
推進連絡協議会

藤 沢 市

平成31年2月13日（水）

ふじさわサイクルプラン

第１０回

本日の内容
１. 進行管理（H31年度の予定）
２. サイクルアンドバスライド施設



ふじさわサイクルプラン１．進行管理「はしる」

先導的に取り組む路線（P.62）

 中短期で取り組む路線
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ふじさわサイクルプラン

自転車走行空間の整備予定路線（中短期）

【③】(仮)湘南台寒川線
L=840m,W=25m
未着手

【②】(仮)遠藤葛原線
W=18m
未着手

【①】石川下土棚線
自転車専用通行帯
L=370m,W=18～25m
事業中

【1】藤沢石川線
自転車専用通行帯
L=900m,W=16m
事業中

【2】中学通り線
自転車専用通行帯
L=530m,W=15m
整備済

【3】藤沢駅辻堂駅線
自転車歩行者道
L=1,500m,W=12～15m
事業中

新設道路（①～③）

道路空間の再配分（1～3）

１．進行管理「はしる」
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ふじさわサイクルプラン

3,0003,000 3,000 3,000 1,5001,500

車道 車道 歩道歩道
自
転
車
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自
転
車
レ
ー
ン

整備事例１（中学通り線 L=約530m、W=15m）

標 準 断 面 図

整備後状況写真

平 面 図

【自転車専用通行帯】

１．進行管理「はしる」
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ふじさわサイクルプラン

整備事例２（藤沢駅辻堂駅線 L=約142m、W=15m）

平 面 図

標 準 断 面 図

整備後状況写真

【自転車歩行者道】

約142m

15,000

4,835 500 6,000 500 3,165

１．進行管理「はしる」
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■その他の路線

①

②
③

⑤

⑥

⑦⑧

⑨⑩

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

③土棚石川線

⑤六会駅東口通
り線

⑥中学通り線

⑧鵠沼海岸線

②善行長後線

⑨八松小学校北
通り線

⑦鵠沼奥田線

①高倉遠藤線

⑩桜花園通り線

今後の整備スケジュール（予定）

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「はしる」
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■整備事例３（六会駅東口通り線 L=約360m、W=12m）

ふじさわサイクルプラン

平 面 図

標 準 断 面 図

整備後状況写真

【車道混在】

約360m

１．進行管理「はしる」

自転車ピクトグラム 矢 羽 根 6



ふじさわサイクルプラン

H27～29整備箇所
L=約600ｍ

ＳＳＴ

位 置 図

□事業概要
整備済延⾧ 約600ｍ
整備形態 自転車専用通行帯

平成30年度内
整備延⾧ 約870ｍ

（参考写真）Ｈ２７年度整備区間

 県道３０号（戸塚茅ヶ崎）

１. 進行管理「はしる」
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H30整備箇所
L=約870ｍ

標準横断図

辻堂駅

浜見山交差点

藤沢警察署
前交差点

引地川



ふじさわサイクルプラン

■評価指標と進行管理

評価指標 H36.3目標 H30.3時点（H26時点）

・自転車走行空間の整備延長
（道路空間再配分・新設）

・５km整備することをめざす
0.67km

【中学通り線：0.53km】
【藤沢駅辻堂駅線：0.14km】

・鉄道駅周辺の
自転車走行空間の充実度

・藤沢駅、辻堂駅、湘南台駅、長
後駅周辺に設定した自転車走行
空間の整備

4駅共に未設定

・自転車走行環境に関する満足度 ・満足度の向上
満足＋やや満足9.9%（9.2%）
5点満点 2.19（2.16）

１．進行管理「はしる」
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はしる（走行空間整備）

ふじさわサイクルプラン

【中短期で取り組む路線】
【Ａ】石川下土棚線
【Ｂ】藤沢石川線
【Ｃ】藤沢駅辻堂駅線

【その他の路線】
【Ｄ】鵠沼海岸線
【Ｅ】湘南港臨港道路（江の島大橋）

【Ａ】

【Ｂ】

【Ｃ】

【Ｄ】

【Ｅ】

１．進行管理「はしる」（H31年度の予定）
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石川下土棚線【Ａ】
支障物件の移転等

 中短期で取り組む路線

藤沢石川線【Ｂ】
建物調査、調査設計等

藤沢駅辻堂駅線【Ｃ】
用地買収等

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「はしる」（H31年度の予定）
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 その他の路線

①

②
③

⑤

⑥

⑦⑧

⑨⑩

今後の整備スケジュール（予定）

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

③土棚石川線

⑤六会駅東口通
り線

⑥中学通り線

⑧鵠沼海岸線

②善行長後線

⑨八松小学校北
通り線

⑦鵠沼奥田線

①高倉遠藤線

⑩桜花園通り線

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「はしる」（H31年度の予定）
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 鵠沼海岸線【Ｄ】

位 置 図

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「はしる」（H31年度の予定）

鵠沼海岸線

国道１３４号

県道３０号
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 鵠沼海岸線【Ｄ】

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「はしる」（H31年度の予定）

□事業概要
延長 約２,０００ｍ
自転車専用通行帯

平 面 図

八部公園

藤沢警察署

県道30号

（戸塚茅ヶ崎）

国道134号
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 鵠沼海岸線【Ｄ】

計 画 断 面 図

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「はしる」（H31年度の予定）

自転車専用通行帯 自転車専用通行帯
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 鵠沼海岸線【Ｄ】

整備前状況
【県道30号（戸塚茅ヶ崎）近傍】

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「はしる」（H31年度の予定）

藤沢警察署

県道30号
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 鵠沼海岸線【Ｄ】

整備前状況
【国道134号近傍】

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「はしる」（H31年度の予定）

市立鵠南小学校

国道１３４号
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 鵠沼海岸線【Ｄ】

ふじさわサイクルプラン

自転車専用通行帯
【帯状路面標示（３０ｃｍ幅）】

幅員1ｍ歩 道

３０ｃｍ

側溝0.5ｍ

１．進行管理「はしる」（H31年度の予定）
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 鵠沼海岸線【Ｄ】

自転車専用通行帯イメージ図

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「はしる」（H31年度の予定）
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ふじさわサイクルプラン

□事業概要
自転車通行空間
事業期間 平成29年度～平成31年度

江の島

 湘南港臨港道路（江の島大橋）【E】

１．進行管理「はしる」（H31年度の予定）
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A区間

B区間

C区間



ふじさわサイクルプラン１．進行管理「とめる」
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１ 新たな駐輪スペースの確保
●湘南台駅東口路上第１自転車駐車場
●湘南台駅東口路上第２自転車駐車場

２ 既存駐輪施設の利用環境の向上
●善行駅東口自転車等駐車場
●（仮称）藤沢本町駅自転車等駐車場

３ 放置自転車の撤去

４ その他

５ 評価指標と進行管理



ふじさわサイクルプラン１．進行管理「とめる」

 新たな駐輪スペースの確保
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湘南台駅東口路上第１自転車駐車場
湘南台駅東口路上第２自転車駐車場



→既存東口地下駐車場の一時利用を減
じ、その分の定期利用を増やす予定

今後のスケジュール（予定）
2018年11月～2月 工事期間
2019年3月 準備期間
2019年4月 供用開始

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「とめる」

 新たな駐輪スペースの確保
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湘南台駅東口路上第１自転車駐車場
湘南台駅東口路上第２自転車駐車場
収容台数 自転車のみ１４６台

利用形態 全て一時利用

構 造 ラック式

イメージ写真

藤沢駅南口路上第２
自転車駐車場



ふじさわサイクルプラン１．進行管理「とめる」

 既存駐輪施設の利用環境の向上
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善行駅東口自転車等駐車場



ふじさわサイクルプラン１．進行管理「とめる」

 既存駐輪施設の利用環境の向上
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善行駅東口自転車等駐車場

自転車
原動機付自転車
（50cc以下）

普通自動二輪車
（125cc以下）

収容台数
150台 45台 21台

合計216台

利用形態 定期一時混在

構造

ゲート式

チェーン式二段ラック・
平置き

平置き



ふじさわサイクルプラン１．進行管理「とめる」

 既存駐輪施設の利用環境の向上
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善行駅東口自転車等駐車場

今後のスケジュール（予定）
2018年9月1日～3月31日 代替駐輪場供用期間
2018年12月～3月 工事期間
2019年3月 準備期間
2019年4月 供用開始

ゲートイメージ写真
長後駅西口自転車等駐車場

チェーンイメージ写真
善行駅西口自転車等駐車場



ふじさわサイクルプラン１．進行管理「とめる」

 既存駐輪施設の利用環境の向上
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（仮称）藤沢本町駅自転車等駐車場

平成３０年度 用地取得

平成３１年度 用地取得・詳細設計委託・既存第３閉鎖
※仮設第３は道路用地内に確保予定

平成３２年度 整備工事

平成３３年度 整備工事

平成３４年度 新設供用開始・既存無料全閉鎖

H34閉鎖

H30～H31用地取得・H32～H33整備工事・H34供用開始

H31閉鎖



ふじさわサイクルプラン１．進行管理「とめる」

 放置自転車の撤去

27

小田急江ノ島線・ＪＲ東海道本線・江ノ島電鉄線
各駅周辺の放置自転車等について、警告・撤去を
実施

年度別藤沢市放置自転車等警告・撤去数（台）

※12月末時点の実績からの年間見込み数

→放置自転車等警告数・撤去数ともに減少傾向と
なっており、今後も引き続き継続していく

H26 H27 H28 H29 H30※

警告数 39,711 29,297 21,306 19,724 19,915

撤去数 9,288 7,800 6,057 5,238 4,717



ふじさわサイクルプラン１．進行管理「とめる」

 その他

28

藤沢駅周辺の駐輪環境整備

●小規模分散型駐輪事業との連携の推進
●民間駐輪場への補助
●公共空間の有効活用の検討

イメージ写真
近隣自治体での小規模分散型駐輪事業



ふじさわサイクルプラン１．進行管理「とめる」

 評価指標と進行管理

29

小田急江ノ島線・ＪＲ東海道本線・江ノ島電鉄線
各駅周辺の放置自転車等について、警告・撤去を
実施

※12月末時点の実績からの年間見込み数
＊平成30年度結果が未発表のため、平成29年度結果

評価指標 H36.3目標 H31.2時点（H26.3時点）

鉄道駅周辺
の駐輪環境
の充実度

藤沢駅、辻堂駅、
湘南台駅、長後
駅周辺の駐輪環
境の充実

公民有料収容台数 19,750台 （18,336台）
放置自転車等警告数15,083台※（34,593台）
放置自転車等撤去数 4,179台※（ 8,694台）

自転車駐車
場所に関す
る満足度

自転車駐車場所
に関する満足度
の向上

満足+やや満足15.6%＊（15.2%）
5点満点中 2.38＊（ 2.29）



ふじさわサイクルプラン

 中短期で取り組む施策（抜粋）

 サイクルアンドバスライドの検討

 モビリティ・マネジメントの推進

 既存駐輪施設の利用を促すパンフレットの作成
など

サイクルアンドバスライド

転換

※まちなかへの自動車流入を抑制し、公共交通の利用を促進する
ため、自転車でバス停に来てバスに乗り換えるシステム

１．進行管理「つかう」
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ふじさわサイクルプラン１．進行管理「つかう」

宮原南

位 置 図

『矢尻バス停』付近

矢尻

 サイクルアンドバスライド施設（これまで）

宮原南バス停 矢尻バス停
試験運用 H26.10～ H27.6～
本 運 用 H30.4～ H30.4～
収容台数 10台 31台

事業の成果
利用者の1/3が自動車からの利用転換（アンケート）

→サイクルアンドバスライド施設整備の有効性を確認

『宮原南バス停』付近
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 サイクルアンドバスライド施設整備
（湘南ライフタウンバス停）

湘南ライフタウンバス停周辺図

整備内容
・ラック式駐輪場20台
供用開始
・H30年度内（予定）

整備箇所

案内図

施設平面図

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「つかう」
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検討エリア 江の島周辺を中心としたエリア
目指すもの 観光を目的とした回遊しやすい環境づくり
主な利用者 観光客

交通行政の考え方
サイクルポート配置計画は、次のことを考慮したい。
• 路線バスのサービス水準に影響を与えない位置
• 多くの交通が集中する藤沢駅、辻堂駅、湘南台駅、⾧後駅では交通広場内
が自転車動線とならない位置

 コミュニティサイクル

観光行政の動き
H30年3月、県及び3市3町で構成される湘南地域自転車観光推進協議会を発
足。平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、寒川町、大磯町、二宮町の湘南地
域での実証実験を予定。2019年8月から2022年3月まで。

第９回協議会の意見
• 三浦市のレンタサイクルを参考にしてほしい。横須賀のソレイユの丘のミヤタ自転
車の事例を収集してほしい。

• 藤沢は信号が多いので、楽しんで自転車に乗ることができるかは疑問。

ふじさわサイクルプラン

これまでの検討内容を観光部門と共有

１．進行管理「つかう」

33



 コミュニティサイクルの事例（みうらレンタサイクル）
事業主体:みうらレンタサイクル運営協議会（※）
目 的:観光回遊性の向上
料 金:3時間800円、1日1,500円、

乗り捨ては別途500円（現金での支払い）
ポート数:４か所
利用時間帯:9時00分～17時00分
休業日:火曜日、年末年始
自転車:電動アシスト

三浦海岸駅ポート

三崎口駅ポート

城ヶ島ポート
うらりポート

（※）みうらレンタサイクル運営協議会
一般社団法人三浦市観光協会、株式会社三浦海業公
社、株式会社城ヶ島、京浜急行電鉄株式会社、三浦
市、ヤマハ発動機株式会社、株式会社三浦観光バス

三浦市へのヒアリング
・実証実験を3年行い、データを参考に本格導入。
・利用料金で運営費用をまかなえている。
・利用者数は昨年度比で180％!(H27年度約1万回)
・⾧時間市内に滞在してもらえる貴重なツール。
・みさきまぐろ切符で3時間利用可。利用者の60%。

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「つかう」
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移動距離は
5～6km（片道）

観光資源（まぐろ）活用のための移動サポート
の事例 → 観光部門に情報提供



みうらレンタサイクル(4)
平日１日1,500円
土休日３時間800円
別ポートへの乗り捨て500円

横須賀シェアサイクル(4)
15分60円

横浜コミュニティサイクルbaybike(74)
30分150円

県西コミュニティ
サイクル(12)

４時間500円、１日1,000円

HELLO CYCLING(多数)
15分60円

川崎バイクシェア(9)
30分150円

凡 例
導入箇所（行政関与）
導入箇所（民間単独）
導入検討箇所（行政関与）
参考事例
括弧内の数字はポート数

 県内コミュニティサイクル導入事例

横浜市内のポート

横須賀市内のポート

（参考事例）ミヤタサイクル(1)
ソレイユの丘でレンタサイクル事業
4時間2,500円、１日4,000円

登戸駅、小島新田駅周辺で検討

湘南海岸沿岸で検討

ふじさわサイクルプラン

COGICOGI
SMART(5)
12時間2,100円
24時間2,400円

モバイク(7)
30分120円

１．進行管理「つかう」

35移動手段のツールではない



ふじさわサイクルプラン

 評価指標と進行管理

評価指標 H36.3目標 H31.2時点
（H26時点）

自転車の利用割合 現状維持 －
（13.8％）

・当初値13.8%はH20パーソントリップ調査の結果
・パーソントリップ調査は10年に１回しか実施されない。

整備形態
整備前の

自転車交通量
（ピーク時間帯）

整備後の
自転車交通量

（ピーク時間帯）
中学通り線
(H27.3月供用開始) 自転車専用通行帯 91台

（H27.2.10)
112台（+23%増）

(H29.6.6)
六会駅東口通り線
(H30.2月供用開始) 矢羽根 68台

(H30.1.11)
94台（+38%増）

(H30.7.17)

（参考）自転車走行空間整備による自転車交通量の比較

１．進行管理「つかう」

36

整備をすると、
自転車の利用が多くなる OR 走行しやすい経路へ集中する
空間整備の効果として評価指標を補足していく。



1.交通安全啓発活動の拡充
• 自転車マナーアップ運動
（毎月５日・２２日）の実施

• 市立中学校生徒全員へのチラシ配付（夏休み
前）約１０，８００枚

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「まもる」
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1.交通安全啓発活動の拡充
• 自転車街頭点検の実施（５月の自転車マナーアップ強化月間）

実施年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
（予定）

実施箇所数 5箇所 9箇所 8箇所
※1箇所
雨天中止

7箇所
※2箇所
雨天中止

9箇所

実施地区 ・片瀬
・明治
・六会
・長後
・遠藤

・鵠沼
・明治
・善行
・六会
・湘南大庭
・湘南台
・長後
・御所見
・遠藤

・鵠沼
・明治
・善行
・六会
・湘南大庭
・湘南台
・御所見
・遠藤

・鵠沼
・六会
・湘南大庭
・湘南台
・長後
・御所見
・遠藤

・鵠沼
・明治
・善行
・六会
・湘南大庭
・湘南台
・長後
・御所見
・遠藤

点検台数 261台 719台 572台 238台

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「まもる」
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1.交通安全啓発活動の拡充
• 各季の交通安全運動街頭キャンペーンの実施
（市内１３箇所）
春 ４月 ６日(金) ４２８人従事
夏 ７月１１日(水) ４３８人従事
秋 ９月２１日(金) ２２５人従事（雨天により７箇所）
年末 １２月１１日(火) ３６９人従事（雨天により１２箇所）
啓発物品と自転車の啓発内容も記載したキャンペーンチラシ

約１０，０００を通行人に配布。

• キャンペーンチラシの内容
春 自転車安全利用五則
夏 自転車安全利用五則・自転車事故多発中
秋 自転車交通安全クイズ・自転車事故多発中
年末 自転車も「止まれ」標識で止まる

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「まもる」
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1.交通安全啓発活動の拡充
• 小・中学生交通安全ポスター展
• 交通安全ビデオ・DVDの貸出
• 広報ふじさわ掲載
４月２５日号（右図参照）
６月２５日号、
８月２５日号、
９月１０日号に掲載。

• ホームページ掲載
• 自治会・町内会回覧
• はぜの木広場でのＤＶＤ上映（交通安全運動期間中）
• 総合防災訓練でブース出展、フェスタフジサワチャリ
ティー２０１８にてチラシ設置

• イトーヨーカドー、ザ・プライス、ヨークマートのレ
シートにて交通安全運動期間周知の協力を依頼。等

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「まもる」
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1.交通安全啓発活動の拡充
• ２０１９年（平成３１年）
２月１０日（日）（予備日 ３月１０日（日））

ミスターマックス湘南藤沢店駐車場

「ふじさわ交通安全フェスタ」開催

スタントマンによる

交通事故再現

（スケアード・

ストレイト）

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「まもる」
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• 交通安全シミュレーターを搭載した神奈川県警察
交通安全教育車「ゆとり号」による体験イベント
（１）７月３１日（火）午後１時～３時

ミスターマックス湘南藤沢店
自転車シミュレーター １９人

（２）８月２８日（火）午後２時～４時
イトーヨーカドー湘南台店
自転車シミュレーター １０人

1.交通安全啓発活動の拡充

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「まもる」
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2.防犯への意識づけ活動

• 防犯街頭キャンペーンの実施
１０月２９日(月)・３０日（火)に
藤沢駅・辻堂駅で盗難防止用ワイヤーロックを配布

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「まもる」

43



3.自転車環境づくりにあわせた意識の
啓発

• 自転車環境づくりにあわせて随時回覧やキャン
ペーン等実施するもの

• H３０年度は実施しなかった。

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「まもる」
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4.社会情勢に伴う交通ルール意識への
啓発
• ポスター掲示
• チラシ設置
• 交通安全教室の実施
（年間約200回）
• 通学路合同点検において、自
転車の交通ルールが守られて
いないところで警察による指
導・警告を行った。

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「まもる」
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5.幼児二人同乗基準に適合した自転車
利用の啓発
• 「幼児二人同乗用自転車購入
費補助制度」交付決定者にチ
ラシの郵送

• 幼児の交通安全教育担当者研
修会の受講者（保育園教諭
等）にチラシの配付

ふじさわサイクルプラン１．進行管理「まもる」
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ふじさわサイクルプラン１．進行管理「まもる」

 中短期で取り組む施策（抜粋）

 車道左側通行など自転車利用ルールの徹底

 交通安全教育の推進

 防犯意識づけ活動の実施

 幼児二人同乗用自転車の

利用の啓発 など
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ふじさわサイクルプラン

■評価指標と進捗状況

評価指標 H36.3目標 現時点
（当 初）

・自転車の交通事故件数 ・200件 H30年 316件
（H24年 478件）

・交通安全教室の受講者数 ・受講者数の前年比５％増 H29年度 20,808人
（H24年度19,912人）

１．進行管理「まもる」
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ふじさわサイクルプラン

 過去５年間の自転車事故の推移
２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年

発 生 件 数 381 365 300 418 316

死 者 数 2 0 4 1 0

負 傷 者 数 376 362 293 417 314

全事故に占める割合 25.1% 25.3% 23.2% 29.1% 26.7%

（全事故発生件数） 1,518 1,443 1,293 1,435 1,182

１．進行管理「まもる」

 過去５年間の交通安全教室の受講者数の推移

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

回 数 183 193 209 203 214

人 数 20,383 20,736 21,180 20,598 20,808
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ふじさわサイクルプラン

■平成３１年度予定（新規）

１．進行管理「まもる」

• 「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に
関する条例（仮称）」にかかる自転車損害賠償
保険等の加入について、チラシ等周知
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ふじさわサイクルプラン

自転車1.5km圏(15分) ＊利用が多い駅
10km/h×13min÷1.4(迂回率)＋2min(徒歩)  

鉄道駅600ｍ圏 徒歩10分

バス停300ｍ圏(～１本/ｈ) 徒歩５分

バス停300ｍ圏(１本/ｈ～) 徒歩５分

凡例

①公共交通のサービス圏域内では、主な
移動は徒歩を想定

②公共交通のサービス圏域外を含む地域
でＣ＆ＢＲを検討

③多数存在するため、絞り込みが必要

２．サイクルアンドバスライド施設

 施設整備の考え方１（公共交通のサービス圏域から）
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目的:自動車から路線バスへの利用転換



ふじさわサイクルプラン

 施設整備の考え方２（人口の分布状況から）

人口1,500人以上（公共交通のサービス
圏域外を含む）

人口1,500人以上
人口 500人以上
人口 500人未満

凡例（500mメッシュ）

①～③で、Ｃ＆ＢＲを検討

④→駅近･バス停立地状況→除外

①

② ④

③

①～④で、Ｃ＆ＢＲを検討

２．サイクルアンドバスライド施設
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ふじさわサイクルプラン

⑤用地の確保が可能
地元の合意形成可

①公共交通サービス
圏域外が存在

②圏域外人口が多い
と想定される箇所

④自治会要望や他施策
と関連する箇所等

③多系統が停留する
バス停

⑥整備

⑦整備しない

Yes

Yes (優先)

Yes

Yes

No

No

No

No

No

Yes

※1,500人以上/
500mﾒｯｼｭ目安

※500人以上/
500mﾒｯｼｭ目安

整備検討箇所
（２１箇所＋α）

本運用

２．サイクルアンドバスライド施設

 施設整備の考え方３（フロー）
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ふじさわサイクルプラン

①～③で、Ｃ＆ＢＲを検討

②西側 Ｃ＆ＢＲ整備（2箇所）
東側 バス路線を新設
一体的整備により完了

①と③で、Ｃ＆ＢＲを検討

２．サイクルアンドバスライド施設

 施設整備の考え方４（バス路線の新設等）
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新設バス路線

サイクルアンドバス
ライド施設整備

③

①

②

人口1,500人以上（公共交通のサービス
圏域外を含む）

人口1,500人以上
人口 500人以上
人口 500人未満

凡例（500mメッシュ）



 サイクルアンドバスライド施設整備
（湘南ライフタウンバス停）

湘南ライフタウンバス停周辺図

整備内容
・ラック式駐輪場20台
供用開始
・H30年度内（予定）

整備箇所

案内図

施設平面図

ふじさわサイクルプラン２．サイクルアンドバスライド施設
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ふじさわサイクルプラン

 ①のバス停設置状況（H27年8月第3回協議会資料）

Ａ：仲之桜バス停 （２系統）
Ｂ：六地蔵バス停 （２系統）

湘南台駅・慶応大学・綾瀬車庫

Ｃ：遠藤バス停 （５系統）
藤沢駅・湘南台駅・茅ヶ崎駅・慶応大学・綾瀬車庫

Ｄ：広谷バス停 （２系統）
湘南台駅・慶応大学・綾瀬車庫

○多系統が停留するバス停を優先。

※個々の駐輪設置数に限りあり。
※地元の合意形成が必要。

整備検討箇所：４箇所
（遠藤地区）

※水色＝バス停300ｍ圏(徒歩５分圏)

拡大図

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

ジャンボ
ゴルフ

住宅地

２．サイクルアンドバスライド施設
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２．サイクルアンドバスライド施設 ふじさわサイクルプラン

 ①周辺での整備について

整備検討箇所（４箇所）周辺には利用できる用地なし。

（1）公共用地のリストアップ

（2）利用可否の検討

（3）整備優先度の検討

C＆BR利用者アンケート（矢尻）の利用者圏域は約700m。

整備検討範囲を拡大
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ふじさわサイクルプラン

仲之桜笹久保

大下
大山

南大山

文化体育館前

遠藤打越

諸之木

(86)

(57)

(350)

(29)

(8)

(73)

(177)

(121)

(402)

(35)

・ は整備検討箇所
・括弧内の数字は路線バスの
１日の便数（往復）

六地蔵

遠藤

秋葉台小学校藤沢ジャンボ
ゴルフ前慶応大学

２．サイクルアンドバスライド施設 ふじさわサイクルプラン

 ①周辺の状況
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ふじさわサイクルプラン

 ③のバス停設置状況（H27年8月第3回協議会資料）

公園 大庭中

大庭台
墓園等

芙蓉CC

Ｃ

Ｂ Ｅ
Ａ

Ｆ

Ｄ

Ａ：小糸バス停 （10系統）
藤沢駅・辻堂駅・湘南台駅・湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ・慶応大学・綾瀬車庫

Ｂ：南センター前バス停 （６系統）
Ｃ：西高校前バス停 （６系統）
Ｄ：有藤バス停 （６系統）

藤沢駅・辻堂駅・湘南台駅・湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ・慶応大学

Ｅ：城下バス停 （４系統）
藤沢駅・辻堂駅・湘南台駅・湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ・綾瀬車庫

Ｆ：舟地蔵バス停 （６系統）
藤沢駅・湘南台駅・辻堂駅・善行駅・湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝ・綾瀬車庫

整備検討箇所：６箇所
（湘南大庭地区）

○多系統が停留するバス停を優先。
※個々の駐輪設置数に限りあり。
※地元の合意形成が必要。

拡大図

住宅地

藤沢西高

住宅地
神社

ジャスコ
小糸小

※水色＝バス停300ｍ圏(徒歩５分圏)

２．サイクルアンドバスライド施設
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２．サイクルアンドバスライド施設 ふじさわサイクルプラン

 ③周辺での整備について

整備検討箇所（6箇所）周辺には利用可能性のある用地はあるが、
それぞれの大きさは広くない。

（1）公共用地のリストアップ

（2）利用可否の検討

（3）整備優先度の検討

C＆BR利用者アンケート（矢尻）の利用者圏域は約700m。

交通空白地の人口が多いため、利用者があふれる可能性も
（道路勾配が大きい地域なので利用者は少ないかもしれない）
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ふじさわサイクルプラン

大庭小羽根沢

小糸

南センター前

西高校前

有藤

城下

大六天

天神社前

弁天前

舟地蔵

・□は整備検討箇所
・括弧内の数字は路線バスの
１日の便数（往復）

２．サイクルアンドバスライド施設 ふじさわサイクルプラン

 ③周辺の状況

(530)

(510)

(113)
(70)

(183)

(618)

(670)

(218)
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