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1.業務推進にあたつて

「深沢地区まちづくり実現化推進検討業務 (そ の 2)(以下「本業務」と呼ぶ。)」 においては、

以下に示す過去のまちづくり等における経緯を踏まえ、業務を推進することとした。

1.1.こ れまでのまちづくり計画の概要

1.1.1.事業の経緯

深沢地域整備事業は、昭和 62年の国鉄改革に伴い、JR東日本鎌倉総合車両センター周辺に

約 8.lhaの 国鉄清算事業団用地が誕生したことから始まる。平成 16年には「深沢地域の新 し

いまちづくり基本計画」が提言され＼その後様々な専門員会や協議会等での議論をベースに、平

成 22年 9月 に土地利用計画 (案 )が策定された。しかし、その後の過程で社会情勢が大きく変

わったことや、本業務のまちづくりのテーマとしている「ウェルネス」や、土地利用のコンセプ

トとして「健康生活拠点 深沢」がわかりにくいという意見 (パブリックコメント等)も あり、

これらのまちづくりのテーマ等について取りまとめたものが「深沢地域整備事業の修正土地利用

計画 (案 )」 (平成 28年 )である。その経緯は以下 (資料 1-1)に 記す通りである。

昭和 62年

平成 6年

平成 8年

平成 15年

平成 16年

平成 17年

平成 18年

4月

11月

1月

3月

12月

5月

9月

5月

9月

7月

3月

国鉄改革に伴い、」R東 日本鎌倉総合車両センター周辺に約 8.lhaの 国鉄清算事業団用地が誕生

「新しいまちづくりの基本的方向」の提言 (鎌倉市深沢地域まちづくり市民懇話会 )

「深沢地域の新しいまちづくりの基本計画 (素案)の提言 (深沢まちづくり会議 )

旧国鉄清算事業国用地の取得を開始 (当 該年度は土地開発公社にて取得)

市が「基本計画 (案 )」 をまとめる

」R鎌倉総合車両センター廃止 (平成 17年度末以降)の方向が明らかとなる

「深沢まちづくり協議会」を設置し、「基本計画 (案 )」 の見直しを開始する (新駅は一旦脇

に置いて検討 )

「深沢地域の新しいまちづくり基本計画」の提言 (深沢まちづくり協議会 )

「深沢地域の新しいまちづくり基本計画」を行政計画に位置づける

JRか ら平成 18年 3月末で鎌倉総合車両センターを廃止する旨の報告がある

」R鎌倉総合車両センターが廃止となる

武田薬品工業鯛湘南工場 (藤沢市)が山口県光市へ移転

事業区域内西側権利者 77名を対象に説明会を開始

武田薬品が湘南工場跡地に新創薬研究所を建設することを発表

(研究員数 1′200人 (将来は 2′ 000人 )、 延床面積 30万甫)

西側権利者に対し土地区画整理事業実施の意向を確認し、66名 (85.7%)か ら理解を得る

村岡・深沢地区全体整備構想検討委員会設置 (広域のまちづくり検討 )

lo月

平成 19年 6月

8月

Pl
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平成 20年

平成 21年

平成 22年

平成 23年

平成 24年

平成 25年

平成 26年

平成 26年

10月

11月

3月

6月

9月

1月

7月

8月

9月

5月

11月

1月

6月

深沢地区事業推進専門委員会設置 (専 門家組織｀

深沢地区事業推進協議会設置 (市民、権利者、公的団体、学識経験者組織 )

深沢地区まちづくり検討部会全体会設置 {権利者組織 )

『村岡・深沢地区全体整備構想 (案 )」|がまとめられる

(村岡・深沢地区全体整備構想検討委員会:国交省、県、藤沢市、鎌倉市、都市再生機構組織 )

「深沢地域の新しいまちつくリビジヨン」が提言 (深沢地区事業推進協議会)

土地利用計画〈案)策定 (深沢地区事業推進専門委員会)

市民を対象とした土地利用計画 (案 )の説明会の開催

都而計画決定に向け土地利用計画(案)等についてバブリツクコメントを実施

西側権利者を対象とした都市計画決定に向けた意向確認を実施

権利者 75名 :「進めてよい」71名 、「進めてほしくない」1名 、「選択なし (意見のみ)」 3

名

「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業と都市計画の案の説明会」を実施

「鎌倉市深沢地区まちづくリガイドライン (案 )」 が提言される

(鎌倉市深沢地区まちづくリガイドライン策定委員会 :市民′権利者′学識経験者等組織 )

都市計画決定手続きの開始

まちつくり条例に基つく縦覧を実施

都市計画公聴会の開催

都市計画決定手続きの見合わせ

【見合わせの王な理由】

都市計画公聴会において、もっと計画について説明すべきという意見や市施行への不安といっ

た意見に対する対応が必要になったこと

6月市議会において「錬倉都市計画深沢地区土地区画整理事業および地区計画の都市言十画決定

に対する十分な検言1と慎重な審議について」が陳情されたこと (継続審議う

新ごみ焼却施設に係る4つ の建設候補地の 1つに本事業の市有地が含まれたこと

市議会において、「鎌倉都市計画深沢地区十地区画整理事業および地区計画の見直しにつし`て」

の陳情 (採択 )

鎌倉市公共施設再編計画の策定 (総合体育館・消防本部整備の位置づけ)

新ごみ焼却施設建設候補地から、本事業の市有地が外れる

新駅に国庫補助金を導人するため「村岡・深沢地区総合交通戦略策定協議会」を設置し策定に

向けて協議開始 (湘南地区整備連絡協議会 )

(国 交省、県、藤沢市、鎌倉市、交通管理者、交通事業者、学識経験者組織 )

市民の意見や要望を聞くため「深沢地域整備事業のまちづくり意見交換会〕を開催 t全 4回開

催 )

『村岡・深沢地区総合交通戦略」|を策定 (湘南地区整備連絡協議会 )

『東海道本線大船駅・藤沢駅間の新駅設置実現化検討調査』結果の報告により新駅概算事業費

の増額を確認 (湘南地区整備連絡協議会 )

深沢地域整備事業の修正土地利用計画 (素案,の確定

深沢地域整備事業のイ1易正土地利用計画 (素案)ノ プヽリックコメント実施

「深沢地域整備事業の修正土地利用計画

`案

)」 の策定

12月

平成 27年 3月

4月

7月

8月

平成 28年  3月

6月

lo月
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1.1.2.ま ちづ くりの理念 とコンセプ ト

平成 28年 10月策定の「深沢地域整備事業の修正土地利用計画」では、まちづくりの理念と

コンセプトを下記のように整理 している。

■まちづくりの理念

平成24年 3月 に鎌倉市が公表した「鎌倉市将来人□推計調査」では、他の都市と同様、本市も

今後人口が減少 し、ますます少子高齢社会が進展することを予想しています。

また、地域のコミユニティに目を向けてみると、人々の生活も多様化 し、人と地域とのつなが

りの希薄化により地域全体の活力も低下する傾向にあり、その傾向は今後もますます強くなって

くるものと考えられます。

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、住民や来訪者、働く人など、さ

らにはこれらの方々と行政が共に関わり合う良質

な生活文化とコミユニティを実現すること、また、

住宅、商業施設、オフイ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 ることにより、人もま

ちも共に健康で、持続可能なまちをつくり、『地域  甲賢彎言警,119丁 亀11._.,_十
で愛され続けるまち』の構築をめざしていきますc

この深沢地区において、『鎌倉に住んで良かった。これからも鎌倉で暮らしたい。』と感じる

住民が増え、まちへの誇り。愛着 (シ ビツクプライ ド)が醸成される、そんな新 しい鎌倉の未来

を創造するまちづくりを、公民が一体となつて実現 したいと考えています。

■まちづくりのコンセプト

人もまちも、年齢を重ねます (エ イジング)。

そのエイジングをマイナスと考えるのではな

く、その時代、時代にあった健康でいきいき

としたライフスタイルを構築することや、ま

ちも文化や歴史を育むことにより、人もまち

も共に健康でいられる、持続可能なまちにな

ると考えましたc

そのため、平成27年度に開催した「深沢地

域整備事業のまちづくり意見交換会」などで まうかど広島Cイ メージ

の取りまとめ結果をもとに、次の「ヘルシー (健康維持・増進 )」 、

R3
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「メッセージ (魅力発信 )」 、「セーフ (安全・安心 )」 、 「ユニバーサルデザイン (誰にでも

快適なデザイン)」 、「コミユニティ (交流・出会いの場 )」 「アクティブ (暮 らし方・働き方・

楽しみ方 )」 のフつの構成コンセプトを導き出し、これらの共有 。共生はもちろんのこと、7つの

構成コンセプトからにじみ出す『場 (ス クエア)』 として、この深沢地区のまちづくりがあると

考え、新 しいまちのコンセプ 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』としました。

P4
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1.1.3.土地利用計画

当該地区は総計 31.lhaの 規模を有するが、その土地所有の現状は資料 1-2に示すように、

市有地約 8.lha、 市営住宅約 0.4ha、 JR東日本約 17.Oha、 西側利権者約 2.8ha、 公共用地

(道路等)約 2.8haで 構成されている。

そのエリアの土地利用推進計画においては、平成 28年 10月策定の「深沢地域整備事業の

修正土地利用計画」において下記のような使途のイメージを打ち出している。

■土地利用の方針

まちのコンセプ トである『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』を踏

まえ、施設別の土地利用の方針を示 します。

(行政施設)くアクテイブ/コ ユ ティ/ナチユラル/セーフ>

● 総合体育館の立地を図り「健康な心身を維持 。発展させる生活活動」といったウェルネスに

資するとともに、その他の公共公益施設 (公園等)と連携することにより、賑わいや交流の

創出を図ります。

● 消防本部の立地を図り、総合体育館、公園等の公共公益施設と連携することにより、防災機

能の拠点化を図ります。

● 賑わいや交流の創出、防災機能の拠点化により、鎌倉駅周辺地区、大船駅周辺地区に並ぶ、

第二の拠点の形成をめざします。

(住宅、都市型住宅等 ) <コ ミユ ティ>

● 子ども、子育て世代から高齢者まで幅広い年齢層や多様化するライフスタイル、さらには、

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図りま

す。

● 鎌倉市の将来人口展望などを考慮し、適切な計画人口を配置します。

● 地区西側の既存権利者の住宅は、従前の機能や権利者の意向を踏まえ配置します。

方針 (業務施設 ) <ヘルシー/コ ミユ ティ/メ ッセージ>

● ウェルネスサイクルの充実を図るため、例えば、医療、福祉、介護、子育て、健康増進機能

などを導入し、公共公益施設との連携を図ります。

● 地域や行政と様々な分野で連携・協力し、鎌倉市および深沢地域の活性化や課題解決に資す

る企業の誘導を図ります。

● 事業所等を営む権利者については、従前の機能や権利者の意向を踏まえ配置 します。

P5
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商業系土地利用の方針 (商業施設) <コミュニティ/メ ッセージ/セーフ>
● シンボル道路等に面する沿道商業・業務施設との連携や鎌倉の特性に配慮 した、質の高い商

業施設の導入を図ります。

● 新 しく立地する商業施設と地域の商店会との連携・共生により、賑わいや交流を創出する機

能の充実を図ります。

工業系土地利用の方針 (工場・市場施設)<コ ミユニティ>
● 工場や市場を営んでいる権利者については、従前の機能や権利者の意向を踏まえ配置します。

沿道系土地利用の方針 (沿道商業・業務施設、 ・業務施設・住宅)<コ ミュニティ/メ

ッセージ>
● シンボル道路沿道の商業・業務施設とシンボル道路のセットバツクにより、魅力的な歩行者

空間の確保や賑わいの創出を図りますc

● )11南深沢駅駅前広場と隣接する施設は、通勤、通学者等の生活サービスに資する機能の導入

を図ります。

● 市道常盤梶原線沿道の施設は、商業、鎌倉青果市場と連携 し、鎌倉の魅力を発信する機能の

導入を図ります。

公園・緑地・調整池/ウ ォーキングコース・散策路・眺望ポイントの方針

【公園 。緑地】<アクティラ/コ ミュニティ/ナチユラル/セーフ>

● 総合体育館や公園等を一体化することで、スポーツを中心とした賑わいや交流の創出を図る

とともに、民間事業者との多様な施策の連携により、ウェルネスサイクルにおける健康の維

持・増進を図ります。

● 隣接する消防本部等と連携し、災害時の避難場所としての利用を可能にすることで防災力の

向上を図ります。

● 市指定文化財「宝きよう印塔」 (泣塔)は、隣接する公園との連携や、鎌倉の歴史と自然と

のふれあいの創出を図ります。

● 大街区を中心にポケットパーク的な緑地空間 (ま ちかど広場)等を配置し、憩いの場や交流

の創出を図ります。

【調整池】

● 一定規模の調整池を配置し、大雨や台風時の冠水等への対応を図ります。また、平常時は、

隣接する施設との連携等に考慮した有効利用を図ります。

【ウォーキングコース・散策路・ :り

`望

ポイント】

● 地区内を周遊するウォーキングコースや、深沢の歴史資産を活用した散策路等の整備を図り

ます。
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平成 29年度 深沢地区まちづくり実現化推進検討業務 1そ の2)

● 周辺の自然資産に考慮し、公共公益施設や民間施設、泣塔等からの眺望に配慮 した整備を図

ります。

■シンボル道路の方針

● 地区を東西に結び、骨格となる道路として、また、ビーク時に発生 。集中する交通を円滑に

処理する地区内の主要な道路としての整備を図ります。

● 歩道の緑化、沿道のセツトバツク等により快適な歩行空間を確保 し、歩車道と沿道建物が一―

体となつた良質なまち並み景観の形成を図ります。また、良質なまち並み空間を活用 し、賑

わいや交流の創出を図ります。

● 藤沢市村岡地区のまちづくりと連携を図ります。

■安全 。安心の方針

● 防災機能の拠点化、防災力の向上を図るため、)肖 防本部、総合体育館、公園等を中心に、地

区内の商業施設等とも連携 した総合的な防災体制の構築を図ります。

● 地域コミユニテイづくりを大切にし、地域が主体となり防災訓練等に積極的に取り組むこと

により、防災力・防犯力の向上 。強化を図ります。

資料 1-2:当 該地土地所有状況図
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平成 29年度 深沢地区まちづくり実現化推進検討業務 1そ の2)

資料 1-3:土地利用とソーニング
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平成 29年度 深沢地区まちづくり (そ の 2)

1.2.今回の業務の位置づけ

新たなまちづくり計画に着手する際に留意すべきことは、従来発想 (特に高度成長時代に築き

上げた都市開発のノウハウや知見等)に縛られることなく、日本社会を取り巻く各種課題や変化

を踏まえ、計画策定に柔軟性を持たせることである。特に、少子化の影響で人口減が顕著となり

つつある中、単純に住宅地整備や工場整備を通じて人口流入 。人口増を図ることが難しいことは

明白である。実際、鎌倉市の人口は昭和 62年に 178,358人 でピークを迎えたが、その後は減

少が進み平成 26年 10月 1日 時点では 1.6%減 となる 173,530人 となっている。国立社会保

障 。人口問題研究所による平成 52年までの将来人口推計では、平成 52年には 148,992人 と

平成 25年に比べ 14%減となると推計さ
   資料 1-5:鎌倉市の年代別人口割合と将来推計

れている (資料 1-5参照 )。

口ら3菫 ■ヽ上 311^― ら4葉 口■ ■ヽ■議

人口のパイが限られる中では、都市問競

争に勝つためのキーメッセージやビジヨ

ンの構築は勿論＼「住みたい」「訪れてみた

い」と思ってもらえるインフラ整備や環境

整備、あるいは交流促進のための仕組み等

は欠かせない。そうした諸機能や環境を鎌

倉市及び深沢地区に内包する地域資源・資

174 174 1?1
130

150

マ120
直

こ=90
EI
~く

 60

30

0

産を効果的に活用し強化する可能性への    平成22 27 32 37 42 47 52
出典 :日 本弗地域発11将来推計人醸(平成25年 3用 権計

'探求は本業務において極めて重要な対応     圏立社会保障 ,人 藤機鰯確所

となる。

本業務では従来計画で位置付けられたまちづくりのコンセフト「ウエルネス」をより掘り下げ

まちづくりに反映させることが大きなポイントとなる。そのためには鎌倉市及び深沢地区におけ

る市民 。生活者の健康意識に対する再転換を図ることは重要であり、ウェルネスヘの意識をより

高める仕掛けとなる施策等を検討する。
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平成 29年度 深沢地区まちづくり実現化推進検討業務 (その2)委託契約書 ´

鎌倉市 (以下「発注者」という。)と 「株式会社 電通」(以下「受注者」という。)は、平成

29年度深沢地区まちづくり実現化推進検討業務 (その2)(以下「本業務」という。)に関し、

次Qと おり委託契約を締結する。
/

(業務の委託)

第 1条 発注者は、本業務を受注者に委託し、受注者は、これを受話する。      ′́

(業務の内容)

第 2条 本業務の内容はこの契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書に定めるところによる。

(委託期間)

第 3条 この契約に係る委託期間は、契約締結の日から平成 30年 3月 23日 までとする。

(委託料)

第 4条 本業務に係る委託料の金額は、金 5, 994, 000円 (う ち消費税額及び地方消費税額

444,000円 )と する。

(契約保証金)

第 5条 契約保証金は、鎌倉市契約規則 (昭和 39年 6月 規則第 20号)第 5条第 3号の規定によ

り免除する。

(委託業務の着手)

第 6条 受注者は、契約締結の日から7日 以内に本業務に着手し、その旨を発注者に届出なくて

はならない。

(委託業務の調査等)

第 7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の委託業務の処理状況について調査し、

報告を求め、本業務の処理に関して必要な指示をすることができる。

(完了届の提出)

第 8条 受注者は、本業務を完了したときは、速やかに委託業務完了届を発注者に提出しなけれ

ばならない。

(検査及び引渡し)

第 9条 発注者は、前条の委託業務完了届が提出されたときは、その日から起算 して 10日 以内に

検査を行 うものとする。

2 受注:者は、高年頃の規定による検査に合
'格

したときは、i曇1帯なく仕様:書に定める成果品を発注者に引き渡

すものとする。

(委託料の支払い)

第 10条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して、請求金額、請

求日等必要な事項をすべて受注者が記入した請求書を提出するものとする。

2 発注者は、前項の請求書の提出を受けたときは、その日から起算して30日以内に受注者に対し委託料

を支払うものとする。

(秘密の保持)

第 11条 受注者は、本業務の処理上知り得た秘密を他人に漏 らしてはならない。

(個人情報の保護)

第 12条 前条に定めるもののほか、受注者は、本業務を処理するため個人情報を取り扱 う場合



は、個人情報保護のため次の各号を遵守しなければならない。この契約が終了し、又は解除

された後においても同様とする。

(1)受注者は、本業務に関して知 り得た個人情報の内容をみだりに他人に漏らしてはならな

い。

(2)受注者は、本業務を処理するため、発注者から引き渡された資料等又は収集、作成した個

人情報を発注者の承諾なくして第二者に提供してはならない。

(3)受注者は、本業務を処理するため、発注者から引き渡された資料等又は収集、作成した個

人情報を発注者の承諾なくして複写又は複製をしてはならなぃ。         ノ・

(4)受注者は、本業務を処理するため、発注者から引き渡された資料等又は収集、作成した個

人情報の漏洩、毀損及び滅失があった場合は、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に

従わなければならない。

(契約の解除)

第 13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

(1) 受注者がこの契約に違反したとき。

(2) 受注者の本業務の処理が不適当と発注者が認めたとき。

(3) 受注者がこの契約を履行することができないと発注者が認めたとき。

(暴力団等排除に係る解1射

第 14条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当すると認めるときは、この契約を解除するこ

とができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の

賠償の責めを負わないものとする。

(1) 受注者が個人である場合には、その者が、鎌倉市暴力団排除条例 (平成 23年 10月 鎌倉

市条例第 11号。)第 2条第 4号に定める暴力団員等 (以下「暴力団員等」という。)と

認められたとき、又は、法人等 (法人又は団体をいう。)が 、同条第 2号に定める暴力団

(以下「暴力団」という。)又は同条第 5号に定める暴力団経営支配法人等と認められ

たとき。

(2)受注者が、神奈川県暴力団排除条例第 23条第 1項又は第 2項に違反したと認められたと

き。

(3)受注者及び役員等 (受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合

には役員 (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、

顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、

取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を

含む。)又は支店若しくは営業所 (常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者

をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。

(4)受注者が、下請契約その他の契約にあたり、その相手方が第 1号から第 3号までのいず

れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(5)受注者が、第 1号から第 3号までのいずれかに該当する者を下講契約その他の契約の相

手方としていた場合 (第 4号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当

該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかつたとき。

2 前項の規定によりこの契約力満i酸にされた場合においては、受注者は、議 代金額の10分の1に相当す

る額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
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(暴力団等からの不当介入の排除)

第 15条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介入 (妨害 (不法

な行為等で、契約履行の障害となるものをいう。)又は不当要求 (金銭の給付等一定の行為を

.請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、

態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)な どをいう。以下この

条において同じ。)を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報

し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

2 受注者は、不当介入を受 :すたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は〈
/発

注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。

3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに

発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。

(権利の帰属)

第 16条 成果品の所有権及び著作権は、発注者に帰属するものとする。

(信義則)

第 17条 発注者及び受注者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

(法令遵守等)

第 18条 受注者は、契約の履行に当たっては、誠実に実施するとともに、法令等を遵守しなけ

ればならない。

2 発注者は、受注者の業務の履行に係る法令等の遵守の状況について確認するため、必要な報

告を求めることができるものとする。

3 受注者は、前項の規定による報告を求められたときは、発注者に対し当該報告を行わなけれ

ばならない。

(疑義等の決定)

第 19条 この契約書に定めのない事項及びこの契約について疑義が生じたときは、その都度発

注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。

この契約締結の証として、この契約書 2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印のうえ、各

自1通を保有する。

+Ft3o+ / frzfa

発注者  神奈川県鎌倉市御成町 18番 10号

鎌 倉 市

市  長       松 尾
つ

受注者 1-8-1

山 本



29年度 深沢地区ま く り 千その 2

平成 29年度

深沢地区まちづくり実現化推進検討業務 (そ の 2)

平成 30年 3月 23日

株式会社電通

平成


	201809142
	1/12
	2/12
	3/12
	4/12
	5/12
	6/12
	7/12
	8/12
	9/12
	10/12
	11/12
	12/12

	201809141
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4


