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く脱明金線事録＞

雷日時
｝説明会会場

｝工事名称

2015年12月13日（日）18：∝I～20：30

鎌倉市商工会議所地下室ホール
（仮称）鎌倉由比ガ浜4丁目計画

■出席者　A工区事兼者　　　　　　　大和情報サービス㈱

開発設計者　　　　　㈱ティ⊥プランニング

建築設計者　　　　　㈱INA新建築研究所

交通コンサルタント　　　㈱エスパシオコンサルタント

B工区芸芸芸個人一・一・諾票讐

簸計者　　　　　　　　㈱叶設計
｛観明会参加者　銃倉市民43名（名簿記載者41名）

■配付資料　　　鎌倉市まちづくり条例に基づく説明会式次第、説明資臥案内国、土地利

用計画区、平面図・立面図・断面図仏工区8工区共）、大親機・中規模朋先
事業意見書に記載された個人情報の取扱いについて、意見書用紙

卜投影資料　　　交通シュミレーションに関する説明資料（来退店経路図）

義悦明方法　　　プロジェクターを使った国両の投影と配布資料による説明

く説明内容＞
1、事業者、関係各社挨拶　　　　　　　　　　ん商業施設に対しての賞臥意見
2、配布賞料に基づく説明　　　　　　　　　　駄共同住宅に対しての質臥意見

8、交通シミュレーションについて　　　　　　　　0：全体計画に対しての貧臥意見

4、賓疑応答

意見及び賞開事項

※プロジェクター投影による兼退店経掛こついて税明中

間Å：プロジェクターで投影している（交蓮シミュレーショ
ン〉資料も配布して欲しい．

聞入：いつくれるのか今欲しい。

闘A：今税明している数値の単位は何ですか？

A工区：大店立地法に基づく悦例会があるのでそのとき
に最終のものを。現時点ではまだ最終責斜でないのでお
渡しができません。必要な方はご注賄頂ければ捜日お渡し
します．

A工区：平鹿23年10月、この会嬢で埼玉大学の久保
田救援と鎌倉市交通政策課宮崎抹曇が市民100人と
ロードプライシングの会が開催されました。世界遺産白川
鱒をモデルとして、久保日数機が専門である交差点需某
卒、今回の交通シミュレーションも交差点霜真率から導き
出しています．非常に難しい計算式です．道路がどれだけ
のキヤ′く、収容ができるか．交差点にどれだけのキャパが
あるのか．本来はまだお見せはできないところですが、r現
在このようにやっている」といったところを今からご説明しま
すのでます聞いて下さい．交通シミュレーション資料は後
日郵送いたし軒ト…＿＿　▼▼－＿＿

A工区：交差点需菓率という単位を使っています．道路
を投計する時等に用いる手法です．大店立地法でも用いる
手法です．交差点において1時間あたり通過できる最大の
交通容量を1としたとき、夷軌こ交差点に流れ込む交通量
との割合です．交差点の形状、車線の赦、道路の幅、億号
の蜘こよりその交差点が特つ容量は責わってきます．その
容量を導き出してその組こ夷馳こ通過している交通量、ま
たは（店舗の）オープン触こ通過する交通量を計算して導
き出している数値がこのデータとなります．

1／9ページ



例えば、容量が6000台ある交差点があります。そこに現
状で6000台の事が出入りするとします。すると6000÷6
000＝1．0ということでこの交差点は飽和状態。これ以上
の車は交差点に入れない。という意味です。

ただし、実際の交差点では赤で信号待ちしていた辛が青で
アクセルを踏み込み、発進するまでの時間のロス、発進浪
矢がございます。これをふまえると一般的には0．9以下で
あれば信号機の処理が可能であるということになります。
従いまして、AからDの全ての調査した交差点が0．9を下
回る結果となっております。例えば交差点C（海浜公園前
交差点休日）が現況0．412です。店舗が開店後には0．
561となって約0．15の増加という見方となっています。
0．15の増加は具体的にどれだけの台数が増えるのか。
さきほど「1時間に最大160台ほどのヰピーク時を想定し
ているJ（配布説明資料より）とありましたが、東側から134
号線を海浜公園交差点を右折する辛が約80台。西から海
浜公園前交差点を左折する手がほほ同じ約80台。倍号が
サイクル長で青、兼、赤、次に南北も同じ青、斉、赤、これ
が1周すると1サイクル。この1サイクルが約130秒J時
間8600秒で13血抄を割りますと約27サイクル。27回
転。この80台という車が満遍なくきた状態ですと1サイクル
に概ね3台くらい。「8台くらいが現況と比較して増加する」
という結果でございます。配布資料に記載のとおり、開店
当初は、店舗を左折して敷地北側へ退出する車も一部予
想されるため本来の経路と別に北側経路も昨年平成26年
12月12日に調査をしています。調査箇所は○印の箇所

※続いて、質疑応答へ

同人：来店経路について海浜公園交差点を逗子伽から
来て右折する場合で一車線の末まの計画なのですか。逗
子側から何台乗ると想定しているのですか。海浜公園から
のアクセスが正規の来店ルートとなると患いますが、商業
施投へ向かう串が例えば10台になるとかなり右折しづらい
し、北側道路に流入していくと患います。それを防ぐための
誘導方法を知りたいです。

間A：A工区の駐車場は159台、駐輪軌ま175台（バイク
含）となっています。草に関しての交通検討はされている
が、パイクに関しての交通検討はどのようにされているの
でしょうか。

加による交差点需要率の増加は非ウ削こ少ない縮果となっ
ています。計画施設が与える交通量の影響が著しいもので
はないと推測しています。

A工区：前回計画した右折レーンについては、今回計画
では設置しない予定です。規模縮小により交通量が著しく
増えることがないため、右折レーンを設けなくても処理可能
という解析結果となりました。

A工区（交通）：逗子側からの右折する交通量は最大約
80台／hと想定しています。現状の海浜公園前交差点の信
号現示はおよそ27サイクル′hであり、1サイクルあたり3台
程度の車両が新たに増加する見込となりますが、辛と辛の
間をぬって右折することで、計算式ではさばけると判斬して
います。兵掛こは運転者のスキルによる部分もあるが、処
理可能と判断しています。

A工区（交通）：バイクについては、大型二輪というより原
付二輪を想定しております。二輪車については交通予測評
価の対象とされていないため検討は行っておりません。
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の説明で1サイクル3台が車間をぬって海浜
公園を右折しようとすると必ず渋滞すると患い未す。また、
右折して北側道路へ抜けていくと考えられますが、北側道
路は歩行ラインに入って車両がすれ違うような危険な道路
です。ここを通られる方は地域住民ではないと思います。こ
のような規模を席小しなくてはならないような環境でなぜ商
業施設を作ろうとするのか疑問である。また、鎌倉らしさと
音われているが建物が、非7割こチープである。北側の狭く
すれ違えないような道路での交通処理をどのように配慮さ
れるのでしょうか。

聞A：実際に北側道路周辺を見られているのか。どう患
われているのか。

意0：前回の計画において交通闘照の影響で計画が実
現しなかった。全体に規模紺小したからといっても大きな波
涛となるのは予想できる。市と警察も含めて深く協議した
結果をだしてほしい。規模拍小をしたからといって大丈夫と
いうことは到底考えられない。渋滞が今以上とならない様
に議論して努めてほしい。また、前回の計画の意見書の答
えとなる最終報告が開けていない。その辺りをはっきりさせ
たうえで、次の投掛こ進んでほしい。

間C：この説明会の意味を数えて下さい。工事着手が29
年7月1日となっており、意見書の提出が決められている
が、兢明会がこのまま経過して進めていくものなのか。そ
れとも塘合によっては近隣住民の意見により事業を中止す
る覚悟はあるのか。⑤くまちづくり条例説明会開催の結果
報告の確認）を希望しない人がいる場合はどうなるのか。

A工区：日常的な食材と商品をおくことを目指しており、
具体的なテナントは決まっていませんが、近隣の方の利便
性向上を図る考え方で出店しようとしていますので、遠方
の方はそれほど乗られないと患います。商翻範囲1．5～2加
の範田までで成り立つと患います。

A工区：現地周辺の確認はしています。確かに狭い部
分もあり、交通量が増えるかもしれませんが、今回計画の
規模では影響が少ないと思います。

Å工区：前回においても交通シミュレーションは行ってお
り、需要率0．9の飽和度はクリアしていました。そうはいって
も、規模が大きいというお声を頂き、建物規模と駐車場の
縮小の結芸削こ至りました。駐車場台数では大店立地法の
関係で規模により定められており、159台よりも下げること
は出来ません。前回の計画に対して意見の多かった交通
渋滞は、商圏を絞った規模に縮小することで渋滞への影響
を少なくするよう努めています。北側道路が譲り合いがな
いと車両のすれ違いが出来ないのは理解しています。速
度を出すような手が郊外から来るような店ではないと患っ
ております。

AB工区：スケジュールとして、仮に12／18日に説明会報

告書を捷出すると12／22′｝1／8の脚で縦覧、1／18までが意

見書の提出期間となる。このまちづくり条例における説明
会は事業の内容を賛成・反対する蟻ではありません。⑤に
ついては税明全報告書についての確掟となります（譲車線
内容の整合性がとれているかの確認）。
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実際北側の住民は通学路、
路を通過して駐車場に入っていくと考えている。開店当初
だけではなく、134号線を通行しないで常時商業施設に入
ると患うのです。地元でアンケート調査をしたところ90％以
上危ない思いをしたと。もう一度再度検討して欲しい。夏場
地下駐車場が開くのを待っている車両で渋滞しているとき
もある。2度の調査だけでなく再度交通量の詳細調査をし
て欲しい。ショッピングセンター駐車場が隣地に住む方に
接近していますし、もう少し植栽をするとか配慮をして欲し
い。20％の緑地だけではお粗末。鎌倉らしさは我々市民
のほこりです。鎌倉らしい建物の配置、商業施設のあり方
があるのでは。近隣有料駐車場では、サーファーが寝起き
をして、シャワーを持参して水まで駐車場内で浴びていま
す。風紀がとても慕い。商業施設の駐車填まそういったこ
とにならない対策を考えている耐㌔二地元任‾民としてばとて

も不安視しているところです。あと2紛ま3店舗の予定と
おっしゃっていましたが、素敵なお店ができると若い市外か
ら多くの人が乗るのは明らか。大型施設のため地元にフ
リースペースを提供してくれる等の考えはあるのか。本当
は大型施設は不向きだと患っています。鎌倉市らしいすは
らしいものを再検討して頂きたいと思います。

間0：A．B工区について鎌倉にふさわしい景観とは何
かお答え頂きたい。また、意見書には様々な内容が寄せら
れると患うが、それらの意見は反映され変更されていくの
か、それともこのまま強行されるのか。

開B：話し合いによっては変更しうるということですか。

A工区：交通問題については大店立地法の中でご兢明
させて頂く。皆様のご意見に対してなるべく心配のないよう
な形を市や警察とこれから協議して参ります。皆様からの
ご意見を頂いてどのように施設をつくっていくのか検討して
いきます。商業施設の2階については、物販としては、日常
的な業種、サービスについてはクリーニング、床屋さんであ
るとかそういった菜種構成も考えています。

A工区：景観については外壁の色彩が主体となると患う
が、鎌倉市には鎌倉駅前のようなグレイツシュな色味を指
導されると患うので、それらを真軌＝受け止め協議しなが
ら進めていきます。

8工区：マンションについては投計が始まったばかりで
大きな配棟構成はかわりませんが、景観裸と協議をしなが
ら、特に海側から見える景観を重要視しています。意見書
についてはできる範囲、できるものにはできる限り配慮をし
て参ります．精査、検討して回答いたします。今まちづくり
条例では景観、鎌倉市のマスタープラン、建物ボリューム
の外郭をやっていますが。今後プライバシーであるとか眺
望であるとか日影等便々の問題はお住まいになってるお
部屋により異なります。建物詳細は次の法令の基準に係る
開発事業条例（鎌倉市開発事業における手続き及び基準
等に関する条例）の段階で。例えばゲランベールの皆様を
対象に説明会を開催したいと凰います。投計国書などをお
借りさせていただければと。

．8工区：実際には具体的な意見を頂いてから。（事業主
から回答〉正直事業としているところが軸と考えることにな
ります。近隣の皆様の状況は様々であると患いますので、
できることjきなかごとを‾我々わカセ産別しそ皆様とお話
し合いをしながら進めていこうと考えています。何も変わら
ないということではありませんが、大きく変わるということは
想定はしていませんが、まずはご要望というものがわから
ないのでこれからお托し合いをさせて下さい。
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る．mさんの敷地南側公舛（舞浜公隕）は広くない．マン
ションが一度建つと南側公準はこれ以上広がらない．線化
が進まない．その嬢でもって我々の言うr鎌倉らしさJをあな
た遽事業主は理解できているのか．全て含暮してr鎌倉ら
しさJと言っているのかとても疑問なのです．儀が聞きたい
のはモラルなんです．まず大和さんに聞きたいのは憫回と
同じ繰り返しですね．半分になったからOKということでな
く、基本的に皆妻らないんです．半分にしてもやりたい、3
分の1にしてもやりたい、4分の1にしてもやりたい、という
閏月ではないんです．箱物は要らないんです．行政からも
白組こ。鎌倉市も静物は半らないんです。鎌倉らしさを1行
で言うべきでない。N［さんもそうです。どういう形で前の
説明を聞いているのか知り麦せん．27年の9月に登記が
移うているらしいのですが㌫体こいつ翳しがあったのかJ

蘭の説明会の状況を聞いているのか？いつ翻しがあった
のか数えて下さい。あの広大な敷地を鎌倉らしくする最後
のチャンスだと恩っている。鎌倉らしさにするのは鶉物では
ないと息っているんです．そこに敢えて箱物をつくってどう
やって鎌倉らしさをつくるのか、叶設計iiiこお紳さし
たい人
間8：Nmさんはいつ共同開発の館が来ていたのか、前
回の説明会尊の経緯は聞いているのか、広大な土地に誇

雫ノを撃ててどう等号らしさを出すのか、お筆え頂きたい．

臥：この針層別こ関しては市民全体の闘鰻でもあり、鎌
倉市民を失望させている。
蘭回、今回の交通シミュレーションの横】剛こついて鎌倉市
に提出する薫軌よあるのか．ぜひ捷出して頂きたい。
尚駐霊場に関して24時間オープンとして考えているのか。
それにはかなり融念がある．
また、今回はまもづくり条例の拉明金ということで、事業者
の職意として時間をおいてもう一度行って頂きたい．

鎌倉市には醜情義も出ているし、それに対して鰻会も応擾
している．夷臓にこの醗明会にも市議会練1が何人も参加
している．みんな反対している。
そういった部分でも、もう一度誠意ある餅明会を行って頂き
たい．

意0：手続条例の説明会は法令上のことでなく、まちづく
り条例に基づく説明会をもう一度獲意としてやって頂きた
い。

8工区：守秘義務のためrいつ聞いたかJはお答えでき
ません．9月に所有権移転していますのでその龍から色々
檎射していたのは事実です．前回の全体商業計画涛欄は
我々（NTT都市開発）は紘緻しています．鎌倉らしさを出す
為に何か鎌倉らしい何かをつくるということでは正妊ありま
せん。我々としては行政撒導に則って住宅事業を嶋にして
その中で鐘倉らしい雰囲気を出していきたいと脅えていま
す．（NTT薗市棚舞〉マンションを建てるという前提のもと、
海浜公庫側からどのように見えるか、線化等形状の間且、
ひとつひとつ検討を重ねて最大限努力をしていきたいと患
います。

Aエ区：交通シミュレーションは前回分も含め、鎌倉市に
提出させて頂きます．説明会はまもづくり条例ではなく、次
回の手続条例と大店立地法でさせて頂きます．

A工区：ご要望があればさせて頂きます。
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8工区：次回の手緩条例でないと鼻体一朗こ詳細にご横
明できないところがあります．ですから、次回の手練条例で
行います．

鷺¢：暮業者代理人でなく、事業者からお答え頂きた
い．雷名も多く奪せられているので、日韓日の夜の出席し
にくい時間とは遭った別こちを投定して絆橿して欲しい．

（住民〉

市繊会の皆欄はあの土地をどうされたいんですか？

（積金議員）

私は公有地化です．

く鎌倉市民〉

公有地化できるんですか？

もがいます．市離会としては公有地他、つま切回の負担で
購入させたいと思って凱ヽています．

（市議会離農〉

ます陳情が出ているので議会で縫練響査となります．

（市議会鶴見〉

そういう勤をも出てくると乱ヽます．

（市傷会離員）

補助金により手すふ鎌倉市は金が無いですから．

（鎌倉市民）

なぜ今までそうしなかったのか．

（市議会離農）

市長は、我々が慧念していると晋っているが何も手をうって
いない．

（市繊会離農）

鎌倉市長はれ全く何も決断も何もしないからね．議会で
r補助金引っ譲ってこいよ止いう形になった．

8工区　こまもづくり条例での説明会は大きな構想をご説
明する政明会であるので、皆様においてもご負担となり吏
すので、次回手織き条例で具体的にご説明させて下さい．

8工区：鎌倉布で購入ですか？

8工区：1匹有地化の活勤を議員がしているという鎗錐で
良いですか？

8工区：鎌倉市ではなく、国有地牝ということでしょうか．

8エ区：公有地化の実現性というものはどれぐらいあり
ます机土地売貫軌こ公拡法という法律でr鎌倉市は購入
しないjことが明らかになったものですから．我々は今恥ヽ
て、とてもびっくりしています．
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※話が戻り、回答に移る。まちづくり条例に基づく説明全

問0　＝事葉主、賞間にもどって下さい。説明会はやるん
ですか？

間0：あなた方仏工区）はもう一度行うと言われたではな
いか。

間C：先程は一方的な判断なのか。

聞入：故事蟻の開放時間についてはいかがですか。

聞A：それは確約ですね。

意C：計画地の付近に住んでおり、一番迷惑をしていま
す。長期間荒れた土地のままであるので、しっかりと進め
てほしい。市繕会にはもっとはっきりしてほしいし、事業者
にはもっと詳細に事業内容を説明して頂きたい。

（鎌倉市民）

鎌倉市はどの様にしてほしいのか。

（市議会議員）

我々は中止してほしい。

（鎌倉市民）

何年も前から放置されたままじゃないですか。

（市議会議員）

私はまだ議員となって2年しかたっていないんですよ。だか
ら、私はその声を受けて頑張りたい。まだ、27歳のこわっぱ
ですから、頑張ります。
私へのお低はあとで開きます。

意0：計画の話自体のレベルが低くて、それを2回も3回
もする必要はない．1回で済むような内容で説明会を軌l
てもらうべきでした。

意G：鎌倉市としっかり協議して頂かないと大変迷惑で
す。

意A＝　高菜施設の入口付近に住んでおりますが丁暴走族
等のバイクの騒音や排気ガスの処理等について、また、治
安が悪くなったりするので、非掛こ不安です。駐車場を有
料にするなどの対策をしっかりと考えてもらいたい。

A工区：今回は一体開発事業としておりますので‥

A工区：私どもだけとはいかないので、協議させて下さし

A工区：先程は一方的な判断でした。意見がこれから出
てくると思いますので、それをふまえて開催の判断をさせて
下さい。

A工区：営業時間のみの開放となります。

A工区：はい。
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閉0：もう一度まちづくり条例に基づく説明会開催の提案
に対して共同開発ということで、明確な回答を得られてない
が、私たちの懸念は商業施設です。もう一度やって頂ける
のか。やるならNTTさんも同席して頂けると凱lますが、い
かがでしょうか。

意B：NTTさんとは我々ゲランヴェールにとって大きな影
響があるので、単独、個別で鋭明会をやって頂きたい。

憲A：大和さんは睨明会をやって頂けるのかどうかはっ
きりしてもらいたい。

意A：先程やると言ったではないか。

意A：やってほしいのですが、やって頂けないと誠意が
ないと取られますよ。

意A：日曜柑時というのは鋤く者にとって貴重な時間で
す。乗れない方も多くいます。もう一回開催して覿明頂くよ
う努力して頂きたいというお願いです。

意A：誠意を見せて下さい。我々は二年閥計画を反対し
てきたんです。年の瀬に日曜の夜で来れなかった方のた
めになぜできないのでしょうか。皆様のためにも我々にとっ
ても良いことだと息います。説明会をして頂かないと誠意が
ないと判断します。

意入：店舗が入るとなると近隣住民に反発されます。我々
も商業地牧を使用するなら気持ちよく使いたいですし、納
得していない方もいらっしゃいます。我々の声に耳をふさい
でいるということになるのではないですか。もう一度開催出
来ない理由はなんですか。

意0：この場で決めて下さい。

意0：先程やると言ったはずでは。

A工区：北側道路等へ辛が進入していくことへの安全対
策についてですが、渋滞と安全の二つの観点から進めて
いくことになります。事業者としてはしっかりと乗退店経路
を周知します。今後は警察、地元自治等と協議を進めて参
りますが、交通規制をかけて頂くことは難しいかもしれませ
んが、自治会と連携し、自治会優先といったような立て看
板を設置したり事例もあります。

A工区：暴走族についてですが、我々にとっても、営葉
上迷惑ですので、有人無人のセキュリティーを強化して排
除します。バイクも含めて駐車場は有料とします。

A工区：先程は私たちだけの話をしてしまい、今回は共
同開発ということで、私どもだけでは決めれません。

A工区：私の間違いでした。申し訳ございません。

A工区：でしたら、個別という形で拓をさせて頂きます。

A工区：申し訳ございませんが、説明会としては今回だ
けとさせて下さい。お話があれば個別で行わせて下さい。
今後の手続条例等でご説明させて頂きます。

A工区：意見書を提出して頂いて、検討の上、回答させ
て頂きます。

B工区：説明会→意見書→回答書のサイクルに則って
進めさせて下さい。

8／9ページ



B工区：そこは謝罪の上、訂正しております。意見書とし
て説明会を開催してほしいとご記入の上、ご拠出下さい。

意8：今回マンションに対しての具体的な説明はなかっ
た。マンションについての意見書は書類を出すだけになる。
個別で今月中にゲランヴェールの住民と説明会を行ってほ
しい。

意B：それを今年中にやってほしい。

意A：入居した時は素晴らしいテニスコートだったの十数
年で荒れ果てた土地となってしまいました。これだけの土
地を放置されていてなんとかならないものかと担っていま
す。売られてしまった土地なので仕方ないですが、どれだ
け鎌倉市の土地であったら良かったかと患います。
交通シミュレーションは右折車線の検討はやめないで頂き
たい。今後引き続き協議して頂きたい。
今回の計画は事凛眉側慢けの聞知でなく、鎌倉市の開腹
であると患います。商業施設が出来たから渋滞するのでな
く、以前から渋漸ましています。それに困っている市民の
為にも事業者と鎌倉市、市議会がお互い協力し合って欲し
い。

事業者側は住民の防犯等の住環封こ関するデメリットを
しっかりカバーして欲しい。住環境の悪化を最小にする努
力をして下さい。掛ヒ20％に満足せず、もっと増やしたり光
化学スモッグなどによるアスファルトの温度上昇を防ぐため
の処理を行ったりして欲しい。
商業施設に集まってくる人たちに対してたむろを防ぐため
にカメラを取り付けたり、入口部分に門を設けたり、花火を
しない様、水着でうろうろしない様にしっかり配慮して下さ
い。より良い住環境のために事業者と鎌倉市が協議して下
さい。
海が見えなくなることを100歩譲ったとしても正直便利にな
ると患います。買い物難民で、材木座、長谷、坂の下あたり
の奥様は大変だと患いますし、私自身も年を取り、駅の方
に歩いていくのが大変です。日用品の整備などは住民の
意見をしっかり開いて下さい。お互いが歩みよることが大
切であると患います。いい環境を保全するまうお願いし害
す。

説明会終わり

B工区：今回は全体の構想をお話する場ですので、資
料はこの程度です。今後、詳細な検討を個別でさせて頂き
ます。

B工区：今月というのは難しいです。交通協議同様意見
書を出して下さい。

B工区：貴重なご意見どうもありがとうございました。
全て受け入れることはできませんが皆様に喜んでいただけ

るような施設をつくりたいと患います。宜しくお廉いします。
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