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深沢地区の土地利用計画（案）等に関する意見募集の結果について 

 

パブリックコメント（意見公募手続）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。 

○ 意見提出実人数： 25名 

○ 受付件数： 閲覧場所 12件, 郵送 ２件, FAX 1件, Ｅメール 10件 

 

※公表の取扱いについて 

○ パブリックコメント（意見公募手続）は、多様な意見をいただくことが主旨でありますので、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。 

○ 固有名詞など、表現を変えているところがあります。 

 

 分類 意見概要 市の考え方 

商業ゾーン ■商業ゾーンに大型商業施設を展開する外資系企業を誘致してほしい。 

・近隣にない商業施設を希望する。 

○深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業は、市民参画でまちづくりの検討を進めてきており、その

中でまちづくりのテーマを「ウェルネス」とし、住宅、商業、業務等機能をバランスよく導入し、人

が集まり、人が楽しむ商業空間の形成をめざすとともに、駐車場や駐輪場を適切に備えた鎌倉

駅周辺、大船駅周辺と並ぶ第三の拠点にふさわしいまちづくりをめざしていきます。 

○商業施設についても、まちづくりのテーマ「ウェルネス」を踏まえて、健康社会づくりに寄与する方

向でのコンセプトをもって整備をお願いしていきたいと考えています。 

○なお、商業施設は、平成 16 年９月に「深沢地域の新しいまちづくり基本計画」を策定するにあた

り実施した市民アンケート調査結果に基づき導入しており、今後導入するにあたっては、大船駅

周辺と鎌倉駅周辺の商業施設や既存商店街と差別化を図る一方、既存商店街と連携し、地域

の活性化を図る必要があると考えています。 

○大型商業施設の設置にあたっては、周辺への交通負荷の低減や地区西側の県道腰越大船線

沿いに配置することによるアクセス性も考慮した道路計画とし、周辺道路に与える影響を極力尐

なくする道路計画を検討しています。 

■人が集まる工夫をしてほしい。 

・住宅ゾーンをもう尐し削って、商業ゾーンもしくは公園ゾーンを広げ、大型の駐車場や駐輪場を設置する

など。 

■大型商業施設は不要である。 

・既存商業施設で十分である。 

・尐子高齢化が進み、深沢地区の人口増加が見込めないのに必要なのか。                               

・湘南深沢駅の 1日の乗降客数 2,600人を考えると、商業施設に人を呼び込める状況であるのか。 

・藤沢駅前や大船駅前等に任せれば十分であり、世界遺産登録を目指す鎌倉市に新たにわざわざ建設

するのにふさわしい計画とは思えない。 

・周辺の交通環境を著しく悪化させ、渋滞を引き起こす。 

■商業は大船に集約していくことが現実的である。 

・中野駅前ですらテナント不足に悩む時代に、深沢に新たな魅力的な商店街を作れると考えるのは夢想

に過ぎない。 

大学ゾーン ■レベルの低い大学や専門学校を誘致するのは辞めてほしい。 ○大学は、若い人が集まる施設であり、まちに活力を与えることにより、まちの活性化につながり、

地域と連携した施設になりえます。 

○まちづくりのテーマ「ウェルネス」に合致する大学誘致を第一に考えつつ、今後、慎重に選定して

いきます。 

○大学との連携については、市有地の活用も視野に入れた中で、そのあり方も含め検討していき

ます。 

■医療福祉系大学及び大学との連携を考慮した業務施設とあるが、全国展開している病院の看護大学の

場合、自分の病院の看護師養成を目的（実習）にしているだけである。連携を図り、健康づくりをサポート

する総合的、複合的なサービス・教育機能の実現は出来ないため、容認出来ない。 

■○○は自力で看護大学を作る体力があると思うので、市有地を貸すという契約がよいと思う。 

■尐子高齢化で、全国の大学の経営が立ち行かなくなると予想されるなか、新たに大学を誘致しようという

のは、時代錯誤である。また、現在の湘南モノレールの輸送能力では、大勢の学生の利用は、大変難しい

と思う。 

■医療福祉系大学の就職先が市内でできるように検討をお願いしたい。 
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グランド・スポ

ーツ施設 

■公園ゾーンもしくは、行政ゾーンに市内の小中高の運動部が優先に使用可能な「スポーツの合宿所」と

「グランド」を設置してほしい。 

○スポーツ機能は、「ウェルネス」のテーマに合致したこれからの健康社会の実現に寄与する機能

と考えています。 

○計画地の中では、市有地は限られた面積であり、広い敷地を必要とするグランドや総合体育施

設は、民間との連携の中で実現の可能性を追求していきたいと考えています。 

○深沢多目的広場は、暫定利用であり、今後多目的広場については、当事業区域内も含め検討

していきます。 

○また、民間スポーツ施設の進出が出来るよう業務施設ゾーン等を配置しています。 

■体育館は、新設せず、深沢小学校や富士塚小学校の体育館の開放の工夫で十分である。 

■暫定利用の多目的広場は、大変貴重な役割を担ってきた経緯がある。土地利用計画（案）では、これらの

スポーツを行える場所がないように思うが、他の場所にスポーツ施設を確保ができないのであれば、子供

達の選択肢を奪う前に、もう一度検討すべきである。 

■現実的なウェルネスは、医療福祉系大学を設置するのでなく、湘南鎌倉総合病院を地区内に移転し、徳

洲会スポーツクラブ、西鎌倉テニスクラブを恒久化し、さらに同様の民間スポーツ施設（ボーリング場、スイ

ミングスクール、サッカースクール等）を周辺から誘致・集約すべきである。 

住宅ゾーン 

  

■住宅ゾーンについては公的な住宅と売却住宅地との比率がどうなるのかを明らかにし、面積配分につい

ての意見を求めるべき。 

 

○住宅については、若年層から高齢者まで多様な年齢層やライフスタイルを考慮して、都市型住

宅や戸建住宅等の多様な形態の住宅の導入を図ります。 

○なお、公的な住宅と売却住宅地との面積配分率については、土地区画整理事業の性質上、仮

換地指定の段階で明らかとなります。  ■深沢小学校や富士塚小学校は施設規模のわりに児童数が尐なすぎると聞いているので、商業施設や大

学の代わりに、子供のいる若い家族が喜んで住めるような良質の団地を建設すべきである。 

行政ゾーン ■行政ゾーンは何を予定しているのか示して意見を求めるべき。 ○行政施設は、平成 16 年策定の「深沢地域の新しいまちづくりの基本計画」で候補機能として総

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・

教育機能等をあげています。 

○これらの機能をベースに市では、現在、次の世代に過大な負担を残さない公共施設のあり方の

検討をしており、平成 26 年度に公共施設再編計画の策定を行う予定です。深沢地区における

公共施設のあり方についても、この検討の中で協議を行っていく予定です。  

○駐車場や駐輪場についても、平成 21 年策定の「深沢地域の新しいまちづくりビジョン」を踏まえ

て、第三の都市拠点として相応しい規模やつくり方を検討していきます。 

 

 

 

 

■行政ゾーンとして現在古くなった市庁舎の移転も検討してほしい。 

■公共施設には、十分な駐車台数を確保する。 

・深沢支所、腰越支所は、駐車場が不足している。 

・地下駐車場の設置。 

・有料でも可。（公共施設付随の駐車スペースであることを考慮し、窓口手続に最低限必要となる最初の

15分程度は無料、以降 30分 100円程度の低料金とすべき。） 

■市が喫緊に必要としているのは、ごみ処理施設であって、大型商業施設や医療福祉系大学等ではないは

ず。（湘南深沢駅至近のこの場所にごみ処理施設を作るのが最適かどうかは別として、広域での土地交

換等を可能にするよう、計画を見直すべきである。 

■松竹撮影場も失い、近代文化遺産に乏しいので、工業・文化についての教育効果も含めた、この土地の

歴史を記憶して行ける施設が欲しい。 

・権利者住宅ゾーンは、既存の引込線も使って、横須賀線・東海道線に限らずに「保存鉄道公園」のような

ものを誘致し、「北の大宮、南の大船」と並び称されるような施設にしたい。 

公園 ■公園は子供と成人、老人がともに過ごせる空間としてほしい。また散歩ができるとよい。 ○公園は、市民にとって遊び憩える場であります。多世代の人々にとって気持ちのよい空間づくり

をめざし、今後、市民の皆さんの意見も参考にしていきたいと考えています。 

○なお、市指定文化財である泣塔（宝篋印塔）については、引き続き保全に努めます。また、周辺

地区の住民の方に身近な街区公園を整備していきます。 

■泣塔の公園は小さすぎる。古戦場の史跡としても緑地確保の観点からも、同一ブロック内の行政施設ゾー

ンの大学連携部分以外を全て公園としたらよいと思う。 

親水性 ■梶原川は親水せせらぎ化する。大船西鎌倉線歩道下の暗渠も蓋を外してせせらぎ化する。同様に深沢小

学校・御霊神社方面の暗渠も蓋を外すべきで、通学等に支障のなきよう、道路の幅員を確保すべきであ

る。 

○平成 21 年策定の「深沢地域の新しいまちづくりビジョン」の中で、基本目標の一つに『緑と水を

骨格にするまちの実現』をあげており、今後、親水せせらぎ化については、維持管理の方法も考

慮し、その可能性を考えていきます。 
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交通広場 ■交通広場にタクシー待機のスペースを確保する。 

・移転前は、湘南鎌倉総合病院の前にタクシーがいつもいたので、電話をすればすぐに来たが、病院移転

後は時間がかかるようになった。 

○交通広場内には、タクシー乗降場及び待機場の確保を考えています。 

シンボル道路

及びその他

の道路や自

転車道 

■シンボル道路が、直線となっており、場合によっては近隣交通の抜け道として、自動車がスピードを出すお

それがあるため、自動車がスピードを出さないような工夫を土地利用計画（案）の中で示してほしい。 

○シンボル道路は、ピーク時の区域内の発生・集中交通の処理機能を担うとともに、歩道の緑化、

沿道のセットバック等により、歩車道・沿道建物が一体となった質の高い街路空間、街並み景観

を実現するものとして整備していきます。 

○シンボル道路の交通規制は、基盤整備後のまちづくりへの影響に配慮し、今後実施する交通管

理者との実施協議等において検討していきたいと考えておりますが、基本的には、車ではなく、

人のためのみちづくりをめざしていきたいと考えています。 

○区域に接する県道腰越大船線、市道大船西鎌倉線、市道常盤梶原線は、開発により発生する

交通量を円滑に処理するため拡幅していきます。 

○シンボル道路とそれを結ぶ県道腰越大船線並びに事業区域に面した市道大船西鎌倉線に、自

転車走行空間を確保するなど自転車ネットワークを構築します。 

○区域外道路については、事業区域の整備と併行して、今後の課題として取り組んでいきます。 

 

■シンボル道路の整備方針は、現実に合った計画ではなく、机上だけの空想である。 

・シンボル道路（約全長 800ｍ）に接続する道路（南側に３本、北側に３本）が６本接続する計画になってい

る。 

信号がない場合： 

接続道路から、シンボル道路（Ｗ＝24ｍ）に出入りする時は、巾が広く、移動している物体（歩行者、自

転車、自動車）を瞬時に判断し行動（右折・左折・直進）しなければならず、非常に危険な道路になる。 

信号がある場合： 

シンボル道路を通行する歩行者、自転車、自動車が小刻みに停止する事が発生し、時間がかかりシ

ンボル道路としてのメリットがない。その部分の面積を子供から高齢者までが利用できる多目的な公園

にするよう要望したい。 

■「藤沢市村岡地区のまちづくりと連携を図ります。」とあるが、藤沢市のまちづくりは新駅設置、駅前広場、

アクセス道路、藤沢市内に繋ぐアクセス道路幅は約 10ｍであり、当市のシンボル道路に接続する道路だ

けが、シンボル道路と同じ設計であるため、当市のシンボル道路が主体であり、当市の事業も、東海道線

新駅ありきの深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業（平成 22 年 9 月）であり、限られた財源の中で防災・

減災対策等、人命に関わる事業を重点的に、かつ、優先的に事業を進める事が、現在置かれている行政

のする仕事であると考える。新駅ありきの幅 24ｍの道路、新駅設置は、市民は望んでいない。 

■深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業であり、市道常盤梶原線、市道大船西鎌線をシンボル道路並み

に、広げないかぎり第三の拠点としてのメリットはない。 

■新駅設置が前提の道路（シンボル道路幅＝24m）は、市が維持管理することになり、財政に影響するの

で、幅6～12mで十分であり、セットバックしてまで作る必要はない。ただし、市内の道路をすべて幅 24mに

するのであれば、全市民の参加で検討の余地がある。 

■既存道路の拡幅整備 

・県道藤沢鎌倉線などの周辺道路のアクセスが担保されていない状況で、周辺からの集客を想定した各

施設（大型商業施設、大学、行政施設等）を集中させるのは全くの画餅である。 

・市道常盤梶原線から深沢小学校正門に抜ける道は軽自動車さえもすれ違えない状況であり、現状の周

辺道路状況で大型開発を行うのは周辺の交通環境、特に児童・生徒の通学の安全性を著しく悪化させ

るので、絶対反対。言い換えると、当該地域の開発に先行して、文化遺産や歴史的経緯等に十分に配

慮しつつ、周辺道路の拡幅や区画整理を先行させなくてはならない。 

・尐なくとも、湘南深沢駅前に予定される交通広場から、深沢橋を経て県道藤沢鎌倉線に至る大船西鎌倉

線の幅員の拡幅は、当該地域の再開発に先行して実施し、拡幅に必要となる土地交換用の土地スペー

スを地域内に確保する。 
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■自転車が震災後見直されているので、自転車での通勤、通学、買い物、サイクリングができるまちづくりを

お願いしたい。 

再生エネル

ギー等 

■脱原発が国の流れであり、また、電気料金値上げで市の財政を圧迫することから、当事業は再生可能エ

ネルギー基地としての開発を提案したい。 

○これからのまちづくりに、再生エネルギーの活用を踏まえたスマートシティの考え方は必要な視

点であり、低炭素社会の実現と合せて深沢のまちづくりの中で追求していきたいと考えていま

す。 

 

■区域内の施設は、屋根上に太陽光発電設備を設置し、近隣の医療施設や交通信号等に非常時に電力を

供給できる体制とし、加えて非常用に資する発電装置も設置し、発生する熱（コジェネ）も地域冷暖房等に

有効利用する。 

■深沢地区の県道沿いには車のディーラーがとても多いので、すぐ近くに充電ステーションがあることは、エ

コカーの普及に役立つのでは。 

防災 ■区域内の公共施設や広場等の地下を活用し、災害時の食料等の備蓄施設を構築する。 ○防災・減災対策は、東日本大震災以降、緊急を要する新たな課題であり、市の関係部署との連

携はもとより、民間とも連携を図り、取り組んでいきたいと考えております。 

○また、備蓄倉庫や簡易水質浄化装置などの災害時の備えについても、行政施設の整備の中で

検討していきますが、民間施設にも協力を投げかけていきたいと考えています。 

 

■災害時に柏尾川の水を浄化して周辺地域の飲料用等に供することができるよう、簡易水質浄化装置を設

置する。 

■鎌倉市の津波被害を 14m と想定するなら、区域の標高はギリギリである。区域全体で盛土することが必

要ではないのか。また、区域内の在住・在勤及び周辺住民も含め、万一の際には夜中であっても避難でき

るよう、区域内の建物の設計・管理に配慮してほしい。 

■震災の前に作られた計画であり、震災後の省エネ・安全重視の哲学に合わなくなっている。ウェルネスと

いう横文字にはあいまいさがあるが、現在の計画では医療福祉系大学以外にはそのテーマに直結する具

体的な計画は見られないし、単なる旧来型のコンクリートの箱作りに留まっている。 

交通計画 ■大学誘致、住宅建設については、地元の意見を尊重してやればよいが、今でも渋滞が激しいのに、世界

遺産登録に向けて道路の混雑を解消する必要がある。 

・この地区に駐車場を何らかの形で造り、「福ちゃん号」を機能させ、市内の乗り入れを防止する。 

○本市では、交通政策としての車から公共交通への転換策の一つとして、パークアンドライド等を

実施しており、今後、深沢地域についても検討していきたいと考えています。  

 

■バスルート変更とそれに伴う整備 

・江ノ電バスの藤沢駅－鎌倉駅線及び藤沢駅－桔梗山線は、県道藤沢鎌倉線を直進しているが、当該地

域を経由するようなルート変更し、それに対応した計画に修正すべきである。             

・具体的には、藤沢駅方面からは手広交差点から腰越大船線を北上し、シンボル道路を東進して交通広場

に入らせる（深沢バス停移設）。交通広場から鎌倉方面へは、大船西鎌倉線を経て県道に戻る。 

・同様に、江ノ電こまわりくん藤沢駅－行政センター線は、市道常盤梶原線ではなく、シンボル道路を東進し

て交通広場を経由する。二次的なこととなるが、これらを可能にするためには、手広交差点、深沢交差

点、古館橋交差点における右折専用車線や右折信号の整備も必要となる。 

○路線バスの運行ルートの改変については、交通事業者が需要や収支等を検討し、周辺住民や

地方自治体の意見を踏まえて決めることとなります。今後、当地区の整備と合わせて交通事業

者と協議を進めていきます。  

 

 

 

 

 

■引込線にＬＲＴが走れば、心地よく暮らせる街になると思う。 ○引込線については、平成 24年４月に廃止線となり、現在、引込線用地を活用したまちづくりの可

能性ついて検討しています。 

土壌汚染 ■区域では、土壌汚染が見つかっていると知らされている。大勢の人々を集め、また、一部を公園のような

開放空間にするのであれば、除染は徹底的におこなってほしい。 

○土壌汚染については、市有地は、Ｂ用地の一部を除き、平成 19年度までに対策処理済みです。

Ｂ用地の未対策部分については、現在、土壌汚染調査を実施し、汚染が判明すれば、対策処理

を行う予定です。また、旧 JR 大船工場は、JR が本年 9 月から実施する更地化工事の中で、土

壌汚染対策処理工事を行うことになっています。 
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市有地 ■市所有地は、直接市が取得（平成 9年 3月 10日～平成 20年 3月 24日）しているが、取得目的の計画が

あいまいであり、仮に、整備事業のために約 75 億の多額の税金を投入したとしたら、疑問である。多くの

市民は、納得できないであろう。 

 

○取得した市有地は、昭和 62年の国鉄改革に伴って、国鉄清算事業団（現、鉄道建設・運輸施設

整備支援機構）用地として約 8.1ha が誕生したものです。平成８年の閣議決定において、国鉄清

算事業団用地は、「地方公共団体から購入要望のない物件については、公開競争入札等で早

期に処分を進める」とされていました。このような背景のもと、第 2 次鎌倉市総合計画後期基本

計画実施計画（平成３年４月）において重点施策とし、平成８年（土地開発公社により取得）から

順次取得したものです。 

■区画等は、地権者が決める事であるが、市有地は、多額の税金で取得しているので、取得時の土地利用

計画が実現できるように区画割を要望する。 

まちづくり ■深沢地区事業推進協議会が平成21年6月にまとめた提言における「まちづくりの方向性」は大変すばらし

く、最大限反映願いたい。そのなかでも、まちの空間のイメージとして述べられている『「面整備ゾーン」か

ら見る西空、夕焼け、富士山への眺望や、シンボル道路等の沿道景観を含めたまち並み景観に配慮した

空間づくり』については、土地利用計画（案）に「空間づくり」の記載を入れるなどして反映してほしい。 

■湘南深沢駅の西側は柏尾川まで平地が続いており、ＪＲの建物撤去後は、駅ホームからのすばらしい眺

望が期待される。さらに、現在使用されていないＪＲ宿舎は湘南深沢駅ホームにせまり、圧迫感を感じる

配置になっている。湘南深沢駅のホームは、毎日、数千人が利用する公園のようなもので、駅を利用する

住民や就業者に憩いを与えうるものであるため、土地利用計画案において、湘南深沢駅ホームから柏尾

川まで見通せる一定の眺望の確保や湘南深沢駅ホームから圧迫感を感じないような周辺建物の配置に

ついても言及してほしい。 

○空間づくりなどについては、これまでの「深沢地域の新しいまちづくりの基本計画」や「深沢地域

の新しいまちづくりビジョン」、「深沢地区の土地利用計画（案）」を踏まえて、今年度に行う「深沢

地区まちづくりガイドライン」の策定作業の中で、検討していきます。 

「深沢地区まちづくりガイドライン」とは、土地利用計画（案）を実現させるため、道路、公園など

の都市基盤施設や整備後に建設される施設について、都市空間形成や景観などの指針となる

ガイドラインを作成するものであり、やや理念的になっているビジョン等をどのように具体化して

いくかが現時点での課題でありますが、できるだけ具体化していきたいと考えています。 

 

 

 

○「深沢地区の土地利用計画（案）」は、市民参画のもと策定された「深沢地域の新しいまちづくり

の基本計画」や「深沢地域の新しいまちづくりビジョン」等を踏まえ、策定したものであります。 

  今後は、具体的な計画づくりをしていく中で、ご指摘の点も十分考慮に入れ、計画に反映してい

きたいと考えています。 

○なお、緑のネットワークの形成や都市防災の観点については、「土地利用計画（案）」を検討する

中で行ってきていますが、民間との連携も図りつつ具現化していきたいと考えています。 

 ■全体の印象から、多方面から長期間の検討を経てきたとはとても思えない土地利用計画（案）である。 

・第一に、これからの都市は〈都市機能の複合化視点〉が課題であるが、まずゾーニング手法が、旧来の工

業主義時代の〈機能水平分割型の土地利用〉になっていることが問題である。これからの都市は居住・商

業・農業・工業・教育などの機能が複合化され、コンパクトに有機的に結合されるべきで、そのためには、

〈機能立体集積型のゾーニング手法〉をとるべきと考える。また、居住（住宅）ゾーンと公共・公益ゾーンの

複合化、商業ゾーンと市場・工場ゾーンなどの複合化はもっと検討されてしかるべきと考える。 

・第二に、環境の時代のなかで〈都市における環境（自然生態）基盤の形成の視点〉が非常に大事である

が、言葉では何となく触れられていても、土地利用計画に表れていないことが問題である。特に、生物生

態系保護（ビオトープ）の観点からも、風の道に代表される都市気候の観点からも重要と思われる、《緑地

配置がネットワーク化されていない》ことが最大の問題である。特に東西をつなぐグリーンベルトがないた

めに、都市環境の核となる（新駅）→柏尾川→深沢駅→（山の緑）とつなぐ〈緑（自然環境）の流れ〉が形成

できていないことである。また、南北方向も効果的に繋がれておらず、近隣公園と隅に追いやられた街区

公園などが緑で連結されていないことが問題である。 

・第三に東北大震災以降、都市づくりにおいては、〈都市防災の視点〉も重要です。柏尾川の洪水  津波対

策、避難拠点、延焼防止などが課題になりますが、この観点からも緑地の配置は重要となるが、十分検討

されているとは思えない。   

・今回、尐なくとも緑道のネットワークの形成を図るうえで、緑地配置の修正を行うべきである。 

・中央軸線左右に十分な幅のグリーンベルトを設け、近隣公園を中心とした南北緑地帯とともに骨格緑地を

形成し、また街区公園型緑地を４分割区域の中央部、各用途区域の接点に設け、それぞれを緑道で結ぶ

ことが望ましい。  
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■基本的なゾーニングに疑問を感じる。 

・提示されたゾーニングでは既存集落への配慮と鎌倉の自然への考慮が欠けていると言わざるを得ない。 

・計画地と北側既存集落とはバッファーゾーンで仕切るべきである。 

・既存の集落はこれまでの秩序のもとに形成されてきたコミュニティーであり、その秩序＝コミュニティーを

破壊することなく維持し増進させることが必要と考える。 

・そのとき今までの秩序、コミュニティーに欠けている空間要素がある場合は何がしかの補填が必要で、そ

の余地は残しておくべきと考える。 

・バッファーゾーンは緑地で形成し、既存集落と深沢整備地区との直接的な接続はもたせない計画が必要

である。つまり、今回の計画地北側に大きなバッファーゾーン＝緑地を設定すべきと考える。 

・バッファーゾーン＝緑地は深沢寺分の緑地と連続するように設定し、鎌倉中央公園などの大きな緑地から

の緑の回廊を柏尾川まで延ばすべきである。バッファーゾーン＝緑地の幅は狭いところで 20ｍは確保し、

その緑地の中に深沢寺分からの水路も復活させるべきと考える。 

・以上のようなバッファーゾーンの設定を行い、その主旨を生かすべく残りの土地のゾーニングを行うべきと

考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ウェルネスを基本とするまちづくりは馬鹿げていると考える。 

・深沢地区のポテンシャルを考えた場合、大船駅まで行けば東京・羽田空港・成田空港に乗り換えなしで直

行できる交通の便から東京ミッドタウン・六本木ヒルズのような職住近接のコンパクトシティーとするべき

で、その方が現役世代のリタイヤによって急減する市民税減収対策として効果的である。 

・現役世代リタイヤに伴う税収減の環境下で市税支出超過が容易に想像できるまちづくりには賛成すること

はできない。 

○「ウェルネス」は、市民参画により、平成 16 年に策定した「深沢地域の新しいまちづくりの基本計

画」の中でまちづくりのテーマとして位置づけたものであり、広く市民の皆さんにもお知らせして

きており、市民の多くの皆さんからご理解をいただいていると考えています。 

○超高齢化が進む社会で、健康づくりに主眼をおいた「ウェルネス」は、これからのまちづくりに相

応しいと考えています。 

事業費 ■現状を総合的に考え、「都市計画決定」については、先送りする慎重な判断が「市民と共に歩む行政」とし

ての役割ではないのか。 

・後期実施計画の財源不足がある状況下で事業に 100 億から 200 億円単位の経費が必要となり、さらに

保留地処分できない場合は、市が事業費を肩代わりすることになる。その結果、費用を捻出するため

に、新たな借金をして、市民は負担だけが覆いかぶさってくることが予想される。 

・公共施設白書の概要では、築 30 年以上の公共施設は 63％を占めており、今後 40 年間の平均施設維

持に年間 59.9億かかるとしている。 

○財政状況が厳しい中で、大きなまちづくりを進めることは、市民の皆さんにとっても負担になるこ

とは、十分承知していますが、一方で、将来の鎌倉市を考えた場合、本事業は、鎌倉の財政を

下支えする事業になるものと考えています。 

○まちづくりは、長い目で進めるべきであり、本事業の推進にあたっても、民間資金を活用しつつ、

行政負担の軽減化、平準化を図りながら進めて行きたいと考えていきます。 

■市全体で緑地、建物の維持費が飛躍的に増大することを考えると、大規模開発はあまりにも無謀である。                                                                                             

■当事業は、財政・歳出削減等々から、市施行土地区画整理事業ではなく、組合施行にし、整備課担当者

の人件費の削減を図る事を要望する。 

■当市は職員の給与をカットしている事等から、公的施行の土地区画整理事業で専従の職員を置くのでは

なく、民間施行の土地区画整理組合で十分事業を進める事が出来る。また、人件費の削減になるので要

望する。 

 

用途変更 ■整備事業区域は、工業地域、工業専用地域（ＪＲ工場跡地）である。用途地域の変更は、公正をかくことか

ら変更しない事を要望する。 

 

○第三の都市拠点の形成をするため、「深沢地区の土地利用計画（案）」に沿った土地利用の誘

導が図れるよう関係法令に沿って用途地域の変更を行なっていきます。 
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施行区域 ■深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業であれば、上町屋、寺分、梶原（未開発部分）も区域内に加え公道

で区域内外を決めるべきである。 

■北側（上町屋）が整備地域外であり、西側も整備地域外にして、整備事業を進めるよう要望する。 

○区域については、「深沢地域の新しいまちづくりの基本計画」により、「面整備ゾーン」、「土地利

用転換誘導ゾーン」、「都市型産業ゾーン」、「住環境整備ゾーン」の４つのゾーン区分を設定して

いますが、その中で地域の顔として、まちづくりを先導するエリアを「面整備ゾーン」として位置づ

け、市街地開発事業(土地区画整理事業等)を行う区域としたものです。基本計画では、現在、住

宅系の土地利用となっている上町屋、寺分・梶原、手広の住宅地区は、「住環境整備ゾーン」と

して位置づけています。 

新駅関連 ■平成 23 年１月 23 日の土地利用計画（案）に関する説明会の際の土地利用計画（案）図面には、「新駅構

想」の記載があったが、今回の土地利用計画（案）には、記載がなく、市民に「新駅構想」を意図的に隠し

ていると考えざるを得ない。 

○「深沢地区の土地利用計画（案）」に限定して意見を求めたものです。 

 

 

■新駅設置等の費用に税金（補助金を含む）を使うのであれば、全市民参画による論議が必要である。 ○新駅設置への市の方向性については、新駅設置が市にもたらすメリット・デメリットを整理し、費

用負担も含め、議会等とも相談しながら見極めていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＪＲ貨物跡地（藤沢市）への新駅設置については自治体誘致駅と聞いているが、ＪＲが必要との施策であ

れば全額ＪＲ負担が当然であるが、負担ゼロというのは市民感情からして理解、納得できるものではな

い。 

■当事業は、ＪＲが約 50％（工業専用地域約 39％含む）を所有した地権者であり、新駅を前提とした事業で

恩恵を受けるのは、ＪＲである。国、県、市ともに財政難、人口減尐、経済状況、電気料金値上げ、増税、

大船駅・藤沢駅間（約 4.1ｋｍで距離が短い）等々から、新駅設置は容認する事は出来ない。 

■深沢地区で開発後推定 3100人の定住人口を予定しているが、新駅までの距離は近いところで 400㍍、モ

ノレールからは700㍍と離れている。横浜、東京方面に行く場合は、バスかモノレール利用で大船駅に行く

ほうが現実的である。 

■２つの新駅舎イメージが出ているが、どちらも 100億円を超え、さらに計上されていない費用が上積みされ

て、市民負担が重くのしかかることになる。膨大な費用負担してまで新駅の設置は必要ないと思う。 

■新駅設置に向け、当市が深く関わっているのに今回の内容には、一切記載がない。よって関わった視察

（交通費を含む）、会議、会合等々に要した時間の費用を返還するように求める。 

■研究所の門の設置位置、社員住宅（研究所北側、梶原、保土ヶ谷、10 年契約の賃貸住宅含む）等々が建

設されているが、貨物駅跡地に隣接する女子寮跡地は、手つかずのまま放置されている。以上のことか

ら、税金（補助金等）を使った新駅設置に反対する。 

■深沢から新駅に繋ごうとしている、シンボル道路で、周辺道路の混雑緩和 1割抑えられるとしていますが、

逆に市道大船西鎌倉線、県道腰越大船線の混雑が激しくなり、通勤、通学のバス利用者の妨げになるの

では。いずれにしても、市民犠牲につながる心配のある新駅構想については再考すべきである。 

■大船－藤沢間 4．6kmの中間駅となるが、到着駅（各上下線の各駅）の現行所要時間より遅くなり、現行ダ

イヤを守ろうとすると速度超過による安全の問題がある。さらに 1 日乗降客数 9 万 3 千人を推定している

が、まったく根拠のない机上での数字である。仮にそうだとしたらラッシュ時間帯の新駅以降の上下各駅

での置き去り客が出てくることが予想され、ホーム要員がいない現実からも、安全とサービス面で問題が

ある。 

○1日乗降客数 9万 3千人については、平成 10年パーソントリップ調査を基に算出したものです。 

○ＪＲ東日本が新駅設置の判断をする場合は、運行上の安全も含め、総合的に判断すると聞いて

います。 

■家や会社からの新駅までの所要時間が平均 2分短縮し、時間価値に換算し、合計すると、年間約 15億円

相当の便益になるというが、根拠がよくわからない。 

○便益は、鉄道プロジェクト評価マニュアルに基づき算出しています。 
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