体等と協議・調整を図り決定していくことになりますが、施設の規模には

限りがあることから、ご要望全てを取り入れることはできないことをご理解ください。 

14 

公園・広場 ・子供が遊ぶ遊具があったり、ボール遊びが出来る広い公園をつくってほしい。 

・親子が安心して遊べる公園がほしい。 

・お年寄りが日頃運動できるよう、健康器具がところどころに設置してあり、おしゃべりができるスペース、

ゲートボールがある場所があるとよい。 

・泣塔の周辺に公園を設けるのはよい。 

・鎌倉市が誇れる総合公園がほしい。 

・運動公園がほしい。 

・緑の公園があるとよい。 

・花見などが出来る憩いのスペースがほしい。 

・夏は水遊び、バーベＱができるような公園がほしい。 

・馬などの動物と触れ合えるとよい。 

・生物多様性を教える場所として広く土地を活用してほしい。 

・鎌倉市全体で考えると、すでに公園ばかりで、あえてここで公園中心のまちづくりを推し進める必要はない

のではないか。今ある公園や緑地を有効利用する方法を検討したほうがよい。 

・ポケットパークは作る必要はない。 

・その他の地区からの集客エリア、鎌倉地区への観光推進ポイント、災害時避難地、主要駅と駅の中間のパブ

リックプレイスとして、ウェルネス業務も行える総合公園が出来るとよい。 

・商業施設も税収入のためには必要だと思うが、防災や教育面においても広場は不可欠である。 

 

・公園の仕立て方や具体的な機能や活用法については、隣接して整備される総合体育館と

いったスポーツ施設との連携等も含め、担当課と協議・調整を図りながら決定していく

ことになります。 

・また、防災や災害時の避難地については、土地利用の方針において、防災機能の拠点化、

防災力の向上を図るため、消防本部、総合体育館、公園等を中心に商業施設とも連携し

総合的な防災体制の構築を図るとしています。 

 



深沢地域整備課 

6 

項目

番号 
大項目 小項目 意見概要 市の考え方 

15 

調整池 ・ビオトープのような池とし、野鳥などが住み、子供達が自然に触れ、学ぶことが出来る施設としてほしい。 

・首都圏外郭放水路のような形で、地下に巨大な空間を作って、地上を有効活用してはどうか。 

・修正土地利用計画（素案）では、調整池についてはオープンの調整池を考えていますが、

ビオトープや上部利用の可能性については、今後、費用の面も考慮しながら検討してい

くことになります。 

16 

散策路・ウォ

ーキングコー

ス 

・散歩やジョギングが出来る遊歩道、木々やベンチなどがあるとよい。 

・お年寄りが日頃運動できるウォーキングエリアがあるとよい。 

・周回自転車・歩行道路をつくるなど、お金を掛けずに健康に資するものを設計したらよいのではないか。 

・現在の計画では実現できないと考える。 

・散策路、ジョギングコース、ウォーキングエリアについては、土地利用の方針にもあり

ますように、地区内を周遊するウォーキングコースの設置、歴史的資産を活用した散策

路を設置することとしています。 

・また、平成 25年度にまとめた「鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン（案）」におい

て、毎日の安全・安心な生活を支えるみちとして「ふれあいのみち」を、街区間の利便

性の向上、緑空間の確保等を目的に「みどりのこみち」を計画しています。 

・今後、修正土地利用計画（案）策定後、「鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン」の

策定を考えており、その中で引き続き検討していきたいと考えています。 

17 

防災 ・観光都市かまくらとして、憩いの場になりながらも、災害に強いまちづくりに期待したい。 

・ドクターヘリや海上保安庁・自衛隊などのヘリの発着場として活用できるよう整備してほしい。さらに、緊

急自動車のアクセスルートも必要になると思う。 

・有事の際に使用できるトイレの設置などがあるとよい。 

・柏尾川は氾濫の危険性がある川でもあり、また、津波が襲ってきた場合には川を遡上してくる可能性もある

ため、その対策も必要だと思う。 

・深沢地域整備事業には関係ない。 

・土地利用の方針において、防災機能の拠点化、防災力の向上を図るため、消防本部、総

合体育館、公園等を中心に商業施設とも連携し、総合的な防災体制の構築を図るとして

います。 

・行政施設街区と公園・行政施設街区が連携することにより、相当規模のオープンスペー

スとして活用できることになるため、緊急時や有事の際には、広域的な受援拠点（支援

や救援を受ける拠点）として必要な機能確保を図ることができると考えています。 

・柏尾川の氾濫については、事業区域内に調整池を整備し対応することとしています。ま

た、津波の遡上については、当地区は鎌倉市津波ハザードマップの浸水想定区域外とな

っています。 

18 

景観・歴史 ・鎌倉らしい景観を深沢にも取り入れてほしい。 

・都市景観としての鎌倉らしさが求められておらず、不満に感じた。市が掲げている「ウェルネス」「ヘルシ

ーエイジング」といった機能を満足したまま、鎌倉の景観を表現できないか。 

・色彩や形等を統一し、オシャレなまちにしてほしい。 

・市指定文化財の「宝きょう印塔」（泣塔）は単独で保存すべき。 

・「軍事工場」から「ＪＲ工場跡」までの歴史も残すのにふさわしいのではないか。 

・パースの「街区内を通るみちのイメージ」は木造のイメージになっており非常によい。全体を通じて木造を

進めて、日本中から注目されるまちになるとよい。 

・古戦場の景観を再現してほしい。 

・星月夜の鎌倉とうたわれた景観を深沢の公園に再現することを望む。 

・深沢地区は、将軍星（わし座のアルタイル）が富士山に降りてくる景観を毎日見ていた土地であるので、泣

塔から富士山の見える方向には高層建築物を建てず、大型バスの駐車場、イベント広場や観光用の馬場、調

整池などをつくり、景観に配慮してはどうか。 

・建物の高さは 15ｍ以下にする。 

・景観については、今後、地区計画やまちづくりガイドライン等を策定しながら、深沢地

区に相応しい景観等を誘導していくとともに、市指定文化財「泣塔」等の歴史的資産の

活用については、隣接する公園との連携等に配慮していきたいと考えています。 

・また、眺望については、土地利用の方針にありますように、周辺の自然資産に考慮し、

公共公益施設、民間施設、泣塔等からの眺望に配慮することとしています。 

・建物の高さについては、今後、地区計画やまちづくりガイドラインの中で、街区ごとに

高さの設定を行うなど、景観に配慮していきたいと考えています。 

19 

交通 シンボル道路 ・パリのシャンゼリゼ通りの様に、歩道を広くし、歩道にカフェテリアなどが出来るようにしてほしい。（道

路使用料をとる） 

・村岡新駅が決まらない状況で 25ｍ道路を建設することは乱暴である。新駅が決まるまでは、６～８ｍ程度

の道路として、歩道部を広く緑地として、ベンチなどを置くとよいのではないか。 

・新駅のためのシンボル道路は廃止するべきである。 

・シンボル道路については、歩道の緑化、沿道のセットバック等による歩行空間の確保に

より、歩車道と沿道建物が一体となった良質なまち並み景観の形成、さらには賑わいや

交流の創出に資する重要な道路と考えています。 

・また、片側 10ｍ（車道 3.0ｍ，路肩 0.5ｍ，路上施設帯 0.5ｍに加え、自転車道 2.0ｍ，

植樹帯 1.0ｍ，歩道 3.0ｍ）とし、ゆとりある歩行空間を確保するために 20ｍとしてい

ます。 

20 

道路 ・接続道路（県道腰越大船、市道常盤梶原線、市道大船西鎌倉線、神鋼橋）の整備計画が読み取れない。 

・大規模商業施設や複合施設が建設されると、渋滞により、地元市民は著しく不利益を被り不便である。交通

渋滞などを招く施設の建設には慎重であってほしい。 

・まちづくりの成否には交通環境の整備が大きくかかわってくる。これが不備では土地の有効活用は図れない。 

・南北の区画道路を増やし、利便性を上げるべき。 

・平成 16 年 9月「深沢地域の新しいまちづくり基本計画」で、土地利用区分別整備方針などを定めているが、

いまだに住民の安全を確保するための狭隘道路の整備が行われていない。 

・周辺道路、特に大船～南部地区へのアクセスを改善する必要がある。 

・事業区域外の県道腰越大船、市道常盤梶原線、市道大船西鎌倉線については、事業に合

わせて道路拡幅、歩道の整備等を行います。 

・また、周辺道路の交通渋滞などの影響については、修正土地利用計画（案）の策定後に

実施する交通管理者協議の中で検討を行います。 

・この道路計画に合わせ、駐車場についても、公共駐車場として整備する必要があるのか、

民間駐車場を活用するのか等のあり方を含め、検討していきたいと考えています。また、

鎌倉市都市マスタープランにおいて、深沢地域整備事業におけるパークアンドライド駐

車場を位置づけていることから、担当課と連携して検討していきたいと考えています。 
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・周りの市道の拡充を図ってほしい。 

・生活道路が狭いのに車が入ってきて危険であり、市全域でセットバックなどの対応を講じるべきだ。 

・地下大駐車場を整備し、防災ならびに観光の拠点としてはどうか。平素は観光客の「パーク＆レールライド」

の拠点とし、災害時などには、緊急避難場所として利用できるのでないか。 

・市民の大部分は新駅ではなく、バス、モノレール、車を利用すると思うので、駐車場が必要である。 

21 

歩道 ・緑を多くし、その中は徒歩か自転車で移動できるような、車は入れない土地利用がある。 

・既存の道路環境をそのまま悪い状態にして、新しいまちだけは魅力的な歩道にするというのは理解できない。 

・湘南深沢駅から鎌倉山への坂にしっかりした歩道を整備してほしい。 

・土地利用の方針にもありまように、シンボル道路沿道のセットバック等により歩行空間

を確保し、歩車道と沿道建物が一体となった良質なまち並景観を形成し、賑わいや交流

の創出を図っていきたいと考えています。 

・また、周辺道路の交通渋滞などの影響については、修正土地利用計画（案）の策定後に

実施する交通管理者協議の中で検討を行います。 

22 

モノレール ・湘南深沢駅の整備計画が読み取れない。 

・新駅ができるとモノレールが廃線になるといううわさがある。モノレールがなくなると非常に不便になる。 

・新駅ではなく、湘南深沢駅を中心にした計画にしないと、第三の拠点は出来ない。 

・湘南モノレール湘南深沢駅の整備については、現在バリアフリー化の検討を進めている

と聞いています。 

・また、湘南モノレールは深沢地区のまちづくりにおける重要な交通手段の一つであるこ

とから、まちづくりと連携しながら湘南深沢駅の整備についても働きかけていきたいと

考えています。 

23 

新駅 ・ＪＲの新駅を新設してほしい。 

・新駅ができれば、都心からのアクセスはみなとみらいとあまり変わらないので、複合オフィスや研究所など

を誘致してはどうか。 

・本計画は、新駅の建設を前提としているのか。あるいは、新駅の有無にかかわらず基本的な計画は変わらな

いと受け取ってよいか。 

・新駅を前提とした深沢都市計画はいらない。 

・新駅設置は既成事実となっているように思うが、いつ決まったのか。 

・乗降客数 65,000 人として計画しているが、武蔵小杉のように高層マンションで囲まれるならともかく、深

沢のまちづくりでは過大な見積もりと考える。 

・現在の東海道線のラッシュアワー時のダイヤはすでに限界とみられる過密さで運行されている。新駅ができ

ることで、藤沢－大船間の所要時間が増え、より一層の混雑が予想されるので、新駅設置の実現性を見極め

る必要がある。 

・インベスト神奈川で武田薬品を誘致した際に、神奈川県知事が新駅を約束している。新聞報道で明らかであ

る。深沢地域整備事業は新駅が前提で、ＪＲの土地の価格が上がる。武田薬品とＪＲの為に事業を行う事は

ない。 

・新駅は、公金を使わず、ＪＲの負担で行えばよい。 

・新駅ができた場合、鎌倉駅西口への公共バスにどのような影響がでるか。公共バスを利用する市民の数や利

便性への影響はどうなるか。深沢方面から鎌倉駅西口へ循環するバスの便数が減れば、鎌倉駅西口の混雑が

緩和できるのではないか。鎌倉駅西口への交通戦略も検討してほしい。 

・村岡新駅については、これまで湘南地区整備連絡協議会（神奈川県、藤沢市、鎌倉市で

構成）において実施した検討調査において、深沢地区のポテンシャルアップ等、様々な

効果が確認されたことから、村岡新駅設置を前提に検討を進めてきましたが、平成 27

年度の調査結果で新駅の概算事業費が 1.5 倍に増加したため、「（仮称）村岡新駅の実

現に向けた検討会」（神奈川県、藤沢市、鎌倉市で構成）での検討も踏まえ、今後、慎

重に判断していきたいと考えています。 

・乗降客数については、平成 24 年度に同協議会が実施した「村岡・深沢地区拠点づくり検

討調査」において、合計約 65,800人という調査結果となっています。その内訳は、大船

駅・藤沢駅・湘南深沢駅を利用していた乗降客が新駅利用に転換すると考えられる乗降

客数が約 35,200人、村岡・深沢地区の両地区のまちづくりにより新たに発生すると考え

られる乗降客数が約 30,600 人となっており、この人数全てを深沢地区で担うものではあ

りません。 

・鉄道運行計画については、村岡新駅設置が決定されれば、ラッシュアワー時のダイヤを

含め、ＪＲ東日本が詳細な検討を行うことになると考えています。 

・新駅設置費用については、請願駅となることから、（仮称）村岡新駅の実現に向けた検

討会（神奈川県、藤沢市、鎌倉市で構成）の中で、費用負担等も含め協議を行っており

ますが、平成 27 年度の調査結果で新駅の概算事業費が 1.5倍に増加したため、同検討会

での検討も踏まえ、今後、慎重に判断していきたいと考えています。 

・鎌倉駅西口への公共バス便については、平成 28 年３月に策定した「村岡・深沢地区総合

交通戦略」（村岡・深沢地区総合交通戦略策定協議会）において、村岡新駅設置前後約

５年を対象期間に、極力自動車に依存しない鉄道利用型ライフの実現施策としてバスル

ートの新設や再編が位置づけられていることから、村岡新駅の進捗状況に合わせ検討し

ていくことになると考えています。 

24 

まちづくり

について 

深沢のまちづ

くり全般につ

いて 

・老若男女が健康で暮らせるまちづくりをしてほしい。 

・他では見られない、これぞ鎌倉というまちを作ってほしい。 

・深沢地区は少し前まで工業地域で、どのような建築物も建てられるかもしれないが、深沢地区から「鎌倉ら

しさ」を発信することが求められているのではないか。 

・計画地はモノレールから観光客に見えるので、鎌倉市にふさわしい姿にすべきである。 

・どこにでもあるようなまちは面白くない。未来に開かれているまちにしてほしい。それが、自慢でき、誇り

に思い、将来にわたって大事にしていきたいと思うまちだ。 

・観光客のためではなく、市民、住民のために鎌倉が活性化するものをつくってほしい。 

・開発がスタートすることに安堵している。この地域は、鎌倉市に残された唯一の貴重な平場の土地であり、

稚拙に開発をスタートすることなく、長期計画に基づき、徐々に完成を目指してほしい。 

・平成 26 年 12 月市議会で「広く市民意見を反映してほしい」との議会陳情が採択された

こと、また、社会情勢の変化や市民ニーズが多様化したため、改めて、市民の皆さんの

意見等を反映するため、新たに様々な立場の市民の方々に参加いただき、「深沢地域整

備事業のまちづくり意見交換会」を開催し意見等をとりまとめ、それらの意見等をもと

に、専門家や民間事業者ヒアリング、市内部の関連課と調整を行い、本年６月に修正土

地利用計画(素案)を確定し、今回パブリックコメントを行ったものです。 

・この素案では、社会情勢の変化、本市の抱える課題、第三の都市拠点の形成といった本

市の上位計画をもとに、市民の皆さんにわかり易いコンセプトにするなど、見直しを進

めてきました。今後は、パブリックコメントで市民の皆さんからいただいた意見等をも

とに修正土地利用計画（案）を確定し、関係機関協議が整い次第、都市計画手続きに着
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・建てたものが、30年後も生かされている物でないと無駄になってしまう。 

・空間も貴重なものであり、無理に空間を埋めなくても、開発を後世の人々にゆだねてもよいのではないか。 

・鎌倉の特色を生かし、土地の魅力を生かすことが古都鎌倉を守っていくことだと考える。深沢地区がその一

助となるよう、この土地利用については、ＪＲ工場跡地を中心に、周辺地域や新駅含む藤沢市などの住宅商

業のバランスを考えることが必要である。 

・少子高齢社会に対して、まちづくりがその解決になるとは思えない。特別養護老人ホームや介護に費用をあ

てるべきである。 

手したいと考えています。 

・また、この都市計画手続きと並行して、素案におけるまちの理念やコンセプトを実現す

るため、まちづくりガイドラインの策定、地区計画等の法決定等を考えており、その際

には、再度、市民の皆さんの意見等をいただき、より良いまちづくりの実現を目指すと

ともに、地域の皆さんに愛され続ける持続可能なまちの実現を図っていきたいと考えて

います。 

・また、ご提案の老若男女が健康で暮らせるまちづくり、さらには、すべての人々に対し

最大限に快適なまちづくりを実現できるよう、構成コンセプトに「ユニバーサルデザイ

ン」の考え方を追加しました。 

25 

広域のまちづ

くりについて 

・シンボル道路は必要なく、新駅の為に藤沢市と連携する必要はない。 

・（仮称）新駅の実現に向けた検討会で検討しているが、新駅設置費用等を鎌倉市が負担するのであれば住民

投票を行うべきである。 

・村岡新駅を前提とする藤沢市村岡地区・鎌倉市深沢地区の両地区に跨るまちづくりにつ

いては、昭和 62 年の旧国鉄清算事業団用地が誕生したことに端を発し、計画づくりを進

めてきたものです。 

・その後、湘南地区整備連絡協議会（神奈川県、藤沢市、鎌倉市で構成）にまちづくり検

討が引き継がれ、これまで、様々な調査を実施しています。その中で、村岡新駅が両地

区のまちづくりに与えるメリット・デメリットの検討を進めてきました。 

・その結果、両地区のポテンシャルアップや大船駅・藤沢駅の混雑緩和等に一定の成果が

あることが確認されたことから、新駅設置による効果に見合った新駅設置費用負担等の

協議を進めてきたところです。 

・このようなことから、今後とも、村岡地区と連携し深沢地区のまちづくりを進めるとと

もに、新駅の費用負担については、慎重に判断していきたいと考えています。 

26 

土地区画整理

事業について 

・仮換地は、土地区画整理法を守り、公正にして、市民のリスクをなくしてほしい。 

・鎌倉市はこれまでに土地区画整理事業の施行実績がないため、市のみで事業を効率的に進めることが出来な

いので、外部に委託してまでして事業をする必要はない。 

・新駅なしで、鎌倉市とＪＲの個人施行で土地区画整理事業を進めればよい。 

・深沢地域整備事業の白紙撤回を求める。 

・市民の公金で市施行土地区画整理事業をする必要はない。 

・事業の範囲が、土地区画整理法に違反している。 

・地権者の高齢化も考慮し、既存の住戸を区画整理事業に先行して整備してはどうか。 

・市営住宅を事業区域から外すのは当然である。 

・いざという時のために、広い平地はできるだけ単一の地権者で残す様に進めてほしい。 

・概算全体事業費と各事業主体の事業費の負担について教えてほしい。 

・深沢地区のまちづくりについては、第３次鎌倉市総合計画や都市マスタープラン等の上

位計画に、第三の都市拠点として位置づけられている重要な事業であることから、本市

が中心となって進める必要があります。 

・まちづくり手法としては、土地の交換分合や整形化等ができる土地区画整理事業を活用

し進めることとしています。また、ご指摘のあった市施行の区画整理事業の経験がない

との点については、民間活力を活用し、民間事業者の経験やノウハウを取り入れていき、

事業の確実性を確保していきたいと考えています。 

・この民間活力を活用した地方公共団体施行の区画整理事業については、東日本大震災の

復興を円滑に進めるために考えられた手法で、他地区においても活用されていることか

ら、実施可能な手法と考えています。 

・また、「既存の住戸を区画整理事業に先行して整備しては」といったご提案については、

既存の住戸の整備を区画整理事業と切り離すことは困難ですが、今後、工事展開等の検

討を実施することとしているため、その際に既存住戸の先行整備を検討したいと考えて

います。 

・なお、区画整理事業を進めるにあたっては、当然、法令を遵守していきます。 

・事業費については、平成 24 年度の検討において、歳出が全体事業費約 138 億円、それに

対して歳入は、保留地処分金と補助金、その他市費となりますが、東日本大震災以後、

国庫補助金が減少していること、平成 27年度調査で新駅概算事業費が 1.5倍に増加した

こと、さらに、2020 年東京オリンピック等の影響により建設資材・労務単価等が上昇し

ていることから、深沢地区のまちづくりの事業費も一割程度上昇するなど、事業を進め

る上で厳しい状況となっています。今後、土地区画整理事業の展開については、これら

の状況を踏まえ進めていく必要があると考えています。 

27 

事業の進捗に

ついて 

・深沢の計画はずいぶん前から進んでいません。早く計画を決定して、早期に実現させてほしい。 

・計画の遅れによって、地権者や地域住民に多大な不利益を与えていることをしっかりと認識してほしい。 

・のろのろしているとまた環境が変わって再計画ということになる。 

・常に、計画と進捗を公開してほしい。 

・職員は、責任感を持って、タイムスケジュールを引いて、責任を持って仕事をしてほしい。計画通りに進ま

なければ、責任者は責任をとってほしい。 

・平成 26 年 12 月市議会における、地元のまちづくり団体からの陳情採択等をはじめ様々

な事情から事業スケジュールに遅れが生じ、権利者の方をはじめ、地域の方々等にはご

迷惑をお掛けしております。 

・このパブリックコメントや民間事業者を対象としたサウンディング調査結果を基に、修

正土地利用計画(案)を策定し、その後、神奈川県警等との関係機関協議を開始し協議が

整い次第、都市計画手続きに入りたいと考えています。 



深沢地域整備課 
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項目

番号 
大項目 小項目 意見概要 市の考え方 

・目標事業開始年度及び目標完成年度について教えてほしい。 

・素案の段階に加えて、計画が深度化した段階で再度意見を述べる機会があるか。 

・この素案が案になった後にまちづくりガイドラインも修正されることになると思うが、その際は、理念・コ

ンセプトに整合した、一貫性を持ったものにしてもらいたい。 

・今後の事業のスケジュールについては、都市計画手続き等の具体的なスケジュール、事

業の実現性等が確認できた時点で改めて公表したいと考えています。 

・また、まちづくりガイドラインについても、都市計画手続きと並行し、前回同様、市民

の方や権利者等で構成する委員会等を設置し修正を行う予定としており、その際には、

ご意見のありましたとおり、まちの理念・コンセプトに整合したガイドラインを策定し

たいと考えています。 

28 

その他 まちづくり意

見交換会 

・「まちづくり意見交換会（検討素材）」を通読し、参考になった。 

・シンボル道路ありきで、深沢地域整備事業区域内だけの意見交換会は非常に疑問がある。 

・27人の構成員から意見を聴いただけでは、広く市民意見を反映した意見交換会になっていない。 

・ＪＲから意見を聴くチャンスであったのに参加していないのは問題だ。 

・深沢地域整備事業のまちづくり意見交換会は、平成 27 年８月から 11 月まで開催しまし

た。このまちづくり意見交換会では、事業区域の権利者や地元の方だけでなく、公募市

民の方や市内５地区から無作為に抽出した市民の方にも参加いただいたことから、可能

な限り幅広い方からご意見をいただいたと考えています。 

・ＪＲ東日本については、まちづくり意見交換会に参加はしていませんが、他の権利者と

同様、状況を報告し意見等をいただいています。 

29 

ＪＲについて ・ＪＲ東日本には、今まで通り地権者として、市や他の民間企業と提携し、一体となってパブリックスペース

を創設してほしい。「ＪＲパーク」などをつくれば、ＪＲにとっても社会貢献とパブリックイメージの向上

につながるのではないか。深沢の開発は、ＪＲとしても地域発見プロジェクトに位置づけられるのではない

か。 

・国鉄改革に伴い約 16ha がＪＲ東日本の土地となった。ＪＲに寄付、譲渡等の協力要請をしていただき、平

常時は高齢者から子供達が楽しめる公園、災害時には避難所兼仮設住宅に転用できる公園にすることを進め

る。 

・この修正土地利用計画(素案)は、ＪＲ東日本にも内容を説明した上で、取りまとめてい

ます。また、事業区域内の権利者である同社からは、深沢地区のまちづくりが区画整理

事業を活用して実施することから、西側地区権利者同様『減歩』という形で土地の提供

をいただくことになります。なお、ご提案の「平常時は高齢者から子供達が楽しめる公

園、災害時には避難所兼仮設住宅に転用できる公園」については、土地利用の方針にも

ありますように、行政施設、公園・行政施設街区での活用を考えています。 

30 

参考資料 

変更内容一覧

表 

・変更理由に、「用途の考え方に柔軟性を持たせるため」とあり、評価できる。今後の社会情勢の変化に対応

し、持続可能なまちづくりを構築していくために柔軟な対応が望まれる。 

・枝葉の各論しか掲載しておらず、基本的な概念の変更をきちんと説明すべき。 

・平成 26 年 12 月市議会で「広く市民意見を反映してほしい」との議会陳情が採択された

こと、また、社会情勢の変化や市民ニーズが多様化したため、改めて、市民の皆さんの

意見等を反映するため、新たに様々な立場の市民の方々に参加いただき、「深沢地域整

備事業のまちづくり意見交換会」を開催し意見等をとりまとめ、それらの意見等をもと

に、専門家や民間事業者ヒアリング、市内部の関連課と調整を行い、本年６月に修正土

地利用計画(素案)を確定したものです。 

・具体的には、これまで核的施設としてきた看護大学に代わり、業務施設街区を２箇所に

分散することで、構成コンセプトの一つである『ヘルシー（健康維持・増進）』の実現

を図る機能の導入の可能性を高めました。また、行政施設・公園の集約化、湘南深沢駅

駅前広場の形状変更等により、『コミュニティ（交流・出会いの場）』、『アクティブ

（暮らし方・働き方・楽しみ方）』、『セーフ（安全・安心）』等の実現を図る機能の

導入の可能性を高めました。 

・土地利用の配置の変更については、まちづくりの理念やまちのコンセプトを実現するこ

とを前提にしていますが、変更理由については、街区の使い方等に着目して説明してい

るものです。 

31 

過去の計画に

ついて 

・昭和 62 年 10月、ＪＲ大船工場用地を工業地域から工業専用地域に変更した。変更理由に「市街地のまとま

った工業地であるため、今後の住工混在を防ぎ工業地としての土地利用の純化を図る」とある。しかし、変

更した理由は、鎌倉市が国鉄清算事業団用地３ヶ所の不整形地の取得に関連があると解釈する。ＪＲが工場

を廃止した場合、ＪＲが単独で開発できないよう、土地に制約を掛けたものと推測する。 

・昭和 62年の用途地域の変更では、主要用途の配置の方針として、工業地は、「柏尾川に

隣接する大船西地域、深沢地域及び幹線道路に隣接する大船東地域の既存工業地につい

ては、今後とも工業地の形成に努める。また、住工の混在を防ぐため、工業集積が図ら

れている山崎・上町屋、梶原、寺分地区を工業の中核として専用地区を位置付けるもの

とする。」としていることから、その方針に沿って、当時の国鉄大船工場についても、

「市街地のまとまった工業地であるため、今後の住工混在を防ぎ工業地としての土地利

用の純化を図る」という理由から工業専用地域としています。 

 


