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自由意見のとりまとめ（市民アンケート調査より） 

 

 

 景観についてのご意見、ご提案があればお書きください。 

 

 

【主な意見】 ※各意見は概要を表す。 

 

◆建築物や工作物の色やデザイン、種類に関する意見 
＜平塚駅前・商店街について＞ 

・市の玄関口でもあるパールロードの景観をよくしてほしい 

・街のシンボル・玄関でもある駅、駅前広場、駅周辺を整備して、花、緑等を置けるようにしてほしい 

・商店街の店舗の外観は平塚市が指導すべきである 

・商店街には商店が入るべきである 

・安心して歩くことができる商店街の景観づくりを進めてほしい 

・歩道まではみ出して陳列してある商店の商品を規制してほしい 

・繁華街のパチンコ屋の色や光量、音量の規制をしてほしい 

・七夕祭りが行われる中心商業地に葬儀場ができるのは反対 

・七夕祭りの時の飾りのように賞を送って、各店舗のデザインセンスをあげてほしい 

・駅前の風俗店の出店の規制をしてほしい 

＜建築の種類について＞ 

・高層マンションの開発の制限 

・ワンルームマンションなどの一人暮らし用のマンション・アパートなどは規制してほしい 

・パチンコ屋やマンション建設時の許可条件に景観に関する項目を盛り込む 

・平塚宿通りをもっと PR するような建築をつくってほしい 

・子ども達のたまり場になるので、24 時間営業の店舗はいらない 

・なぎさプロムナードにおしゃれな店を増やしてたくさん人が呼べるまちになってほしい 

＜素材・配色・つくり方について＞ 

・木質素材のガードレールの整備をしてほしい 

・児童公園の遊具を子どもたちの色彩感覚を養うようなの配色にしてほしい 

・景観を意識しすぎて開発された地域の家の形状や色を統一してしまうのはよくない 

 

◆建築物の高さ、大きさに関する意見 
＜高層、大規模建築物等について＞ 

・高層マンションは住む選択肢が増えてうれしいが、空が狭くなるのは寂しい 

・高層マンションなどの乱開発のせいで、以前の富士山の眺めが遮られたことが残念 

・駅前の高層マンションによって、昔の街並み、商店街の雰囲気が失われている 

・駅から海岸までのプロムナードにマンションができて、昔の別荘地の雰囲気が壊されるのは残念 

・市内中心部の空き地、工場跡地等がすべて大規模な高層マンションになってしまい、平塚の景観が失

われてしまっている 

・住宅地には高い建物は建てないようにしてほしい 

・大きな建築によって、大山の景色、田園風景、花水川から湘南平を望む景観が悪くなった 

・高さよりも住みやすい街並みにすることが必要 

・日向岡の住宅地は不自然 
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・自宅の目の前に工場ができたことにより、富士山への眺めが遮られた 

＜高さの規制について＞ 

・駅前の高層マンションの高さ制限をしてほしい 

・戸建ての家を取り囲むような高層マンションの建て方（L 字型）を規制してほしい（日照権など） 

・高さの規制に関しては、もう少し早くから取り組むべきであった 

＜再開発・区画整理等について＞ 

・駅前広場と大型商業施設、地下駐車場をつくるなど、駅周辺の整備を早急にしてほしい 

・平塚駅前の区画整理 

・平塚駅北口の再開発を行い、景観を整える 

・平塚八景付近の開発はしないでほしい 

 

◆道路や橋などの土木構造物に関する意見 
＜道路の拡幅・延長について＞ 

・海岸沿いの松林が壊されてしまうので、国道 134 号の２車線化は反対 

・国道 134 号を２車線化するならば半地下化して海岸の景観を損ねないようにしてほしい 

・国道 134 号の４車線化 

・総合公園へ向かう道を拡幅し、まわりに緑を植えてほしい 

・パイロット通りを延長してほしい 

＜歩道・遊歩道等の道路の整備について＞ 

・安心して通ることができる自転車道、歩道の整備 

・相模川下流地域の道路や遊歩道の整備 

・日常の生活道路の整備を優先してほしい 

・金目川沿いのサイクリングロードや桜並木の整備 

・バスが通る道には歩道をつけて、安心して歩けるようにしてもらいたい 

・お花畑から前鳥神社にかけてウォーキングコースを整備してほしい 

＜道路沿いの植栽の管理について＞ 

・幹線道路沿いの街路樹の管理の徹底（剪定、落ち葉など） 

・幹線道路沿いの歩道や公共の空き地をガーデニングをしたいと思っている市民に管理してもらう 

・旧東海道沿いの歩道の雑草の手入れをしてほしい 

・国道 129 号沿いの植栽の手入れをしてほしい（雑草、街路樹の剪定など） 

・総合公園東側の歩道のさるすべりはきれいだが、花壇の手入れもしてほしい（雑草など） 

・幹線道路の植え込みを市民ガーデンとして開放して管理をしてもらう 

＜その他＞ 

・交通渋滞を避けるために駅前大通りのパーキングメーターを撤去してほしい 

・駅前などの歩道のブロック仕様やモニュメント設置により、歩きづらくなったり、ベビーカーなどが

通りづらいので誰もが歩きやすい歩道づくりをしてほしい 

・雨水を地下に戻す素材を使用した歩道・道路づくり 

・夏場は通りにスプリンクラーなどで、水打ちしてほしい 

・海岸線に面した駐車場の整備 

・国道 129 号沿いの景観は最悪である 

・平塚駅前から横浜ゴムの前の通りは広くてよい 

・市内の道 100 選をつくるとよい 

・バス停に屋根を設けて、市のシンボルマークを描く 
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◆里山や緑地など自然に関する意見 
＜自然・緑地の保全・活用について＞ 

・神社の裏山の自然や畑、森林がこれ以上減ることがないようにしてもらいたい 

・今ある自然を活かした景観づくりを進めてほしい 

・平塚は、海、川、山、畑、歴史と自然を大切にすればよい街になる 

・里山の保護を進める 

・緑地保全のトラスト基金を充実させて、次世代に残すことが必要 

・市街地、住宅地の緑化促進 

・平塚西部丘陵地は県沿岸部に残された貴重な緑なので大切にしてほしい 

・海岸地区、田園地区の緑の保全をしてほしい 

・湘南平や湘南丘陵の森林、北部水田地帯や西部生産緑地、市街化調整区域の緑の保全 

・丘陵地の宅地造成で緑がなくなったのは残念 

・一度失った緑の回復には相当の時間と労力がかかるのに、大規模開発の度に緑が失われている 

＜緑化について＞ 

・街中にもっと木を植えてもらいたい 

・個人の緑地面積の増大 

・家を建てたら木をプレゼントするなど、緑化を推進してほしい 

・生垣の続く街並みがよい（災害対策にもよい） 

・外来種の草木を植えるのではなく、平塚市に古くから植生している草木を植えた方がよい 

・工業地帯の植栽を多くして、混在している住環境を良くしてほしい 

＜植栽の管理について＞ 

・交差点のそばで木が生い茂っていると見づらい 

・歩道に植木のへいが飛び出しているのが危ない 

・市内の街路樹はそれぞれに合わせた剪定を行ってほしい 

・街路樹がイチョウだと、近隣住民の清掃が大変なので、一年中緑が楽しめる樹木にしてほしい 

・植栽を植えるだけでなく、植栽後の管理もしっかりしてほしい 

＜花壇・花畑の整備について＞ 

・四季を通して花のある風景にしてほしい 

・新幹線から花畑を見られるように整備すれば、観光に来る人が増えるかもしれない 

・平塚は七夕の街なので、織姫と彦星がデザインされた花壇を駅周辺に整備したら美しいではないか 

・馬入だけでなく、市内全域にラベンダーやコスモス等の花が一面に広がる景色がほしい 

・少人数で手軽に取り組める花壇を作り、市からは花の無料提供を行い、花壇コンクールを行うとよい 

・馬入のホテルサンライフガーデンのチャペルの土手の花畑がよい 

・花水川のサイクリングコースの土手沿いの桜並木がよい 

・春の湘南平の桜並木はすばらしい 

・小学校が移転した跡地に市の花や樹木を植えて、子どもや高齢者の憩いの場としてほしい 

 

◆川や海など水辺に関する意見 
＜海岸について＞ 

・海岸の景観を大切にしてほしい 

・海岸は市民ボランティアを募って清掃活動をしてほしい 

・海岸や砂丘の利用は季節が限定されているので、年間を通じた利用方法を考えてほしい 

＜河川について＞ 

・相模川周辺をロケ地にする 

・近くに川があっても、川原が整備されていないので遊べない 
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・馬入川の線路以南の川沿いの整備（放置自転車や雑草だけではもったいない） 

・湘南銀河大橋周辺の土手が汚れている 

・河川工事によって人工的な河岸が増えてしまっているので、植林をしてほしい 

・花水川沿いの土手の雑草を除去してほしい 

・川の護岸は大切だが、鳥が減り、せみやとんぼも見かけなくなったので、もう少し自然に配慮してほ

しい 

・川の管理が国や県など複雑になっているが、川沿いの住民で担当を決めてごみ拾いをするなどして景

観を向上させるとよい 

＜その他の水辺について＞ 

・水辺の楽校は期待はずれで、ヨット置き場は景観を損ねている 

 

◆ごみや土石・廃棄物などに関する意見 
＜ごみ対策全般について＞ 

・駅前商店街はごみが散乱していて、またカラスなどによって荒らされていて汚いので対策を考えてほ

しい（特にごみの回収日などは歩道も歩けない） 

・公園のごみや学校周辺のごみ対策 

・川のごみを清掃して、ホタルが生息できる川にしてほしい 

・なぎさプロムナードの両側に植えてあるツツジのまわりがごみの山になっている 

・紅谷町周辺のごみが山積みとなっているので、ごみ置き場対策を考えてほしい 

・花水地区の海岸と花水川河口周辺のごみを撤去してほしい 

・七夕祭りの時に出るごみやそれによって汚される道路はひどすぎる 

・ごみを一軒一軒家の前で回収すれば量は減るのではないか 

・国道 129 号沿いの放置自転車、バス停などでのごみ・空き缶・たばこの吸殻などの対策 

・まずはごみのない街並みにすることが必要 

・ごみ置き場のカラス対策をしてほしい 

＜不法投棄等について＞ 

・田園地帯のごみの不法投棄、犬のフンの不始末の対策を考えてほしい 

・ごみの不法投棄の監視 

・たばこのポイ捨ての規制 

・川沿いや川原へのビンやカンの不法投棄対策 

・農道や地下道へのごみの不法投棄対策 

・金目川の河原のごみが多すぎる（特に土屋橋から下流は、河原だけでなく、川沿いの道にもタイヤや

電化製品の不法投棄が目立つ） 

・相模川近くに放置されている電機製品やバイク、布団等の除去 

＜市民の取り組みについて＞ 

・小学生や子ども会、自治組織へ協力依頼し、ごみ拾いをする等市民と協力してごみのないまちにする 

・駐車違反した人たちの罰金免除のかわりに、ごみ清掃をやってもらう 

・ごみを散らかさない意識を育てる 

・各家が自分の家の前の道路だけでも掃除することを義務づけてはどうか 

・ごみ出しの曜日や分別の徹底 

 

◆屋外広告物や案内標識に関する意見 
＜屋外広告物について＞ 

・駅周辺は平塚の顔なので、屋外広告物、色、大きさ、特に字の大きさなどを規制した方がよい 

・屋外広告物は市全体で調和の図られたものにすべきである 
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・広告のバスが走っているのは不快である 

・商店街のネオンを品良くしてほしい 

・大きな屋外広告物のせいで、大山への景観が損なわれている 

・広告用ののぼり旗が使われすぎで景観を損ねている 

・駅前の風俗の広告が気になる 

・大型看板やネオンを屋上につけることは規制すべきである 

・駅前のタクシーの揃っていない広告や看板が目立つ 

＜案内標識等について＞ 

・駅前の交通安全の電光掲示板のデザインがよくない 

・通りの名を示す案内標識等は金属を使わない方がいい 

・総合公園の樹木名札がかなり古くなって読めなくなったので、補修改善してほしい 

 

◆捨て看板や貼り紙に関する意見 
・道端に貼ってあるチラシや捨て看板は内容的にも問題があるので、撤去すべきである 

・風俗関連の看板が目につく 

・中央地下道の落書きをなくしてほしい 

・電柱や歩道橋への貼り紙は見苦しい 

・違法駐輪対策用に設置してあるバリケードや看板、貼り紙自体が景観を悪くしている 

 

◆電柱や電線類に関する意見 
・富士山が美しく見えるところでは、電線・電柱の地中化を進めるべきである 

・電線や電柱が密集しているところは景観を悪くしている 

・外国と比べ、日本は電線と電柱が多い 

・歩きやすいように電線類の地中化を進めてほしい 

・高圧線と塔が非常に景観を損ねている 

・サイクリングロードに電柱が飛び出していて危ない 

 

◆公園や広場、公共施設に関する意見 
＜公園・広場について＞ 

・長崎屋の近くにある銀行跡地にあるオープンスペースをもっと人が憩える空間にしてほしい 

・公園には街灯をもう少し多く取り付けて、森という雰囲気をなくしてほしい 

・旧見附台体育館跡地が芝生になってすっきりした雰囲気となってよい 

・海や湘南公園の松林が高過ぎるので手入れをしてほしい 

・湘南平の夜景はとてもきれいなのに、南京錠のせいでとても見づらい 

・子どもだけでなく、高齢者や障害者などもくつろげるような公園にしてもらいたい 

・公園の生垣は子どもが隠れない高さにしてほしい（犯罪防止のため） 

・湘南平や総合公園は平塚らしさが出ていてよい 

・夜、駅前広場にイルミネーションをつけて明るくしてほしい 

・総合公園にある程度の高さのあるモニュメント塔を設置してほしい 

＜公共施設について＞ 

・図書館などの公共施設の敷地内や各公園に住みついているホームレス対策を考えてほしい 

・市民センターの新築と公民館の整備 

・警察署や市役所は旧東海道沿いにあった方がよい 

・立派な市役所に建て替えて、周りにたくさんの植栽をして、自然を大事にする街になってほしい 
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◆放置自転車や違法駐車に関する意見 
＜放置自転車・違法駐輪について＞ 

・駐車違反を取り締まり強化する 

・歩きづらいので駅前の違法駐輪の取り締まり強化 

・空き店舗を活用した駐輪場づくり 

・南口に無料の駐輪場がないので、不便である 

・平塚駅前、横浜銀行、三和ビル前、四つ角前の放置自転車をどうにかしてほしい 

・ラスカ北側の不法駐輪対策として花ポットを置く 

・駅前の放置自転車をカラーコーンではなく、プランターなどで仕切ってほしい 

・駅前に地下駐輪場を設置してほしい 

・駅前の駐輪はきれいに並べられてはいるが、歩道の幅が狭くなるので、歩きづらい 

・駐輪違反した自転車は移動料、保管料を徴収すべきである 

＜違法駐車・駐車について＞ 

・迷惑な路上駐車が多いので、厳しい取締りをしてほしい 

・駅前大通に駐車しているタクシーの台数を制限してほしい 

・駅前に駐車場をもっとつくって、中心部に車で行きやすいようにしてほしい 

・市道の袋小路や河川土手を常時、車庫・駐車場利用されると住宅地の景観が悪くなるだけでなく、防

災上の問題もあるので、取り締まってほしい 

 

◆その他の意見 
＜景観づくりの考え方について＞ 

・市民・事業者・行政が共に考え、長期的展望のもとに、街づくり（都市計画）を考えるべきである 

・将来の平塚の顔を何にするのかという都市計画の中長期的ビジョンを考えれば、景観条例の内容は  

自然と決まってくるだろう 

・開発と保全のバランスを考慮した都市計画を実施してほしい 

・あまり規制しすぎると住みづらくなるので、個人住宅への規制（緑化や洗濯物の干し方など）はしな

いでほしい 

・行政が景観を守るために法律を制定して、何もかもをひとくくりに規制することには疑問を感じる 

・景観だけでなく、災害に強い街並みをつくってもらいたい 

・安全・防犯も含めた景観を考えてほしい（のびた樹木でカーブミラーが隠れるなど） 

・景観だけでなく、福祉やバリアフリーにも目を向けてほしい 

・景観を重視しすぎると経済活動が規制されてしまう 

・今あるものを大切にする、守るという考え方が必要 

・平塚に住みたいと思わせる魅力づくり 

・何もかも統一して個性のない街並みになるのは嫌である 

・平塚は美しい街になったので、今後もそれぞれ個人が気をつけてできることをしてきれいな住みよい

街にしていけばよい 

・平塚駅南口から海岸までを明確な方針のもとに統一性のある景観づくりをすれば、観光面でも有利だ

ろう 

・商業地区、公共施設地区、住宅地区、工業地区、公園地区等はある程度区分けし、まとめられている

が、それぞれの地区のアクセスや景観、バランスなどは配慮されていないので、平塚市に類似した他

都市を参考にしてほしい 

・景観づくりの先進都市を研究して、よいところを取り込んでほしい 

・マクロ的な視点とミクロ的な視点、そして、行政がすることと一市民として実行可能なことを整理し

て取り組むことが必要 
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・景観はその街の顔であるので、市民一人ひとりが意識して、美しいものにしていく必要があるので、

そのための意識啓発に予算をかけてほしい 

・川、海、山と自然に囲まれた良い環境があるのに、十分に活かされていない感じがする 

・まちづくりのイメージが「海」にこだわりすぎているので、「川」のことも考えてもらいたい 

・若い人にも景観に興味をもってもらえるような工夫をしてもらいたい 

・昔の下町の雰囲気のようにごちゃごちゃしているのも好きである 

・歩いて楽しい平塚のまちを目指してほしい（旧東海道宿場町としての整備、駅前広場の整備、遊歩道

の整備） 

・緑豊かな、昔ながらの木や竹を利用した風情ある街並みを一人ひとりが協力してつくっていけば、情

緒が豊かになるだろう 

＜景観づくりに対する支援やしくみづくり・個別アイディアについて＞ 

・地域も巻き込んで学校での景観、教育の強化、リーダー等の育成 

・個人への景観づくりに関する補助金制度の確立 

・行政の景観への取り組みを積極的に市民にＰＲしてほしい 

・学校で平塚の好きな景観などの時間を設け、見学して、今後どうすべきかについて話し合う 

・自然景観の環境から子どもの心を育ていろいろなマナーを習得できるまちづくりを進めることが必要 

・建築士やデザイナーからアイデアの公募 

・ボランティア活動や愛好者グループ、町内会と連携するとよい 

・平塚の魅力的な景観を写真で募集して、公民館等で展示すれば、マナー向上や森林保護に資するので

はないか 

・ハイキングコースや湯歩道、サイクリングコースなど四季を通じて楽しめるものを整備し、近隣都市

からも身近に遊びに来られる環境がよい 

＜その他について＞ 

・平塚八景の見直し 

・騒音問題についても考えてもらいたい 

・風俗店のキャッチ行為を規制してほしい 

・まちなかにおかれている彫刻品のあり方の再考 

・駅前路上ライブ用のスペースを確保する 

・北口を南口のような落ち着いた雰囲気にする 

・七夕祭りの雰囲気や飾りが以前に比べて悪くなった 

・神川橋上流から大神グラウンドあたりまでの平塚側から見た寒川寄りの景色がすばらしい（春は桜並

木の花が美しくウォーキングに最適な場所） 

・平塚市は景観資源の豊かで、それが良く生かされている街である 
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 平塚市内の景観や風景の中で､良いなと思ったところや､こうしたら良くなることなど、平塚らしい

景観資源や地域資源の情報をお寄せください。 

 

【主な意見】 ※各意見は概要を表す。 

 

●良いなと思ったところ 

◆湘南ひらつかビーチパーク（14 件） 

・海は気持ちが休まるし、水際で遊べるのがよい 

・一年中安らげる 

・茅ヶ崎、大磯等と比較して、大規模でないのがかえってよい 

・防砂林を中心に砂浜が整備され、竹垣など砂止めなどの景色がよい 

 

◆湘南平（14 件） 

・眺めがよい 

・子供連れでも夫婦でも気持ちよく過ごせる 

・春の桜がきれい 

 

◆総合公園（16 件） 

・ゆったりした広さで四季を通じて楽しめる 

・小さな子どもから年配の方まで楽しめる 

・見ているだけで心が和む 

 

◆馬入の花畑（13 件） 

・花が人の気持ちをやわらげ、豊かにしてくれる 

・とてもきれいで心がはれやかになる 

 

◆里山（２件） 

・虫取りもできるし、自然とふれあえる 

・四季を感じる風景が良い 

 

◆田園（24 件） 

・富士山も見えるし、とてもきれい 

・田畑をわたる風が気持ちよい 

・一面緑のじゅうたんのようで美しい 

 

◆河内川のアジサイ（８件） 

・日ごろの手入れが行き届き、散歩等すがすがしく安らげる 

・梅雨の時期楽しく過ごせる 

 

◆川沿いの桜（金目川・渋田川）（19 件） 

・桜のスポットとしてどこよりもきれい 

・桜並木を散歩すると癒される 
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◆なぎさプロムナード（12 件） 

・湘南らしい開放感がよい 

・すっきりしていて気持ちよい 

・広い歩道で、空間を広く感じられ、松の木がさわやか 

 

◆パイロット通り（７件） 

・バラの咲く時期がすばらしい 

・散歩するのが楽しみ 

・さるすべりなど道によって季節感があってよい 

 

◆橋（高麗大橋・湘南大橋・花水橋）（７件） 

・高麗大橋から見た大山の風景がよい 

・湘南大橋から見た富士山への眺めがよい 

・花水橋から見渡す山々の風景がよい 

 

◆美術館（４件） 

・清潔感があり、自慢できる公共施設である 

・美術館周辺の広場がよい 

 

◆富士山への眺望（16 件） 

・岡崎地区から富士山が一望できるのがよい 

・田園地帯より富士山の裾野まで見える風景がよい 

・遠藤原からみる富士山の眺めがよい 

・平塚の海から高麗山、富士山を眺める風景がよい 

 

◆その他 

・市内の様々な植栽の風景 

・住宅団地の緑 

・松岩寺、霧降りの滝 

・森の前鳥神社 

・松風町周辺の住宅のイルミネーション 
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●こうしたら良くなること 

◆湘南ひらつかビーチパーク（８件） 

・海岸線の維持 

・海を眺めながら走れるサイクリングコースをつくる 

・砂丘内の公園の拡大 

 

◆湘南平（６件） 

・四季を通して花のある風景 

・ごみをなくす 

・歩きやすい歩道の整備 

 

◆平塚駅周辺（14 件） 

・違法駐車や違法駐輪の取り締まりの強化 

・駅に着いたらほっとするような植栽 

・平塚駅周辺の風紀の改善 

・地下道を明るくきれいにする 

・インパクトがあるオブジェの設置 

 

◆川（花水川、金目川、鈴川、渋田川、相模川 など）（16 件） 

・多自然型の河川改修 

・川の土手の雑草管理 

・四季の花や水鳥が住めるようにする 

 

◆国道１号（３件） 

・平塚宿という歴史軸を基本としたまちづくり 

・東海道の活用 

 

◆なぎさプロムナード（２件） 

・個性的で文化的な香りのする店を連ねる 

 

◆その他 

・七夕祭りの飾りの質の向上 

・市内のごみ置き場のカラス対策 

・市内を花でいっぱいにする 

・電線類の地中化 

・遊歩道、サイクリング道路の整備 

 


