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第1章 はじめに 

1-1 藤沢市交通マスタープランの概要 

1-1-1 交通マスタープラン策定の背景 

藤沢市は昭和３０年代初頭より、「住みやすく、働きやすい自立した都市」をめざ

してまちづくりに取り組んだ結果、恵まれた鉄道網を活かしつつ、その交通結節点を

中心に都市拠点の形成を図り、利便性の高いコンパクトな都市構造を有する４０万人

都市へと成長してきました。 

２１世紀に入り、人口減少・少子高齢社会など社会状況の変化にともない、交通に

対するニーズの多様化が進むとともに、地球環境問題への対応も重要視され、低炭素

型の都市構造（集約型都市構造）の充実や過度に自家用車に依存しない、多様な交通

手段を快適に利用できる交通環境づくりが求められています。 

このようなことから、本市の将来あるべき交通像を明らかにした上で、今後とも持

続可能な総合交通体系を構築して行く必要があるため、その指針となる「藤沢市交通

マスタープラン」を策定します。 

 

1-1-2 藤沢市交通マスタープラン策定の目的 

少子高齢化のさらなる進展、人口減少社会を迎える中、特に、採算性が厳しくなり

つつある地域公共交通をいかに維持・確保しながら、充実へとつなげていくことが求

められています。 

また、環境にやさしい交通手段への転換を促すほか、都市活力の持続的な創造に向

け、多様化する産業活動・交流を支える全国あるいは首都圏の他都市をつなぐことの

できる広域交通網といった交通基盤などの整備を進める必要があります。 

このような中、持続性のある地域交通を構築して行くためには、地域、交通事業者、

行政が連携しながら一体となって交通施策に取組むとともに、地域交通をマネジメン

トして行くという視点が不可欠となっています。 

このような交通に関するニーズに対応するため、以下の２点を目的に、「藤沢市交

通マスタープラン」を策定します。 

 

①市民、交通事業者、道路管理者、交通管理者などの協働により、総合交通体系の基

本的な方針を定める。 

 

②地域交通をマネジメントする。 

 

  

 

 
 



- 2 - 

1-2 藤沢市交通マスタープランの役割と位置づけ 

（１）交通マスタープランは、「藤沢市都市マスタープラン」の交通に関する分野別

計画として、概ね２０年先を見据えた中長期的な総合交通体系の方向性を示し

ています。 

 

（２）交通マスタープランは、本市の交通施策を総合的に展開して行く上で、基本的

な指針となるものです。 

 

（３）交通マスタープランは、「いきいき長寿プランふじさわ」などに位置付けられ

ている「福祉輸送」領域と役割分担しつつ、連携を図りながら、交通施策を展

開して行きます。 

 

（４）自転車など交通に関する部門別計画の策定にあたっては、交通マスタープラン

との整合を図って行きます。 

 

 
 

図 藤沢市交通マスタープランの位置付け 
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1-3 計画の構成 

 藤沢市交通マスタープランは、以下の構成とします。 

 

 



- 4 - 

1-4 藤沢市都市マスタープランの概要と考慮すべき視点 

(1) 藤沢市都市マスタープランの概要 

1) 将来都市像と交通体系の方向性 

都市マスタープランで描く将来像を「自立するネットワーク都市」として、以下の

都市をめざすとともに、交通体系の方向性を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 都市構造の構成要素 

都市マスタープランでは、「自立するネットワーク都市」を将来都市像として、そ

れを実現する都市構造を５つの要素で構成するとしています。 

交通に関連する構成要素としては、交流・連携の骨格となる「交通体系」、交流の

場であり交通結節点でもある「都市拠点」、そして、身近な市民生活を支える地区拠

点へ公共交通などによるアクセス性の向上などによる「地区の構成と地区拠点」があ

ります。 

1) 交通体系 
広域交通体系 

都市間交通体系 

2) 都市拠点（交流・交通結節点） 

3) 自然空間体系 

4) 市街地の構成 

5) 地区の構成と地区拠点（身近な市民生活を支える拠点）

図 都市マスタープランの将来都市構造 

 

 

将来都市構造 

 

藤沢市都市マスタープラン 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来都市像  『自立するネットワーク都市』 

■ 自立して、健康にいきいきとくらせる都市 

■ 個性ある地域で構成される都市 

■ 持続的に活力を創造できる都市 

■ 地球環境と共生する都市 

○交通体系の方向性 

■ 市民の内外にわたる自由な交流・連携を支えるとともに、都市拠点間、

都市機能相互間を結び、活力を創造する交通の骨格の形成 

■ 超高齢社会との共生を見据え、より多くの人が移動しやすい交通環境

の形成 

■ 地球環境との共生を見据え、低炭素型交通環境の形成 
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図 広域的に連携するネットワークづくり方針図 



- 6 - 

3) 都市づくりの基本方針 

「自立するネットワーク都市」を実現していくため、６つの都市づくりの基本方針

を位置づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 考慮すべき視点 

藤沢市都市マスタープランにおける将来像、都市構造の構成要素、都市づくりの基

本方針などを踏まえ、藤沢市交通マスタープランの策定において、考慮すべき視点を

整理すると以下のようになります。 

 

 

都市マスタープランから整理した考慮すべき視点 

○ 自立して、健康で活き活きとくらせる都市づくり 

○ 地域特性に応じたきめ細やかなまちづくり 

○ 持続的な活力が創出されるまちづくり 

○ 低炭素社会構築に向けた都市づくり 

○ 安全・安心を高める都市づくり 

○ ユニバーサルデザインのまちづくり 

○ 広域的な連携を支える都市基盤づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１３地区別まちづくり 

 ○活力を生み出すまちづくり 

 ○低炭素社会構築に向けたまちづくり 

 ○災害に強く安全な都市づくり 

 ○美しさに満ちた都市づくり 

 ○広域的に連携するネットワークづくり 
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第2章 藤沢市をとりまく状況と交通課題 

2-1 藤沢市をとりまく状況 

2-1-1 藤沢市の社会情勢 

(1) 人口 

1) 人口動向 

○ 藤沢市の人口は、2010 年（平成 22 年）時点で 40.6 万人となっています。増加

傾向にある人口は、2020 年（平成 32 年）に 41.7 万人とピークを迎え、その後、

減少傾向に転じる見込みとなっています。 

○ 高齢化率を見ると、2010 年（平成 22 年）では 20.0％となっており、2030 年（平

成 42 年）には 29.2％になる見込みとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 夜間人口の年齢構成の推移 
資料：藤沢市将来人口推計（H21.3） 
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2) 夜間人口の分布 

○ 夜間人口の分布を見ると、鉄道駅を中心にその周辺に集積が見られます。 

○ また、駅から離れた辻堂駅南側の辻堂団地や湘南大庭地区などでも人口の集積

が見られます。 
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図 夜間人口の分布状況（2010 年（平成 22 年）） 

資料：国勢調査（H22） 
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3) 高齢化率の状況 

○ 高齢化率の状況を見ると、御所見地区、遠藤地区、長後駅西側、六会日大前駅

から善行駅間、辻堂駅南側の辻堂団地周辺、片瀬山など片瀬地区では、高齢化

率が 30％を超えています。 
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図 高齢化率の状況（2010 年（平成 22 年）） 
資料：国勢調査（H22） 

WHO(世界保健機構)によ

る高齢化の定義 
 
65 歳以上の人口割合 
・高齢化社会  ７％超

・高齢社会   14％超

・超高齢社会  21％超

湘南台

藤沢
辻堂

片瀬江ノ島


