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鷺沼駅前地区 再開発事業概要説明会における 
質問の要旨と本市の⾒解について 

 

１．説明会概要 

日  時 令和４（２０２２）年１２月２２日（木）午後６時３０分から８時まで 

場  所 川崎市立鷺沼小学校 体育館 

説明内容 
再開発事業に関する鷺沼駅前地区再開発準備組合による検証結果や 

今後のスケジュール、関連する公共機能に関する取組など 

出席人数 １５９人 質問人数・件数 １１人・２５件 

※ 一度に複数の御質問をいただいた場合は、質問毎に分割するとともに、必要に応じて要約して掲載し

ています。 

 

２．御質問に対する市の考え方 

番

号 
質問の要旨 本市の見解 

A-1 

マンションや区役所ができ

ることにより、人口が増える

と商業施設が不足するのでは

ないか。東急の駅舎の建て替

え等の対応はしないのか。 

鷺沼駅前地区再開発準備組合（以下「準備組合」）の現

在の計画では、フレル鷺沼と同程度の規模感で商業施設

の検討が進められており、テナントについては未定と聞

いています。 

駅舎については、現時点で東急電鉄（株）から駅舎改

良の考えは示されていませんが、今後、市と準備組合が

連携して駅舎改良や機能向上等を働きかけていきます。 

A-2 

道路を拡張することによ

り、渋滞が解消されるのか。 

現在の交通渋滞の原因の１つとして、交通広場の周辺

に３つの信号が密集していることが考えられるため、今

回の再開発で交通広場を拡大し、信号を１つに集約する

ことで、交通流の改善を図ります。 

また、現在、交通広場にバスが入る際は、右左折レー

ンが整備されておらず、後続がつかえる状況ですが、こ

れも今回の再開発によって右左折レーンが整備され、交

通流が改善されると考えています。 

A-3 

駅前街区の高層棟の裏は居

酒屋等が建ち並び、再開発の

雰囲気とミスマッチだと感じ

る。周辺地域の再開発も考え

ているのか。 

現状、周辺地域の再開発を行う計画はありませんが、

今回の再開発計画では、周辺の商店街等との連続性や歩

行者動線等も確保されており、周辺地域への良い波及効

果が期待できるものと考えています。 

A-4 

コロナの影響により、プロ

ジェクトの期間が延びている

が、コスト面や人口減少等も

見据えて、期間を短縮すべき

市としてもできるだけ早く市民の皆様に再開発の効果

を実感してもらえるよう、早期事業着手、事業効果発現

を考えており、準備組合としっかり調整を進めていきま

す。 
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ではないか。 

B-1 

区内に１つしかない区役

所・市民館・図書館の整備は

宮前区全体に関わるため、も

っと色々な場所で説明会を開

催すべきである。 

今回は鷺沼小学校で開催していますが、令和５（２０

２３）年２月以降にニュースレターを発行し、本説明会

と同程度の内容を宮前区の全世帯に周知する予定です。

また、区内の公共施設等にてオープンハウス型説明会を

開催し、関係局が連携して、鷺沼だけでなく宮前平地

区・向丘地区等にも説明する予定です。 

B-2 

なぜ今回の説明会に事業者

が来ていないのか。 

事業者主体の説明に関しては、令和５（２０２３）年

１月に、環境アセスメント条例準備書（以下「アセス準

備書」）の説明会が予定されています。事業者へのご質問

に関しては、環境アセスメント手続きの中でお問合せく

ださい。 

B-3 

今回の説明会に「川崎市宮

前区のまちづくりにおける公

共機能検討会議」のメンバー

は来ているのか。 

今回の説明会では、検討会議の関係局であるまちづく

り局、総務企画局、市民文化局、教育委員会事務局等が

出席しており、このプロジェクトを進めている関係局が

責任を持って説明させていただきます。 

C-1 

これまで説明会開催を度々

求めてきた。２年間の再検証

中に説明会を行うべきではな

かったか。 

市と準備組合は協議してい

ないと思っていたが、検証結

果では２ホール整備となって

おり、協議していないはずは

ない。２年間で事業者とどの

ように調整してきたのか。 

この間もオープンハウス型説明会やニュースレターの

区内全戸配布など、その都度、事業の状況について説明

を行ってきました。 

準備組合に対しては、教育委員会事務局が策定した新

宮前市民館図書館の基本計画を情報提供しており、その

内容も踏まえて検証された結果と認識しています。 

C-2 

アセス準備書に対する質問

書を令和５（２０２３）年１

月２５日まで提出できるが、

閲覧場所には２セットしか貸

出用がなく、期限までに周知

が図られるとは思えない。本

当に市民からの意見を聞くつ

もりがあるのか。 

市ホームページにも掲載されているので、そちらをご

確認ください。また、宮前区役所には８セット用意して

あります。 

D-1 

市ホームページに掲載され

ているアセス準備書のデータ

が分割されており、非常に見

づらい。 

また、文章のコピーができ

サイズが大きいため、分割して掲載しています。 

文字列コピーができない件に関しては、環境局にも確

認します。 

＜事後確認＞ 

著作権保護の関係で、事業者の判断により、テキスト
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ないのはなぜか。 情報が選択できないよう、設定されています。詳細は、

環境アセスメント手続きの中でお問合せください。 

D-2 

なぜ、北街区の駐車場出入

口は、市道小台２３号線の様

な細い道路側に設けているの

か。久末鷺沼線に面して配置

するべきではないか。 

北街区の駐車場出入口については、道路幅が狭く住宅

街である北側に抜けないように左折ＩＮ、右折ＯＵＴで

小台２３号線に出入りし、都市計画道路である久末鷺沼

線に自動車が流れるよう計画されています。交通計画に

ついては準備組合と調整しながら進めています。 

E-1 

再開発で人口が増えた際の

駅利用者への対応はどのよう

に考えているか。 

再開発区域と駅は密接に繋がっているため、今後、東

急電鉄（株）と連携し、協議していきます。 

E-2 

駅前の点の開発だけでな

く、面を意識した開発をして

ほしい。 

現時点ではハード面での面的な取組は計画されていま

せんが、令和４（２０２２）年１１月に鷺沼小学校や鷺

沼公園で鷺沼駅周辺のにぎわい創出を目的としたイベン

トを開催しており、これからもこのようなソフト的な取

組も含め、にぎわいを広げていくよう取り組んでいきた

いと考えています。 

F-1 

準備組合の検証に関して、

市としてどのような働きかけ

を行ったのか。 

オープンハウス型説明会や議会でいただいた意見は、

準備組合に対してその都度伝えてきました。 

F-2 

以前に１万人の署名を提出

した際、タワーマンションの

見直しという市民の声を準備

組合に働きかけたのか。 

もし、働きかけを行ってい

ないのであればなぜか。 

これまでの市民意見は準備組合に伝えており、その中

で「ワークプレイス・働く場の整備」「活動内容に応じて

様々な使い方ができるホールの整備」「街区間を繋げるデ

ッキの整備」等の意見については施設計画として反映さ

れています。 

鷺沼駅周辺に関しては、少子高齢化、建物の老朽化を

見据えて合理的かつ健全な高度利用、都市機能の更新を

図るため、都市型住宅の整備を含めた市街地再開発事業

を推進することで利便性の高い住みよいまちづくりを進

めていくことが必要と考えています。 

 準備組合に対し、タワーマンション反対の意見がある

ことは伝えていますが、市として再開発計画そのものの

見直しを求めた経緯はありません。 

F-3 

信号がなくなると、渋滞が

解消されるというが、今の交

通渋滞が４車線にして本当に

改善されるのか心配である。

根拠を教えてほしい。 

交通流への影響については、アセス準備書に地域交通

という評価項目があり、交差点・信号の集約や右左折レ

ーンの設置といった今回の計画において、開発によって

生じる交通量を加味して予測評価を行った結果、周辺環

境や交通環境への支障はないという結果が示されていま

す。詳細はアセス準備書をご確認ください。 

G-1 
今回の説明会の質疑応答は 今回の説明会については、質疑応答の要旨をまとめた
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市ホームページに掲載し、出

席できなかった方にもしっか

りと伝えてほしい。 

ものと配布資料を市ホームページに掲載する予定です。 

G-2 

上位計画の説明の中で「川

崎市都市計画マスタープラン

宮前区構想」が抜けているの

ではないか。 

区構想では鷺沼・宮前平を

一体として捉えているにも関

わらず、今回の再開発は宮前

平が抜けており、現在、宮前

平にある区役所や図書館が移

転した後が心配である。鷺沼

と一緒に宮前平の発展や、宮

前平に根ざした文化の継続も

考えるべきである。現施設の

活用基本方針の策定時期が３

年程先送りになったが、むし

ろ先行して示して安心させる

べきである。 

鷺沼駅周辺と宮前平駅周辺は適切な機能分担を行い、

一体として見ながらもそれぞれの地域の特性を活かした

まちづくりを目指していきます。 

現区役所等施設・用地については、一定規模のまとま

った貴重な公有地であり、移転まで約 10 年間かかるた

め、一定の時間をかけながら段階的に地域ニーズの把握

を進め、活用の方向性を検討していきたいと考えていま

す。令和５（２０２３）年度にワークショップを行った

上で、令和６（２０２４）年度に活用に関する基本的な

考え方、令和７（２０２５）年に基本方針をお示しする

予定です。 

G-3 

現在、公道にあふれている駐

輪場や駐車場を収容できるよ

うになるのか。台数の内訳を

教えてほしい。景観上も安全

上も公道上の駐輪場はよくな

い。 

アセス準備書にて、駐車台数が駅前街区と北街区の合

計で５０５台、バイク置場が６８台、駐輪場が１４３０

台となっており、川崎市の附置義務条例に基づいた計算

による台数を満たしています。また、建物の中に整備す

る予定であり、現在ある歩道上の駐輪場は無くなる予定

です。 

G-4 

小ホールは、管理や動線、

コスト面から見て、駅前街区

に配置するべきである。 

北街区に小ホールを配置することに伴い、運営上の連

携や職員の配置、施設管理状況の工夫が必要ですが、再

開発全体の施設の配置を考えると、小ホールを駅前街区

から北街区に移すことで駅前街区に余剰空間が生まれ、

ステップテラスや駅前広場の拡充に繋がっており、再開

発全体としてメリットがあると考えています。 

今後、基本設計・実施設計や、管理運営計画策定の中

で、市民サービスに支障がないよう検討していきます。 

G-5 

デッキと地下通路はコスト

面やバリアフリー面、防災面

を考えると整備する必要があ

るのか。 

デッキ等の整備費は必要となりますが、駅前街区と北

街区の間の久末鷺沼線は自動車交通量が多く、街区間を

繋ぐ通路を整備することで安全面でのメリットがあると

考えています。 

H-1 鷺沼２丁目は地形上、テレ アセス準備書の評価項目にテレビ受信障害が含まれて
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ビの電波状況が良くない。タ

ワーマンション建設による電

波状況の検証や対策はなされ

ているのか。 

おり、工事の進捗に併せ、準備組合により、ケーブルテ

レビへの接続等の適切な障害対策が講じられるものと認

識しています。 

I-1 

バス事業者との協議は、現

状どのくらい進んでいるの

か。 

 

バス事業者との調整時期については、駅前街区の竣工

時期（令和９～１０（２０２７～２０２８）年）やバス

路線の決定時期（供用開始の１～２年前）を見据え、協

議・調整を行っていきます。 

J-1 

概要資料に「まちの賑わい

喪失などの課題」とあるが、

誰の主張なのか。鷺沼はおだ

やかで静かなまちであり、こ

れ以上賑わいの創出等しなく

ても十分である。 

静かなところが良いのに９

年間ずっと工事していること

に不安がある。 

 

鷺沼駅周辺に住む方々からは、様々なご意見・ご感想

があることと認識しています。 

現在、駅前には駐車場が立地するなど、有効な土地利

用がなされていない中、市としては土地の高度利用を図

りながら、より効果的に賑わいを創出していきたいと考

えており、本市の総合計画に、民間活力を活かした駅前

広場の再整備や駅を中心とした都市機能集積を位置付け

ています。 

鷺沼駅の交通機能が充実することで交通アクセスが強

化されるとともに、公共機能である区役所や市民館が集

積することで、鷺沼駅周辺の方だけでなく、宮前区全体

の多くの方々に公共施設を利用していただけるものと考

えており、市としては取組をしっかりと進めていきま

す。 

K-1 

区役所や市民館は現施設と

比べてどの程度大きくなるの

か。再開発による人口増に対

応できる大きさなのか心配で

ある。 

区役所については、現施設と同程度の面積を想定して

いますが、社会のデジタル化の流れの中で、今後、窓口

に来なくてもよい手続きが増えてくるので、同程度の規

模感でも対応できると考えています。ただ、相談に来る

方や色々な目的で区役所を訪れる方がいるので、移転ま

での間に区民のニーズを把握し、サービスの提供の仕方

については引き続き検討していきます。 

市民館・図書館についても現在と同程度の面積を想定

しています。再開発によって利用者が増えると考えてお

り、市民館と図書館の融合や、部屋が空いている時間に

は開放できる仕組みづくり等を行い、できるだけ多くの

方に利用してもらえる環境を整えていきます。 

 


