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類型 意見の要旨 都市計画決定権者の見解 延べ人数 
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（「ツインシティに係わる都市計

画道路に関する意見書」） 

 

反対  

○主旨   

ツインシティ新橋＝反対 

○理由 

ツインCT新橋の予定地にはグ

ラゥンドがあります。少年野 

球の名門チームです。 

子どもさんの夢や希望を消さ 

ないで。 

○相模川は、県民の母なる川で 

す。河川敷の有効利用と保全を 

旨としております。 

 

反対 

○主旨 

ツインシティ新橋＝現状では 

反対 

○理由 

ツインCT新橋が倉見共有地を

横断すると、位置や地目がどう

であろうとも、子ども達の宝と

も思えるグラゥンドが消えて

しまう。 

子ども達の夢や希望を繋げ 

させたい。 

○県からは、格別のご配慮を戴い 

ているとの事なので、ご期待申 

しあげます。それまでは･･･ 

 

（仮称）ツインシティ橋を含む都市計画道路

３･３･４号倉見大神線については、町の総合計

画「さむかわ２０２０プラン」、「寒川町都市マ

スタープラン」及び県の「茅ヶ崎都市計画都市

計画区域の整備、開発及び保全の方針」に、（仮

称）ツインシティ橋として構想路線に位置付け

られております。 

 これら上位計画及び「ツインシティ整備計画」

に基づき、この度、ツインシティの都市づくり

を担う平塚市大神地区を市街化区域に編入する

手続が進められており、それに伴う交通需要の

増加などに対応するため、相模川を渡河する本

路線を都市計画決定することとなりました。 

 また、（仮称）ツインシティ橋の計画線に存在

する、御意見にあるグラウンドの利用状況につ

いては、町としても認識、把握しているところ

です。今後、神奈川県とともに調査、課題等整

理を行ったうえで、解決への方途をお示しし、

事業実施の段階に向けてご協力が得られるよ

う、具体的な対応を図りたい考えです。 

 このことから、町として今後も引続き、神奈

川県と協議、調整を行ってまいります。 

 なお、「ツインシティ整備計画」において、め

ざす都市像の一つとして、環境共生都市と掲げ

られており、その中で、相模川に関する具体的

な取組として、「今後、河川整備計画の策定等の

取組と連携して、相模川河川空間の保全と整備

を進めます。」とされております。 

 

 

 

 

１０２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ （「ツインシティに係わる都市計

画道路に関する意見書」）反対  

○主旨  

地元との公約に関する御意見については、平

成 22 年９月に地元の皆様に御提案した区域や

土地利用ゾーニング等の内容をたたき台と 

１２人 

 

資料 ３ 



都市計画に対する意見書の要旨と都市計画決定権者の見解（寒川町） 
 

茅ヶ崎都都市計画道路（寒川町決定） 

（３・３・３号宮山線の変更） 

（３・３・４号倉見大神線の追加） 

2 

 

類型 意見の要旨 都市計画決定権者の見解 延べ人数 

 ツインシティ橋＝反対 

○理由 

地元との公約を無断で破棄し

た町は衿を糾すべきです。 

○町は、地元まちづくり団体との

公約と膝詰め協議を無断で破

棄した。地権者無視は許される

べきでない。 

 

して、まちづくりについて、地元関係者の皆様

との話合いを重ねてきました。今後も引続き、

地元組織である、東海道新幹線（仮称）倉見新

駅促進協議会にご相談させていただきながら、

地元関係者の皆様と早期に、まちづくりの合意

形成を図るための取組を行ってまいります。 

 

Ｃ （「ツインシティに係わる都市計

画道路に関する意見書」） 

反対  

○主旨 

柳島寒川線＝反対 

○理由 

一部だけを膨らませ、しかも部

分的な施工プランは意味がな

い。 

無駄な投資はやめられたい。 

 

 

※ 柳島寒川線については、神奈川県決定案件 

であることから、このご意見に関しては、都 

市計画決定権者の見解を差し控えます。 

 なお、参考として、神奈川県が平成 26年 1 

月 8日に開催した公聴会における公述意見の 

要旨に対する『県の考え方』の中から、寒川 

町が、同様の意見の要旨に対する考え方であ 

るとした部分を引用し、お示しします。 

 

『茅ヶ崎都市計画道路３・４・４号柳島寒川

線は、平成 14年４月に神奈川県及び神奈川県東

海道新幹線新駅設置促進期成同盟会で策定した

「ツインシティ整備計画」において、県道相模

原茅ヶ崎として、南北方向の骨格となる道路の

位置づけがなされ、整備を進める道路とされて

います。 

この度、ツインシティの都市づくりを担う平

塚市大神地区を市街化区域に編入する手続が進

められており、それに伴う交通需要の増加など

に対応するため、相模川を渡河する（仮称）ツ

インシティ橋を含む都市計画道路３・３・４号

倉見大神線と併せて都市計画決定することとな

りました。 

これにより、平塚市大神方面からの寒川北イ

ンターチェンジへのアクセス性が向上し、さら

に、さがみ縦貫道路や新東名高速道路等の整備

１２人 
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類型 意見の要旨 都市計画決定権者の見解 延べ人数 

が進むと、周辺地域から交通流入が想定され、

当該柳島寒川線の交通需要の増加が見込まれま

す。 

具体的な交通需要については、県が、平成 17

年度道路交通情勢調査（道路交通センサス）を

もとに、平成 42年の交通需要を推計しておりま

す。この推計ですと、都市計画道路柳島寒川線

と都市計画道路倉見大神線の交差点から南側の

交通量は、約 28,500 台/日、北側が約 11,900

台/日となっています。 

この交通量をもとに必要な道路の幅員等を決

めることになり、道路の車線数、幅員等につい

ては、道路構造の一般的技術的基準として国が

定めている「道路構造令」を参考にし、県が条

例で定めた「県道の構造の一般的技術的基準」

により設定しています。 

この結果、当該交差点から南側の寒川北イン

ターチェンジまでの間は、４車線の拡幅が必要

になり、北側については、４車線から２車線へ

のすり付け区間が必要となります。この北側の

拡幅にあたっては、交差する主要な町道の影響

を踏まえた、拡幅区間を設定しております。』 

 

 

資料 ３ 



都市計画に対する意見書の要旨 
 

茅ヶ崎都都市計画道路（寒川町決定） 

（３・３・３号宮山線の変更） 

（３・３・４号倉見大神線の追加） 

1 

 

受付 

番号 

受 付 

年月日 
住 所 要 旨 

1 H26.6.20 寒川町倉見 反対（類型Ａ） 

「ツインシティに係わる都市計画道路に関する意見書」 

○主旨  

 ツインシティ新橋＝反対 

○理由 

 ツイン CT 新橋の予定地にはグラゥンドがあります。少年野

球の名門チームです。子どもさんの夢や希望を消さないで。 

○相模川は、県民の母なる川です。河川敷の有効利用と保全を

旨としております。 

2 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

3 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

4 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

5 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

6 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

7 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

8 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

9 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

10 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

11 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

12 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

13 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

14 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

15 H26.6.20 寒川町岡田 同上 

16 H26.6.20 寒川町岡田 同上 

17 H26.6.20 寒川町岡田 同上 

18 H26.6.20 寒川町岡田 同上 

19 H26.6.20 寒川町岡田 同上 

20 H26.6.20 寒川町大曲 同上 

21 H26.6.20 寒川町大曲 同上 

22 H26.6.20 寒川町大曲 同上 
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受付 

番号 

受 付 

年月日 
住 所 要 旨 

23 H26.6.20 寒川町中瀬 同上 

24 H26.6.20 寒川町中瀬 同上 

25 H26.6.20 寒川町中瀬 同上 

26 H26.6.20 寒川町中瀬 同上 

27 H26.6.20 寒川町宮山 同上 

28 H26.6.20 寒川町宮山 同上 

29 H26.6.20 寒川町宮山 同上 

30 H26.6.20 寒川町宮山 同上 

31 H26.6.20 寒川町一之宮 同上 

32 H26.6.20 寒川町一之宮 同上 

33 H26.6.20 茅ヶ崎市萩園 同上 

34 H26.6.20 茅ヶ崎市萩園 同上 

35 H26.6.20 藤沢市善行 同上 

36 H26.6.20 藤沢市善行 同上 

37 H26.6.20 藤沢市善行 同上 

38 H26.6.20 藤沢市大庭 同上 

39 H26.6.20 藤沢市石川 同上 

40 H26.6.20 海老名市上郷 同上 

41 H26.6.20 海老名市中新田 同上 

42 H26.6.20 海老名市中新田 同上 

43 H26.6.20 綾瀬市上土棚中 同上 

44 H26.6.20 座間市相武台  同上 

45 H26.6.20 寒川町倉見 反対（類型Ａ） 

「ツインシティに係わる都市計画道路に関する意見書」  

○主旨 

 ツインシティ新橋＝現状では反対 

○理由 

 ツイン CT 新橋が倉見共有地を横断すると、位置や地目がど

うであろうとも、子ども達の宝とも思えるグラゥンドが消え

てしまう。子ども達の夢や希望を繋げさせたい。 
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受付 

番号 

受 付 

年月日 
住 所 要 旨 

   ○県からは、格別のご配慮を戴いているとの事なので、ご期待

申しあげます。それまでは･･･ 

46 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

47 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

48 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

49 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

50 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

51 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

52 H26.6.20 寒川町見 同上 

53 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

54 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

55 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

56 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

57 H26.6.20 寒川町岡田 同上 

58 H26.6.20 寒川町岡田 同上 

59 H26.6.20 寒川町岡田 同上 

60 H26.6.20 寒川町岡田 同上 

61 H26.6.20 寒川町岡田 同上 

62 H26.6.20 寒川町岡田 同上 

63 H26.6.20 寒川町岡田 同上 

64 H26.6.20 寒川町岡田 同上 

65 H26.6.20 寒川町一之宮 同上 

66 H26.6.20 寒川町一之宮 同上 

67 H26.6.20 寒川町一之宮 同上 

68 H26.6.20 寒川町一之宮 同上 

69 H26.6.20 寒川町一之宮 同上 

70 H26.6.20 寒川町一之宮 同上 

71 H26.6.20 寒川町一之宮 同上 

72 H26.6.20 茅ヶ崎市茅ヶ崎 同上 

73 H26.6.20 茅ヶ崎市香川 同上 
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受付 

番号 

受 付 

年月日 
住 所 要 旨 

74 H26.6.20 茅ヶ崎市香川 同上 

75 H26.6.20 茅ヶ崎市本村 同上 

76 H26.6.20 茅ヶ崎市本村 同上 

77 H26.6.20 茅ヶ崎市赤羽根 同上 

78 H26.6.20 茅ヶ崎市甘沼 同上 

79 H26.6.20 茅ヶ崎市小和田 同上 

80 H26.6.20 茅ヶ崎市菱沼 同上 

81 H26.6.20 茅ヶ崎市浜竹 同上 

82 H26.6.20 茅ヶ崎市若松町 同上 

83 H26.6.20 茅ヶ崎市下町屋 同上 

84 H26.6.20 藤沢市亀井野 同上 

85 H26.6.20 藤沢市亀井野 同上 

86 H26.6.20 藤沢市本藤沢 同上 

87 H26.6.20 藤沢市石川 同上 

88 H26.6.20 藤沢市石川 同上 

89 H26.6.20 藤沢市善行坂 同上 

90 H26.6.20 藤沢市善行坂 同上 

91 H26.6.20 藤沢市西富 同上 

92 H26.6.20 藤沢市片瀬海岸 同上 

93 H26.6.20 藤沢市遠藤 同上 

94 H26.6.20 藤沢市辻堂新町 同上 

95 H26.6.20 藤沢市下土棚 同上 

96 H26.6.20 藤沢市片瀬 同上 

97 H26.6.20 平塚市大神 同上 

98 H26.6.20 海老名市杉久保南 同上 

99 H26.6.20 海老名市門沢橋 同上 

100 H26.6.20 厚木市上依知 同上 

101 H26.6.20 綾瀬市早川 同上 

102 H26.6.20 座間市緑ヶ丘 同上 
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受付 

番号 

受 付 

年月日 
住 所 要 旨 

103 H26.6.20 寒川町倉見 反対（類型Ｂ） 

「ツインシティに係わる都市計画道路に関する意見書」  

○主旨 

 ツインシティ橋＝反対 

○理由 

 地元との公約を無断で破棄した町は衿を糾すべきです。町

は、地元まちづくり団体との公約と膝詰め協議を無断で破棄

した。地権者無視は許されるべきでない。 

 

反対（類型Ｃ） 

「ツインシティに係わる都市計画道路に関する意見書」  

○主旨 

柳島～寒川線＝反対 

○理由 

一部だけを膨らませ、しかも部分的な施工プランは意味がな

い。無駄な投資はやめられたい。 

○町は、地元まちづくり団体との公約と膝詰め協議を無断で破

棄した。地権者無視は許されるべきでない。 

104 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

105 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

106 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

107 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

108 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

109 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

110 H26.6.20 寒川町倉見 同上 

111 H26.6.20 寒川町一之宮 同上 

112 H26.6.20 寒川町一之宮 同上 

113 H26.6.20 寒川町一之宮 同上 

114 H26.6.20 寒川町一之宮 同上 

 


