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村岡地区まちづくり整備計画説明会を開催しました。
本市では、村岡新駅を中心としたまちづくりを推進するため、平成２２年４月に村岡地区まち
づくり会議から市長提言を受けた、村岡地区まちづくり計画の具体化を進めてまいりました。
このたび「村岡地区まちづくり整備計画」がまとまりましたので、８月４日（土）の午前に宮
前町内会、午後は、小塚、高谷、小塚東町内会、藤沢市在住の方を対象に「村岡地区まちづくり
整備計画」の説明会を開催いたしました。この説明会には、午前に行われた宮前町内会館で約5
０名、午後に行われた村岡公民館で約40名の方々にご出席をいただき、多くのご意見、ご質問
をいただきました。

【質疑応答等内容】

注：□意見 ○質問 ⇒回答

＜宮前町内会館＞８月４日（土）午前１０時～
□ 宮前地区の住人を対象にした説明会なので、宮前地区の大きい詳細な図面でないと分かり
づらい。配慮が足りない。
⇒

皆様にはスクリーンでの説明を考えておりましたので、配布した資料はあくまでも補足
資料としてご用意させていただきましたが、配置図だけでも一面に刷るなどの配慮が足り
ず、申し訳ありませんでした。資料を後で回覧するなど、検討させて下さい。今後の説明
会では見やすい図面を添付するようにいたします。
□ 受付で年齢まで記入させ、参加者に高齢者が多いことが分かっているのであれば、図面を
大きくするなど考えて欲しい。
□ ７５歳以上は後期高齢者であり、６０歳以上をひと括りではなく、分けてもらいたい。
□ 意見と要望です。計画は今までいろいろな機会に聞かせていただいている。客観的に見て
非常にすばらしい計画であり、計画そのものにケチをつけるつもりはない。
ただし、宮前町内会１組には、計画の中心になっているシンボル道路の用地買収対象の家
が１１戸くらいある。昨年１１月に、この計画を知らされ説明を受けた。先ほど申し上げた
ように、これは非常にいい計画なので反対するつもりはないが、受付アンケートで７５歳以
上の区分を設けるよう意見したが、この地区は高齢者が多く、立ち退きをすると新しい環境
で認知症を誘発するなど不利益を被る。一方、新駅ができることで利益を得て喜ぶ人もい
る。立ち退きの人だけが不利益を被るのは不合理であり、十分な補償と、後期高齢に近い住
人が早く次の生活設計ができるように立ち退きの条件等を早急に決定し、交渉を開始して欲
しい。賛成・推進派、反対派どちらもこの場にいらっしゃると思うが、どちらの立場の方
も、用地買収対象者が立ち退くことで、シンボル道路ができるということを十分に理解して
いただき、私の立場を後押ししていただけなければ、または市の対応が非常に不誠実である
ならば、先ほどの文言を撤回し、計画に反対する。跨線橋と地下道は災害時の避難道路など
として、重要なアクセス道路になるので、もう少し立派なものにならないか、ご再考いただ
きたい。
1

注：□意見 ○質問 ⇒回答

⇒

立ち退きの補償に関しましては、公平性、中立性、透明性を保つために、関東南部全域
の統一基準での話し合い、ご提示になります。確実に申し上げられるのは、その基準を超
えての話し合いはできないということです。
事業スケジュールにつきましては、鉄道事業者は、まちの整備が先であるとの考えです
ので、行政の最大の意思表示であります都市計画決定の告示に向け、地域の皆様にまちづ
くり計画についてご理解いただけるよう、本日もお集まりいただいております。本市の立
場といたしまして、駅を中心としたまちづくりであるため、まちづくりと新駅を同時に
行っていかなければ計画は進まないと鉄道事業者に強く言っているところです。
都市計画決定の手続きに関しましては、最低でも２～３年はかかります。その期間を少
しでも縮める努力を現在しているところです。
跨線橋につきましては、現在、南北間をオーバーで行ける唯一の交通施設で、もう少し
立派なものに改修することも考えましたが、武田薬品前の幹線道路から通過交通が入って
くる懸念があるので、宮前地区・村岡地区の方の生活利便向上のための必要最小限の機能

の改修といたしました。地下道につきましては、雨水の排水設備を取り除いて、歩行空間
を確保する考えです。高さに関しては掘り下げるには限界がありますが、武田薬品側から
の勾配を緩やかにして、人の流れがなるべくスムーズになるように考えております。
○ 地下にトンネルを掘って武田薬品のバス停の方向へ繋がるようにしたらどうか。
⇒ 既存の武田薬品前の道路との高低差があり、掘り下げるのはつくり変えるのと同じこと
になります。既存の内空は、図面上２．１メートルあり、道路構造令上は、２．５メート
ル必要です。盛っている部分は１．１メートルあり、必要な高さを確保するためには掘り
下げる必要がありますが、中にガス管などが通っているため、それについては今後の検討
課題とさせていただきたいと思います。
○ 地下道についてですが、バイクに乗った状態で通行していて危険であり、一日でも早く改
修して欲しい。全体計画より別に先行してやるべきだ。全体計画をつくるのであれば、先に
改良したものとは別にスロープを作るなど、歩行者を中心とした使いやすい地下道をつくっ
て欲しい。委員をしていた時に視察した西府の駅は、２００メートルのホームの両側二箇所
にスロープのある地下道が設けられていた。それに比べるとこの地下道は住民の立場にたっ
たものとは言えない。
⇒ 現在の地下道の雨水管を取り除くだけでは必要な高さが確保できないため、今の基準に
合った高さとするためには掘り下げる必要があります。スロープについては、線路北側に
勾配８パーセント、幅５メートルの歩行者と自転車で通行部分を分けたスロープをつくり
ます。線路南側には、線路沿い東側に幅３メートルの自転車通行部分、西側に幅２メート
ルの歩行者もしくは車椅子の方の通行部分とした通路を設けます。地下道を現在の基準に
適合するように新しくつくり変えたとしても、この計画とあまり変わらないものとなりま
す。決して蔑ろにしているわけではありません。
西府の件ですが、市としても現地視察をおこなっており、確かに南北二箇所通路があり
ました。村岡新駅周辺につきましては、先ほどご説明いたしました地下道が一箇所、それ
から駅の中心に自由通路を設けますので、これもひとつの横断通路と考えております。こ
の通路は道路にするのか、通路にするのか、駅施設にするのか、位置づけによって形状が
変わってまいりますが、鉄道事業者とも話をしていかなければいけませんので、現段階で
は決められないことをご承知おき下さい。また、跨線橋を横断施設と位置づけており、
２．５メートルの歩道を設けます。このように長い距離になりましたのは、バリアフリー
を考慮し、バリアフリーの基準に合わせて勾配を８パーセントとしたためです。
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注：□意見 ○質問 ⇒回答

□

確かにこの辺りは土地が高くない。１０メートル以上の津波がくればどうなるか分からな

いが、避難通路も兼ねた通路がこのように長ければ、時間をかけて年寄りは避難できない。
いずれにしても、宮前に住んでいて一番感じるのは、南北の交通が不便であるということで
ある。このことをまず頭にいれて計画を進めていただきたい。
⇒ はい、分かりました。
□ 確認したいこと、指摘したいことが３点ほどある。その一部分は個人的に市に聞いて確認
したが、ここにいる皆さんはご存じない方もいると思うので、皆さんの前で答えてもらいた
い。そういう意味で確認、指摘をします。
一点目は、交通計画のなかでシンボル道路の幅員が２４メートルだが、既存家屋への影響
は極力少なくするとある。一見はっきりと書いてあるように見えるが、非常に曖昧な表現で
ある。先ほどの説明で、立ち退き家屋を１０軒ほどにして、少なくしたということだったが
影響はそれだけで済むのか。幹線道路ができれば、それに呼応して支線をつくり、面整備も
行われることになってくるので、市に問い合わせたところ、駅前広場は土地区画整理、アク
セス道路は用地買収、それ以外は一切手を付けないということだった。それでいいですね。
既存道路の幹線道路への接続部分を隅切りしたり、シンボル道路に直角に接続するように道
路をあてる程度だと聞いたが、そのとおりであるのか、皆さんの前で言ってほしい。
⇒ はい。間違いないです。
□ 影響を少なくするといっているが、開発主体はどこか。市は幹線道路整備のみだとして
も、後々、市が関与する第三セクターや民間が開発すれば、周辺への影響が広がり、１８年
前に市が出した大規模開発と同じ結果になる。影響を少なくするということの主体は民間業
者も含めてのことか。市だけのことだと言い張るのか。
二点目は、今後のスケジュールにある都市計画決定の策定についてである。都市計画決定
は非常に大きな権限を持っており、言葉は悪いが死刑執行と同じことで、一度決定されたら
計画がなくなることはありえない。さらに、５年後か１０年後かいつ行われるかは分からな
い。その間はヘビの生殺し状態である。平成２４年度都市計画決定に向けて着手、策定とあ
るが、全軒合意したら決定なのか、ある程度計画が進んだら、決定してしまうのか、いつ、
どういういう条件が満たされたら、都市計画決定の手続きと告示がされるのか。
三点目は、シンボル道路は、藤沢市がＪＲに対して意思表示する都市計画決定のためのも
のと個人的には受け取った。しかし、当然ＪＲは独自で収益の試算をする。都市計画決定
後、ＪＲが幹線道路しか整備しない市の計画では、東海道線の駅としては不十分と判断し、
ノーと言ったら、なし崩し的にどんどん開発が広がっていき、１８年前の計画と同じにな
る。まだ先のことだと思うが、そうなった時にはどういう対応をするのか。私は１８年前か
らこういう場にいるが、市の人事異動で担当者は全て変わってしまった。市の担当者が変
わって、関係ないという態度ならふざけるなと怒ります。皆さんの前で答えていただきた
い。
⇒ 区画整理を市、第三セクター、民間が行っても、皆様が区画整理に反対なのに変わりな
いのですから、市が後ろから操ってなど行いません。皆様は市が行う事業に反対なのでは
なく区画整理に反対なのですよね。そうであれば、市民が反対する整備を条件に駅の誘致
を行っても、ＪＲとの折衝が最後は行きづまり駅の誘致は実現しないのでやりません。
都市計画決定手続きをするときには、面整備と駅設置を同時にできるよう、ＪＲから何
らかの担保を取っておきたいと考えています。ＪＲからの確証を得て、地域の方の理解が
得られるようにＪＲに強く働きかけているところです。それがこれまでの説明会の内容と
今回の大きな違いです。
3

注：□意見 ○質問 ⇒回答

○

都市計画決定がなされる前に土地買収が行われないと、地権者が不利になる。都市計画決

定後は制限がかかり、家の建替えもできない。買収価格は都市計画決定前に示されるのか。
⇒ 都市計画決定後でないと用地買収に入れません。都市計画決定後すぐに事業認可手続き
に入り、買収交渉に入りたいと考えております。補償費を都市計画決定前に示すことはあ
りません。現在は地権者に説明を行っているところです。都市計画決定がされたら、制限
はかかりますが建替えはできます。
○ 全軒合意しなくても、時期がくれば都市計画決定が行われるのか。
⇒ 全軒合意を目指して現在努力しています。
□ 努力と結果は別だ。
○ 整備計画の中で研究開発施設の中心に武田薬品があり、武田薬品のために駅をつくるもの
と解釈しているが、それでいいか。２４メートル幅員のシンボル道路から宅地への出入りが
危険ではないか。西側のアクセス道路について、幅員はシンボル道路と同じなのか、違いが
あればどうしてなのか。資料の今後の課題の中で、費用に関して、市は財政難であるので国
庫も一部出るとのことだが、固定資産税はいくらぐらい上がるのか。一番気になるところで
ある。シンボル道路は鎌倉市の方が多く利用する道路になるのか。
⇒ 武田薬品のための駅ということは、市議会などからも指摘を受けておりますが、請願駅
としての新駅構想は昭和の時代からありました。武田薬品は工場から研究所に変わりまし
たが、平成９年頃に新駅予定地北側の土地を市の外郭団体である土地開発公社が買収した
経緯があり、武田薬品のためだけではありません。駅ができた場合は武田薬品の従業員は
当然、固定の利用者とはなりますが、それだけで成り立つ計画ではございません。
シンボル道路の幅員は２４メートルですが、藤沢市内でいえば辻堂駅・ライフタウン間
の道路（幅員２５メートル）に相当します。その駅前道路との大きな違いは、前述の道路
は４車線に対し、シンボル道路は歩道、自転車道、周辺住民への負荷を軽減するために緑
地帯を設け、車道部に停車帯として１．５メートルの空間も設けた２車線道路です。ご指
摘のように、車道から宅地へ入るのに７メートル近い幅があり、歩道を横断する際に危険
であると思われること、また駅へのアクセスのみに利用するルートであるのに、この幅員
は大きいと思われるかもしれませんが、宅地からできるだけ車道を離すことで周辺の住環
境への影響を軽減するために各道幅を取った結果です。
シンボル道路は目抜き道路であるのに対し、西側はアクセス道路であり性質が異なりま
す。ですから、必要最小限の歩道設置を予定しております。幅員ですが、線路沿いの道路
は片側歩道で歩道４メートル、車道６．５メートルの１０．５メートル、その他の道路は
歩道両側各２．５メートル、車道６．５メートルの１１．５メートルとなっております。
税金については同様の事例がないため、固定資産税の試算をするのは難しいところです
が、辻堂シークロスのデータでは、概ね１．３～１．５倍くらい上昇しているようです。
ここに住み続ける住民の方にとって税負担が増えることについては、まちづくりの大きな
課題と認識しておりますが、駅前に生活利便施設を設けることにより、バス利用をせずに
済むようにするなど、少しでも利便性の向上に努めてまいりたいと考えております。
１．５倍になる範囲はどれくらいか。宮前全部に相当する範囲なのか。

○
⇒

辻堂シークロスは完全な商業地域ですので、商業地域と住宅地域の駅からの距離１００
メートルでは単純に比較はできませんが、直近で参考になる事例が辻堂しかございません
ので、あくまでも目安で申し上げております。
○ 固定資産税が３０％～５０％上がるのか。
⇒ 全国的に土地は下落しており、上昇したのは神奈川県下では武蔵小杉と辻堂シークロス
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注：□意見 ○質問 ⇒回答

しかなく、あれほどの規模の商業施設ができた辻堂駅周辺での上昇率です。
□

席上配布でこれだけのものをもらっても分かりにくい。事前配布がないのでこういうこと
で終わってしまう。配布した実績だけあればいいのか。今回の資料を拡大したものを配布し
直して、もう一度意見を聞きなおしてはどうか。
⇒ 資料に関しては拡大したものを後日回覧で配布させていただきます。
○ それに対しての意見聴取はどうするのか。
⇒ 個別に説明させていただくことは考えております。どの様にするのか考えさせていただ
きます。

＜村岡公民館＞ ８月４日（土）午後１時～
○ 説明会はどういう方を対象にしているのか。回覧などの連絡が一切なかった。宮前の方か
ら聞いて説明会のことを知った。説明会は関係者に来てもらって、事業内容を理解してもら
うのが趣旨であれば、これほど不十分な、周知されていない説明会は初めてである。
⇒ 回覧板での周知対象地域は小塚、高谷、宮前、小塚東の各町内会でした。個別に確実に
届く回覧板での周知を市内全域に行うのは限界があるため、その他の地域に関しては、通
常の説明会の周知で行っている、広報ふじさわでの周知とさせていただきました。
○ 村岡１７０号線を拡幅するとのことだが、武田薬品側に拡げるということでいいか。
⇒ はい。武田薬品側に拡幅する予定です。
○ 南側の兜松については移設を考えていないのか。
⇒ 兜松は歴史のある保存物と聞いておりますので、兜松を跨いで保存するかたちでシンボ
ル道路を計画しています。
○ 新駅南側の３階建ての住宅は道路にかかりますか。
⇒ 敷地はかかりますが、建物はかかりません。
○ 新駅には東海道線か根岸線のどちらが停まるのかという話が以前からあった。東海道線が
停まるとのことだが、新駅以西の鉄道利用者にとっては東京方面へ行くのに、電車が新駅に
停車することにより、所要時間３分間の遅れ、本数の減少による輸送力の低下など、周辺住
民だけでなく、藤沢市全域および茅ヶ崎・平塚市など広域住民に影響がでる。東海道線が停
まるのは技術的にも難しく、貨物線の線路もあり、また藤沢駅にはもうひとつホームもある
ので、根岸線を延長して相模線へ結びつけるほうが、交通網としてはいいのではないか。整
備計画のもとになっている新駅については、期成同盟会をつくってＪＲと交渉して、これか
らヘソの部分が決まっていくということだが、見通しや問題点については検討しているの
か。
⇒ どの路線を停めるかについては、いろいろな検討がありました。根岸線を延長して鉄道
網を広げていくことは、大船駅の構造上、横須賀線を跨いで走るようになります。技術的
に不可能ではありませんが、既成の線路との関係等様々な事項により、新駅は東海道線の
中間駅で検討を行っております。中間駅をつくれば、当然そこでの停車時間が発生し、今
までより時間がかかる。現在利用されている方々が結果的に１本前の電車に乗らなければ
いけなくなるようなことは、本市にとっても大きな課題と認識しております。利便性を損
なわないようにするために、朝のラッシュ時に増発できるのかなど、今後、行政では技術
的な研究はできましても、運行のノウハウまではございませんので、まちづくりを確立し
た上で、ＪＲに対して要望していきたいと考えております。要望は期成同盟会という形に
なるのか、湘南地区整備連絡協議会でやるのかは今後検討していきます。
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○

鉄道技術と運行技術は鉄道会社しか分からないことなので、なぜ早い段階でＪＲと話し合
わないのか。２回ほどＪＲ横浜支社の運行技術部に問い合わせたことがある。新駅には根岸
線ではなく、東海道線を停めるという話だった。東海道線上で横浜・川崎駅間の次に混雑し
ているのは、ハブ駅間の藤沢・大船駅間であるのに、ラッシュアワーに停めると１分半のロ
スタイムがおこる。秘策があるのなら別だが、技術的にできるのか、書面で回答願いたい。
大前提条件をなぜＪＲから聞き出さないのか。私でも電話でできるようなディスカッション
を市ができないのか。その条件を詰めずに、他の話をなぜ進めるのか。
⇒ 本市では地域の方のご理解が得られるかどうかを第一に考えております。技術的な問題
としては、線路がカーブしているところに、駅の設置はできないなどの検討はしておりま
すが、ＪＲに対しては、神奈川県、鎌倉市、藤沢市三自治体での新駅要望の準備段階で、
具体的に技術的な問題を話し合う段階にはまだ至っておりません。ＪＲからは両市に跨る
まちづくり計画がＪＲに示されてから、新駅要望活動の受入れと言われております。ＪＲ
はオブザーバーとして湘南地区整備連絡協議会に入っております。

○

オブザーバーとして入っているのはＪＲの本社の方ですか。本社の方であればもと官僚で
すから、計画を持ってくれば相談に乗りますよというように官僚的になる。新駅を前提条件
としたまちづくりであれば、新駅設置が本当に物理的に実行可能なのかをまずＪＲの方とよ
く詰める必要があるのでは。
⇒ ＪＲ横浜支社がオブザーバーとして参加していますが、仮にサービスの低下もなく、技
術的に新駅設置が可能でありましても、地域の方のご理解がなければ、行政として事業は
成り立たないので、皆様に先に説明させていただいております。地域の方々のご理解を得
るのがいの一番と考えております。
○ 乗降客数の確保が重要な要素だと思うが、現在大船駅・藤沢駅からバスを利用している武
田薬品の従業員が、新駅にどれくらい転移するか実態の聞き取りはしているのか。
⇒ 武田薬品の従業員は現在１５００名程度と聞いておりますが、交通手段別人数までは聞
いておりません。大船駅の武田薬品行きバスが非常に混雑しているとの情報はいただいて
おりますが、その方たちが新駅設置後、何人電車にシフトされるかなどの具体的な調査は
行っておりません。
□ いずれにしても乗降客数の確保は重要なので、それらを含めた実態調査をお願いしたい。
⇒ はい、分かりました。
○ 新駅ができることによるメリットより、デメリットの方が大きいのではないか。メリット
を享受できる人がかなり限られているように思う。村岡地区の方を新駅に移動させるより
も、ハブ駅である大船、藤沢駅にスムーズに移動させることが重要ではないか。例えばバス
の量を増やすほうが、皆さんのメリットになるのではないか。
⇒ 新駅停車による電車の遅れは大きな問題ではあります。通勤時間帯の２～３分の電車の
遅れはデメリットではありますが、藤沢、大船駅の乗降客が新駅へシフトすることによ
り、現在の藤沢駅と大船駅の朝の通勤時間帯の混雑が緩和されることをメリットとして考
えています。どちらが鉄道事業者または地域住民の方にとって、良いことなのかを検討す
るのも今後の大きな課題と考えています。
○

２年前の市長の提言の前に学識経験者によるレポートがあったようで、見せていただけな
かったが、その中で藤沢、大船駅の混雑が軽減されるとの報告はあるのか。新駅で１分半停
車し、５分間隔の電車が６分半間隔になれば、１時間当たりの輸送量はその分だけ減るのは
明らかで、むしろ混雑は増す。そのことをＪＲ東日本の方も言っており、ＪＲの方とよく
ディスカッションしていただきたい。
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⇒

あくまで推計値ですが、藤沢、大船駅の混雑が軽減されるという値が出ておりまして、

そこから話を進めていくわけです。また藤沢駅への自転車も含む道路交通の問題の解消も
考慮した上での計画でございます。
○ 学識経験者が問題意識を持ってラッシュアワーのハブ駅間の議論した証拠はあるのか。
⇒ 今いただいているご意見もひとつの検討材料として承っています。最終的に細かい技術
的なところはＪＲと詰めていくとしか現時点ではお答えできません。
○ 鎌倉市と藤沢市と共同で同等の推進をやっているのですね。昨年の１２月だと思うが鎌倉
市の会報に深沢地区の整備計画が発表されている。藤沢市の整備計画も当然、鎌倉市にも説
明したうえでここへ来ているのか。２２年前に説明会があり、新駅を楽しみにしていたが、
定年を迎えてしまった。その間、横須賀線には４箇所も駅ができた。東海道線より横須賀線
の方が空いているので横須賀線を利用しているが、東京までの所要時間はそれほど変わらな
い。新駅予定地北側の土地を市がＪＲから購入して、それを借金で保持している。早く処理
してもらわないと税金がかかる。早く駅設置を推進して、ＪＲとも話を進めていただきた
い。
⇒ 現役時代の通勤に新駅利用を楽しみにされていたのに、早期実現できなかったことは申
し訳なく思います。まちづくりの計画は鎌倉市と双方で進めてきており、日々、電話など
を含め、連絡も密に取っております。紆余曲折があり、この整備計画となったのですが、
かつての計画は藤沢市単独で大掛かりな基盤整理をやり直すというような計画でしたが、
今回はあくまでも行政間を越えた、ひとつのまちづくりを根幹に進めております。新駅予
定地北側の土地の処理のためにも何とか早く計画を進めていきたいと思っておりますの
で、ご理解いただければと思います。
○ 村岡地区ではこのようにまちづくり計画が進んでいるが、深沢地区はどのように進んでい
るのか。連携は取れているのか。神奈川県・藤沢市・鎌倉市が連携しなければ計画は本当に
成立しないと思う。新駅は２０年来の念願でもあり、実現に向けて協力体制ができるような
関係を築いて欲しい。よろしくお願いします。
⇒ 鎌倉市は約３２ｈａの敷地内に医療系の大学や商業施設誘致など、具体的な計画を市民
の方に公表しており、まちづくりを進めていくと聞いております。今年度においても、確
実に現場に入っていくという報告も受けておりまして、少し藤沢市が遅れているように見
えますが、当然、鎌倉市、藤沢市がひとつになって実現する計画ですので、両市で十分連
携しながら進めていきたいと思っております。
○ 湘南貨物駅の跡地があるから駅をつくり、まちづくりをするのか。ＪＲとの交渉で、駅を
つくって欲しいではなく、つくる気にさせるのが重要なのではないか。そのために、武田薬
品や神戸製鋼といった一企業ではなく、核となる施設があった方がいい。藤沢市の小児医療
費助成は小学校６年生まであり、周辺自治体では都内や府中市でないと同じサービスを受け
られないので、こちらに引越してきた。例えば、子供病院や救急センターをつくるなど、核
になるものをつくり、駅が必要だから誘致するというように攻め方を変えた方がいいのでは
ないか。そういうものがあれば、３分電車の遅れはたいした問題ではなく、利用者の理解は
得られるはず。
⇒

スペースがあるから駅をつくるとご理解されたのであれば、説明が至らなくて申し訳な
いです。さかのぼること昭和６０年代から駅誘致の話があり、平成９年前後に新駅予定地
北側の土地を藤沢市の外郭団体が購入しました。ＪＲからは、駅が本当に必要なまちづく
りなのか、また、確実にまちづくりをするのか意思表示するよう言われております。都市
計画決定は行政にとって最高の意思表示ですので、現在、鎌倉市と協力してまちづくりを
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進めて、ＪＲに対して駅設置を要望しようとしているところでございます。
○

村岡地区周辺は、まちづくりを大々的に行うような場所ではないと思うが、駅を設置する
予定で新駅予定地北側の土地を買ったのであれば、地域住民の利便性を考え、新駅を実現可
能な方向で追求していかなければいけない。根岸線と東海道線を立体交差させるのも技術的
に不可能ではないと思う。期成同盟会をつくり大々的なまちづくり計画を行って、市民の理
解も得て、ＪＲに要望していく。この手法ではまた行き詰る。可能な方法を追求していくの
も、市民の要望に答えていくことになる。繰り返しになるが、根岸線のことも合わせてＪＲ
とも検討していただきたい。
⇒ 根岸線については前段として検討の材料にあがっていました。
□ 今は検討していないのでして欲しい。根岸線は５分間。東海道線は３分間隔なのに、さら
にその中にワンストップ入れるのか。
□ この件に係って２０年になる。新駅を要望したのは湘南貨物駅をつくる時に土地を提供し
た地元の農家の方である。湘南貨物駅設置のときに土地を出して協力したからということ
で、貨物駅閉鎖後、新駅設置を市に要望したが、その時は却下された。平成５年頃、多額の
開発補助金が出るという時期があった。開発図面が示され、自宅も区画整理対象区域になっ
ていたので、それ以来、私は反対運動に係ってきた。市がいろいろなことを言っているのは
後付けだと思う。交通インフラについても、市の検討資料に難しい指数があり分からなかっ
たが、９万３千人の乗降客数の駅ができるということだが、２万５千人くらいだと私は思っ
ている。そういう推計値は調査会社が市の要請でいくらでも変えられるものだと分かった。
□ 平成５年の宮前の大区画整理のときの情報公開請求資料なども見た。当時の請願状況も調
べた。区画整理の保留地を貨物駅をつくるために売ったが、１７年間で閉鎖したため、跡地
に根岸線を延線して駅をつくるよう、村岡地区連合町内会長の名前で要望した。土地を売却
した当の本人も、貨物駅跡地にこのような大きな駅ができるとは思っていなかったと人づて
に聞いている。
○ 先ほどの、核となるものをつくってから駅をつくり、それを中心にまちづくりをするとい
う意見に賛成です。地域経営会議で防災に強いまちづくりを提言した。何年か前、公民館も
床上浸水した。将来安心して住めるよう、災害の拠点を市の関連部署の方とも協力してつ
くっていただきたい。
⇒ ひとつの案として、老朽化問題を含めて公民館を新規移転し、その隣に公園を移設し
て、ひとつの防災拠点区域にする計画があります。今いただいたご意見も十分踏まえて、
今後反映させていきたいと思います。
○ 藤沢駅周辺に民家がないのと同じように、新駅ができたら周辺に住めないのではないか。
また、新駅は後付けという意見があったが、武田薬品の研究所ができた時、神奈川県前知事
の新駅誘致の約束があった。期成同盟をつくって早く新駅を実現させたいという話であった
が、武田薬品のためにつくるのなら反対である。
⇒ 前知事の話に関しましては、私どもも皆様と同じ情報しか持っておりません。新駅構想
は武田薬品の研究所ができる以前からのことでして、武田薬品のためではないことは申し
上げたいと思います。
○

まちづくりの開発経費は総額いくら位を想定しているのか。
⇒ 開発経費についてはまだ具体的に積算しておりません。
○ 駅だけで１００億円かかるのなら、総額で３００億円くらいはいくね。
⇒ 積算していないので、何とも申し上げられません。今後検討していきたいと思います。

8

注：□意見 ○質問 ⇒回答

○

いろいろな意見があったが、いずれにしても早く結論を出して欲しい。私が生存中には駅

はできないと思う。この一年以内で問題を絞って、市の結論を早期に出して、住民投票にか
けないと、駅ができるできない以前の問題である。
⇒ 住民投票は法の整備などもあり、すぐに行うことは不可能です。これまでの、まちづく
りが先とのＪＲのスタンスから一歩踏み込んで、駅設置とまちおこしを同時にやっていく
という本市の考えをＪＲに対して強く言っております。これまで長くかかってやってきて
いるものを、少しでも圧縮して進めていく努力はしていきたいと思います。
○ この計画の発端が市議会全員一致で決めた、根岸線の延伸が基本にあることを忘れてはな
らないと思う。根岸線の延伸であれば駅以西の住人への遅延の問題もないので、技術的な問
題をよく検討していただきたい。周辺整備費用を考えると、可処分所得や年金が下がってい
る時代に、大規模開発を急いで行う必要があるのか。
□ 列車の運用・運行など基本的な条件を検討した上で話を進めていただきたい。
⇒ 財源については、負担にならないようないろいろな手段を今後も検討していきます。技
術的なことに関しましては、今後も専門的に可能かどうかは検討していかなければいけま
せんが、行政が一番やっていかなければいけないことは、直接係る地域の方、市民の皆様
に事業内容を説明し、理解を得ていくことと考えております。

＜今後のスケジュール＞
平成23年度

整備計画（案）策定

・都市計画原案の作成・調整
平成24年度以降

都市計画原案の確定
都市計画手続き
都市計画決定の告示

事業認可・公告

事

業
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「村岡地区まちづくり整備計画」の概要
＜交通計画＞
村岡地区まちづくり計画
①駅前広場
新駅の南口、北口に交通結節点機能を有する駅
前広場を設けます。南口駅前広場：約5,300㎡
北口駅前広場：約6,500㎡
②シンボル道路
シンボル道路は、新駅と湘南モノレール湘南深
沢駅を結ぶ道路であり、都市計画決定を前提と
し、道路構造令等に準拠した設計とします。
③北側既存道路（村岡170号線）
北側既存道路（村岡170号線）は、北口駅前
村岡地区まちづくり整備計画
広場の計画にあわせた線形の変更を行います。
③村岡170号線
④西側アクセス道路
⑥地下道
藤沢駅宮前線から新駅までの西側アクセス道路
は、歩行者の安全対策として歩行空間の整備を基
①駅前広場
本に計画します。
⑤跨線橋
現況の跨線橋は幅員が狭く、相互交通が出来な
い状態であるため、車道6.5ｍ、歩道2.5ｍ 勾
①駅前広場
⑧十二天公園
配8％のループ型の橋を計画します。
⑥地下道
⑦宮前公園
⑤跨線橋
既存の地下道中央部の用途廃止されている排水
用のボックスカルバートを取り除き、勾配8％の
②シンボル道路
④西側アクセス道路
スロープを計画します。
＜公園計画＞
⑦宮前公園（近隣公園）
駅近接部に、祭り等のイベントが開催できるように極力平坦な広場を整備します。
高台は比較的平坦となっているため、森林浴や休憩できる広場を設けます。また、災害時には避難場所として活用
できるようにします。
斜面の安全性を確保するため、擁壁や盛土により斜面の安定を図ります。
⑧十二天公園
村岡公民館の建替え移設構想にあわせて、北側地区の西側に移設します。跨線橋の架け替えにより、線路の南北か
ら利用しやすい位置とします。村岡公民館の建て替え構想に合わせ、十二天公園については、地域の交流の拠点とな
る公民館と一体として整備し、防災機能の強化を図るように位置を変更して再整備を行います。
＜整備手法の区分＞
整備手法を次のように考えます。
・面的整備地区（土地区画整理事業）
新駅周辺ゾーンについては、駅前広場や駅前
にふさわしい土地利用を行う必要があるため、
土地区画整理事業により面的整備を行います。
・都市計画道路事業
都市計画決定する道路のうち、区画整理区域
以外のシンボル道路の整備は都市計画道路事業
とします。
・都市計画公園整備事業
宮前公園（近隣公園）については基本的には
公園整備事業とします。
・道路事業
都市計画決定されていない道路の整備は道路
事業とします。具体的には、村岡170号線、西
側アクセス道路、跨線橋、地下道を道路事業と
します。
・その他の事業
公民館、駐輪場など。

藤沢・村岡線

十二天公園

跨

公民館
(候補地)

線

橋

宮前公園
シン

西側ア

クセス

道路

ボル

道路

計画書や会議に使用した資料などは藤沢市まちづくり推進部 村岡地区整備事務所 村岡地区整備担当及び
村岡公民館で閲覧することができるとともに、藤沢市ホームページ内にある藤沢市まちづくり推進部 村岡
地区整備事務所 村岡地区整備担当のページにおいて公開しておりますのでご参照ください。
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