
平成 30年 12月 17日

平塚市長  落合 克宏 様

平塚市桃浜町 27-2-5
佐藤 誠

平塚市桃浜町27-4に建築中の「JHマ リーナ平塚」

平塚市まちづくり条例違反について (12月 14日 説明会を受けて)

平成 30年 10月 12日 付私からの依頼文に対 し、 11月 16日 付 「30平
情相第 190号 」にてご回答をいただきました。

そ して、施工業者による住民説明会が 12月 14日 に実施 されたのですが、現

状ありきで住民意向を無視 した内容であ り、かつ新たな疑義も生 じたため、改

めて下記にご報告、お問い合わせする次第です。

i      
記

1.平成 30年 12月 14日 (金)施工業者である株式会社則武地所による「平

塚市桃浜町共同住宅開発事業協議説明会」が平塚市民センター中会議室にて

10:30よ り開催 されました。

平 日午前 とい うことで、参加住民は 9名 です。

2.図面提示の うえ、同社担当の渡辺様 よりご説明がありましたが、その内容は

酷いものでした。

まず添付図面赤枠内「640」 を一 目されるとす ぐに理解るように、その縮尺

は適当です。 (640<400と 見えます。)

さらに、駐輪場における自転車の旋回に必要なスペースは皆無で、スローブの

勾配は 27～ 28度の傾斜 と、これではクレーンでも用いない限 り駐輪は

困難で、まさに 「絵に描いた餅」 としか言いようがありません。
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3。 さらに隅切 り部分からはみ出した東電柱について、占用許可を取得するとの

説明がありました。

施工を図面通 りに行わなかった結果、移転 した電柱が敷地からはみ出して、

それを占用許可 ?

道路利用者たる住民が迷惑するだけです。

事故のリスクを看過するわけにはいきません。

平塚市には絶対に許可 していただきたくありません。



4.住民が全 く納得 していないにも関わらずこの図面で進行するのか ?と の

住民からの質問に対 しては、多少の修正をして平塚市開発指導課の了解が

得 られるのであれば、そのまま進行するとの施工業者の回答です。

駐輪場が事業者の敷地内であるのは事実ですが、それが全 く用をなさない

駐輪場であるならば、早正指導 して そ の ではないでしょうかn

駐輪台数は明記 されているのですから。

5。 さらに今回の説明会で建物の建築に関する重大な疑義が発生しました。

施工業者の説明によると、当初より60cmの 土盛りがあったとのことです

が、平成29年 7月 11日 撮影の更地画像 (※添付)を確認していただければ

はっきり理解る通り、当初の土盛 りはせいぜい20cm。
つまり、建築申請自体が虚偽で、実際の構造物が10mを越えて建築されて

いるということです。

(こ れを隠ぺいするために当初の説明会が実施されなかったのではないかと

いう疑いが頭をよぎります。)

施工業者の図面は前述 2項によるように信頼に値するものではありません。
「高さ」「日影」について、施工業者 鵜呑みにすることなく、平塚市として

(下請 け業者依頼 でもちろ ん 構 いませんので)改めてご確認いただ くことを

希望致 します。

以 上

着工よりおよそ 1年半が経過、この間、周辺住民は施工業者の無軌道、不誠実な

建築に迷惑を被り続けており、まったく信用に値するものではありません。

平塚市として指導力を発揮するよう、ご検討、よろしくお願い申し上げます。



平成29年 7月 11日 撮影現地画像 土盛りはせいぜい20cm。 】
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【平成 30年 12月 16日 撮影現地画像 3枚①】
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30平情相第 250号
平成 31年 (2019年 )1月 31日

佐藤 誠 様

平塚市長  落 合  克

日頃、市政に御協力いただきましてありがとうございます。

お寄せいただきましたことについて、次のとおりお答えします.

平塚市桃浜町27-4に 建築中の「JHマ リーナ平塚」平塚市まちづくり条例違反に

ついて (12月 14日 説明会を受けて)(回答)

2.添付 図面の縮尺及び表記寸法 とス ロープの勾配 について

4.用をなさない駐輪場ならば、是 してこその条例ではないか、について

まちづ くり条例において、行政による指導を行 うことができる対象は、あらか じめ公表等 され

ている基準に基づ く根拠が必要 とされています .

事業者の変更中請に伴い本市 も現地での寸法確認を した結果、図面の表記寸法 と違いが見られ

たので、事業者には変更中請図面の訂 正を行わせています。

説明会における近隣住民か らの御意見を受け、駐輪場について事業者 も再検討 した結果、前輪

を固定するサイクルボー トを採用 しました.こ の変更により利便性 も増 して駐輪 しやす くなった

と考えられます。

今回の佐藤様か らの御意見を改めて事:業者側の設計者に伝えた ところ、余裕はないか もしれな

いが使用に問題はないとの回答を得てお り、本市 としてもこれ以上の指導に根拠は無 くやむを得

ない もの と考えていますが、スロープ高 さを抑える工夫など、更なる使い勝手の向上については

粘 り強 くお願い していきますc

(事i務担 当は開発指導課開発調整担当)

3.『呂り]り 音「う〉か らはみ出 した東電柱について

御意見があ りました東電柱について現地を確認 しま したc平塚市 まちづ くり条例の隅切 りの基

準により、斜長 3mの設置が必要 とな りますが、現地は必要な隅切 り部分に東電柱のほか民地の

擁壁が越境 している状況です。擁壁については、民地の構造物 とな りますので是正が必要とな り

ます。

なお、東電柱については、民地内の設置が望ましいことですが、事業者 と東京電力の立会いの

もと現在の位置に移設 され ました.し か し、道路利用者の安全面か ら東電 1平 等の障害 となるもの

は、民地内の設置が望ましいことから事業者に自:移設するよう指導 し、現在、東京電力に再移設

の申請書が提出されています。

なお、東京電力から移設に数か月かかる旨の報告を伺っていますので御 F承をお願い します。

(事務担 当は道路管理課管理担当)
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5.建築確認申請について

建築基準法上、建物の高さとは地盤面からの高さをいいますが、敷地内に地盤の高低差が

ある場合は建物周辺の平均の地盤面からの高 さからとな ります.ま た、一般的に敷地周辺の

状況や排水計画上で必要 とされる等の盛土の場合は、盛土後の地盤高さが基準 とな ります。

この建物の建築確認 と完了検査は、民間の指定検査確認機関により法に基づき処分 されて

いますが、建物高さは 10メ ー トル以下 として当該機関から報告がされてお り、支障ないも

のと考えています。

(事務担 当は建築指導課建築指導担当)


