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2) 公共交通（公共交通のサービス圏域） 

○ 鉄道については、南部地域の東西方向に JR 東海道線、東側の南北方向に小田急江ノ

島線、北部地域の湘南台駅に相模鉄道、横浜市営地下鉄が接続し、骨格的な鉄道ネッ

トワークを形成しています。また、藤沢駅から江ノ島電鉄線、湘南江の島駅から湘南

モノレールが運行しています。 

○ バスについては、主に藤沢駅、辻堂駅、湘南台駅、長後駅を起点として、バス網が形

成されています。 

○ 南部地域、小田急江ノ島線の駅間の一部や、西北部地域など、鉄道、バスのサービス

圏域から外れる地域があります。 

○ バス停 300m 圏（1本／h未満）は、主に御所見、石川、善行、長後地区に見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通のサービス圏域状況 

【公共交通サービス圏域は「国土数値情報（H22）」、人口は「国勢調査（H22）」から引用】 
 
 
 

面積

【ha】

夜間人口

【人】

高齢者数

【人】

1,166 108,304 22,974

(16.7%) (25.8%) (26.2%)

213 21,230 4,835

(3.1%) (5.1%) (5.5%)

3,353 189,836 39,530

(48.1%) (45.2%) (45.1%)

724 31,013 6,043

(10.4%) (7.4%) (6.9%)

1,513 69,189 14,217

(21.7%) (16.5%) (16.2%)

6,968 419,572 87,600

(100.0%) (100.0%) (100.0%)

合計

鉄道600m圏

（6本/h以上）

鉄道600m圏

（3～6本/h）

バス停300m圏

（1本/h以上）

バス停300m圏

（1本/h未満）

その他

<駅勢圏・バス停勢圏の設定> 

・H23 市民意識調査の結果から、

駅・バス停までの所要時間の

満足度を活用します。 

・調査結果では、自宅から駅ま

での所要時間が 10 分未満で

96%が満足、自宅からバス停ま

での所要時間が 5 分未満で

95%が満足すると回答してい

ます。 

・上記の所要時間×徒歩移動速

度 5km/h÷迂回率 1.4 から算

定し、駅勢圏 600m、バス停勢

圏 300m とします。 
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3) 自転車交通 ～南部・北部地域での移動が少ない～ 

○ 藤沢市の自転車利用状況としては、地形の影響から、南部地域と北部地域間での移

動が少ない状況となっています。 

○ このような利用実態を踏まえながら、自転車ネットワーク形成を図っていく必要が  

あります。 

 

図 自転車の動き 

【資料：東京都市圏パーソントリップ調査（H20）】 

 



第２章 藤沢市をとりまく状況と交通課題 

- 36 - 

2-3 交通に関する市民意識 

藤沢市の各交通手段のサービス水準に対する、市民満足度や市民ニーズを把握するために

実施したものです。 

調査対象：15 歳以上の市民（6,500 人を住基台帳より無作為抽出） 回答者数 2,923 人 

調査期間：平成 23 年（2011 年）10 月 13 日（木）～10 月 28 日（金） 

 

(1) 自宅から最寄り駅（改札口）までの所要時間に対する満足度の傾向 

（※質問内容：最もよく使う鉄道駅まで最もよく使う交通手段を使うと、自宅からおよそ

何分かかりますか。その所要時間に満足していますか。） 

○ 全体の約 7 割が、自宅から最寄り駅（改札口）までの所要時間について「満足」ま

たは「やや満足」しているという結果になっています 

○ 自宅から最寄り駅（改札口）までの所要時間が５分未満、５分から 10分未満の鉄道

利用者では「満足」、「やや満足」の合計が約９割を超えています。10～15 分未満で

も「満足」、「やや満足」の合計が約８割を超えています。 

 

43％

95％

78％

43％

22％

13％

19％

11％

28％

3％

18％

41％

37％

30％

14％

31％

18％

3％

13％

31％

42％

42％

37％

6％

2％

9％

14％

22％

21％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体の利用者

5分未満の利用者

5～10分未満の利用者

10～15分未満の利用者

15～20分未満の利用者

20～25分未満の利用者

25～30分未満の利用者

30分以上の利用者

自宅から最寄駅（改札口）までの所要時間

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

A
＜凡例＞

 

図 週１回以上鉄道を利用する人の満足度の傾向 

【資料：交通に関する市民意識調査（H23）】 
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(2) 自宅からバス停までの所要時間に対する満足度の傾向 

（※質問内容：バス停まで最もよく使う交通手段で、自宅からおよそ何分かかりますか。

その所要時間に満足していますか。） 

○ 全体の約８割が、自宅からバス停までの所要時間について「満足」または「やや満

足」しているという結果になっています。 

○ 自宅から最寄りバス停までの所要時間が５分以内のバス利用者は、「満足」、「やや満

足」の合計が約９割を超えています。５～10 分未満でも「満足」、「やや満足」の合

計が約８割を超える結果となっています。 

57％

82％

48％

26％

29％

24％

13％

31％

35％

29％

12％

3％

15％

26％

29％

4％

5％

12％

13％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体の利用者

5分未満の利用者

5～10分未満の利用者

10～15分未満の利用者

15分以上の利用者

自宅から最寄バス停までの所要時間

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

A
＜凡例＞

 
    図 週１回以上バスを利用する人の満足度の傾向 

 

 

(3) 自宅からインターチェンジまでの所要時間に対する満足度の傾向 

（※質問項目：高速道路を使うとき、最初に向かうインターチェンジまで、自宅からおよ

そ何分かかりますか。その所要時間に満足していますか。） 

○ 全体では、約６割が自宅から最初に向かうインターチェンジに到着するまでの所要

時間について「不満」または「やや不満」という結果となっています。 

○ 自宅からインターチェンジまでの所要時間が 30分未満であれば、「満足」および「や

や満足」の合計が約７割という結果となっています。 

13％

35％

7％

6％

21％

35％

18％

18％

38％

26％

47％

41％

21％

4％

27％

35％

6％

2％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体の利用者

30分未満の利用者

30～60分未満の利用者

60分以上の利用者

自宅からインターチェンジまでの所要時間

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

A
＜凡例＞

 

図 週１回以上自動車を利用する人の満足度の傾向 

【資料：交通に関する市民意識調査（H23）】 
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2-4 藤沢市をとりまく状況のまとめ 

(1) 交通まちづくりに関する広域的な視点 

首都圏・かながわから見た藤沢市という広域的な視点や、藤沢市都市マスタープランを踏まえ

ながら、将来の交通像や基本方針などを示していく必要があります。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、以下に整理します。 

 

【【【【交通交通交通交通まちづくりにまちづくりにまちづくりにまちづくりに関関関関するするするする広域的広域的広域的広域的なななな視点視点視点視点】】】】 

○○○○自立自立自立自立してしてしてして、、、、健康健康健康健康でででで活活活活きききき活活活活きとくらせるきとくらせるきとくらせるきとくらせる都市都市都市都市づくりづくりづくりづくり 

○○○○地域特性地域特性地域特性地域特性にににに応応応応じたきめじたきめじたきめじたきめ細細細細やかなまちづくりやかなまちづくりやかなまちづくりやかなまちづくり 

○○○○低炭素社会構築低炭素社会構築低炭素社会構築低炭素社会構築にににに向向向向けたけたけたけた都市都市都市都市づくりづくりづくりづくり 

    ○○○○安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心をををを高高高高めるめるめるめる都市都市都市都市づくりづくりづくりづくり 

○○○○ユニバーサルデザインのまちづくりユニバーサルデザインのまちづくりユニバーサルデザインのまちづくりユニバーサルデザインのまちづくり 

○○○○広域的広域的広域的広域的なななな連携連携連携連携をををを支支支支えるえるえるえる都市基盤都市基盤都市基盤都市基盤づくりづくりづくりづくり 

 

(2) 社会情勢の視点 

1) 地形・土地利用状況 

藤沢市の地形を見ると、相模野台地を境に、南部地域は比較的平坦な地形で、北部地域は河岸

段丘と平坦地で形成されており、高低差があることから、高齢者や、自転車での移動制約となっ

ている地域があります。土地利用状況としては、鉄道駅を中心に概ねコンパクトな都市構造を有

しており、そこに人口も多く集積しています。一方で、鉄道駅から離れた湘南大庭、村岡地区な

どでは、主要なバス路線を中心に、人口が集積し、御所見・遠藤地区には、人口が少ない地域が

広がっています。また、大規模な商業施設などの主要な施設については、鉄道駅周辺や、バス路

線沿いに、病院、立地しています。その中でも、藤沢駅周辺への集積が目立っています。 

このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者やややや自転車自転車自転車自転車でのでのでのでの移動制約移動制約移動制約移動制約となるとなるとなるとなる高低差高低差高低差高低差などなどなどなど、、、、地域特性地域特性地域特性地域特性にににに応応応応じてじてじてじて交通交通交通交通

施策施策施策施策をををを展開展開展開展開していくことやしていくことやしていくことやしていくことや、、、、コンパクトなコンパクトなコンパクトなコンパクトな都市構造都市構造都市構造都市構造をををを有有有有するするするする強強強強みをみをみをみを生生生生かしながらかしながらかしながらかしながら、、、、人口減少人口減少人口減少人口減少、、、、超超超超

高齢社会高齢社会高齢社会高齢社会をををを支支支支えるえるえるえる持続可能持続可能持続可能持続可能なななな総合交通体系総合交通体系総合交通体系総合交通体系をををを構築構築構築構築していくことがしていくことがしていくことがしていくことが重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。     

またまたまたまた、、、、藤沢駅周辺藤沢駅周辺藤沢駅周辺藤沢駅周辺にににに集積集積集積集積するするするする医療医療医療医療、、、、商業商業商業商業、、、、行政行政行政行政などのなどのなどのなどの都市機能都市機能都市機能都市機能をををを市民全体市民全体市民全体市民全体がががが享受享受享受享受できるできるできるできる交通環交通環交通環交通環

境境境境をををを創創創創っていくこともっていくこともっていくこともっていくことも重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

 

2) 人口動向 

藤沢市の人口は、増加傾向にありますが、将来的には減少傾向に転じ、少子高齢化もさらに進

んでいくことが想定されています。現在でも、御所見・遠藤地区、長後西部、六会～善行駅間、

辻堂団地周辺、片瀬山などでは、特に高齢化が進んでいます。 

昼夜間人口の動向としては、夜間人口は増加傾向ですが、昼間人口は、平成 22 年（2010年）

には減少に転じています。昼夜間人口比率は、この 30 年間に 0.95前後で推移していましたが、

平成 22年（2010年）には 0.91と低下しています。 

夜間人口夜間人口夜間人口夜間人口がががが増増増増えるえるえるえる中中中中、、、、昼間人口昼間人口昼間人口昼間人口がががが減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、市外市外市外市外へのへのへのへの通勤通勤通勤通勤・・・・通学通学通学通学でのでのでのでの移動移動移動移動がががが増増増増ええええ

ていますていますていますています。。。。一方一方一方一方でででで、、、、生生生生産年齢人口産年齢人口産年齢人口産年齢人口のののの減少減少減少減少がががが進進進進むむむむ中中中中、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの交通交通交通交通ニーズへのニーズへのニーズへのニーズへの対応対応対応対応もももも必要必要必要必要となってとなってとなってとなって

いますいますいますいます。。。。これらのこれらのこれらのこれらの状況状況状況状況もももも踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた交通体系交通体系交通体系交通体系のありのありのありのあり方方方方もももも考考考考えていくことがえていくことがえていくことがえていくことが重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。 
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【【【【地形地形地形地形・・・・土地利用土地利用土地利用土地利用・・・・人口人口人口人口のののの視点視点視点視点からからからから】】】】 

○○○○多様多様多様多様なななな交通交通交通交通ニーズニーズニーズニーズへのへのへのへの対応対応対応対応をををを図図図図るためるためるためるため、、、、地形地形地形地形、、、、地域特性地域特性地域特性地域特性にににに応応応応じたじたじたじた交通交通交通交通サービスのサービスのサービスのサービスの充実充実充実充実をををを

図図図図ってってってっていくいくいくいくことがことがことがことが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。 

○○○○都市拠点都市拠点都市拠点都市拠点にににに集積集積集積集積するするするする商業商業商業商業、、、、公共公益施設公共公益施設公共公益施設公共公益施設へのへのへのへの移動性向上移動性向上移動性向上移動性向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、各都市拠点各都市拠点各都市拠点各都市拠点へのへのへのへの公公公公

共交通共交通共交通共交通によるアクセスによるアクセスによるアクセスによるアクセス性性性性をををを高高高高めてめてめてめていくいくいくいくことがことがことがことが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。 

 

3) 産業・観光の視点 

事業所数は 1996年（平成 8年）をピークに減少しているものの、従業者数は、1996年（平成 8

年）をピークに 2001年（平成 13年）まで減少傾向にありましたが、増加傾向に転じています。 

主要な産業系市街地の状況としては、ＪＲ東海道線沿線と、桐原・藤沢工業団地周辺に広がっ

ています。近年の産業構造の転換によって工場撤退が進む中、湘南シークロスの都市再生事業や、

研究機関への転換が進んでいます。また、西北部地域では新たな産業拠点づくりも進めています。 

観光客数としては、全体的には増加傾向となっており、年間 1300万人を越える観光客が藤沢市

の観光地に訪れています。 

都市拠点都市拠点都市拠点都市拠点にににに集積集積集積集積するするするする商業商業商業商業、、、、公共公益施設公共公益施設公共公益施設公共公益施設へのへのへのへの移動性向上移動性向上移動性向上移動性向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、各都市拠点各都市拠点各都市拠点各都市拠点へのへのへのへの公共交通公共交通公共交通公共交通

によるアクセスによるアクセスによるアクセスによるアクセス性性性性やややや、、、、産業構造産業構造産業構造産業構造のののの転換転換転換転換がががが進進進進むむむむ中中中中、、、、市内市内市内市内のののの事業所事業所事業所事業所へのへのへのへの通勤環境通勤環境通勤環境通勤環境やややや、、、、産業活動産業活動産業活動産業活動をををを支支支支ええええ

るるるる道路環境道路環境道路環境道路環境のののの整備整備整備整備などになどになどになどに取取取取りりりり組組組組んでいくこともんでいくこともんでいくこともんでいくことも重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向にあるにあるにあるにある観光客観光客観光客観光客がががが、、、、市内市内市内市内

をををを移動移動移動移動しやしいしやしいしやしいしやしい環境整備環境整備環境整備環境整備をしていくこともをしていくこともをしていくこともをしていくことも重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

 

【【【【産業産業産業産業動向動向動向動向・・・・観光観光観光観光のののの視点視点視点視点からからからから】】】】 

○○○○今後今後今後今後ともともともとも、、、、都市活力都市活力都市活力都市活力をををを維持維持維持維持してしてしてしていくいくいくいくためためためため、、、、産業集積産業集積産業集積産業集積のののの維持維持維持維持・・・・充実充実充実充実にむけにむけにむけにむけ、、、、高速道路高速道路高速道路高速道路などなどなどなど

へのアクセスへのアクセスへのアクセスへのアクセス性性性性をををを高高高高めてめてめてめていくいくいくいくことがことがことがことが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。 

○○○○人口減少人口減少人口減少人口減少、、、、産業産業産業産業のののの活力等活力等活力等活力等のののの影響影響影響影響からからからから財政状況財政状況財政状況財政状況もももも厳厳厳厳しさしさしさしさをををを増増増増していますしていますしていますしています。。。。このためこのためこのためこのため、、、、交通交通交通交通

基盤基盤基盤基盤のののの整備整備整備整備やややや維持管理維持管理維持管理維持管理をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境もももも厳厳厳厳しくなってしくなってしくなってしくなっておりますおりますおりますおります。。。。交通施策交通施策交通施策交通施策のののの展開展開展開展開にあたにあたにあたにあた

ってもってもってもっても、、、、財政状況財政状況財政状況財政状況にににに配慮配慮配慮配慮しししし、、、、優先順位優先順位優先順位優先順位をををを付付付付けながらけながらけながらけながら進進進進めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。 

 

4) 健康・環境の視点 

藤沢市の医療保険および介護保険の給付額、1 人当りの費用額ともに、一貫して増加して

います。今後も、高齢化がさらに進む中、この傾向が続くことが想定されます。 

高齢者高齢者高齢者高齢者がががが移動移動移動移動しやすくしやすくしやすくしやすく、、、、歩歩歩歩きやすいきやすいきやすいきやすい環境整備環境整備環境整備環境整備にしていくことでにしていくことでにしていくことでにしていくことで、、、、健康健康健康健康なななな生活生活生活生活がががが長長長長くおくれるよくおくれるよくおくれるよくおくれるよ

うなうなうなうな交通環境交通環境交通環境交通環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めていくめていくめていくめていく視点視点視点視点もももも重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

「藤沢市地球温暖化対策実行計画」では、運輸部門を含む全体で、「2022年（平成 34年）まで

に 1990年（平成 2 年）比 40％削減」を目標として掲げています。運輸部門の温室効果ガス排出

量は、1990年（平成 2年）からほぼ横ばいの状態が続いています。 

運輸部門運輸部門運輸部門運輸部門からのからのからのからの温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出量排出量排出量排出量のののの横横横横ばいがばいがばいがばいが続続続続くくくく中中中中、、、、運輸部門運輸部門運輸部門運輸部門でもでもでもでも、、、、自動車自動車自動車自動車のののの省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

化化化化などをなどをなどをなどを進進進進めながらめながらめながらめながら、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通のののの利用促進利用促進利用促進利用促進、、、、道路交通道路交通道路交通道路交通のののの円滑化円滑化円滑化円滑化などなどなどなど温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出抑制排出抑制排出抑制排出抑制にさらにさらにさらにさら

にににに取取取取りりりり組組組組んでいくことがんでいくことがんでいくことがんでいくことが重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。 
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【【【【健康健康健康健康・・・・環境環境環境環境のののの視点視点視点視点からからからから】】】】 

○○○○高齢化高齢化高齢化高齢化がががが進進進進むむむむ中中中中、、、、車両車両車両車両、、、、交通施設交通施設交通施設交通施設などなどなどなど交交交交通環境通環境通環境通環境ののののユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザイン化化化化にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで

いくことがいくことがいくことがいくことが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。 

○○○○地球環境負荷地球環境負荷地球環境負荷地球環境負荷へのへのへのへの軽減軽減軽減軽減をををを図図図図るためるためるためるため、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通、、、、自動車交通自動車交通自動車交通自動車交通などなどなどなどのののの運輸部門運輸部門運輸部門運輸部門でもでもでもでも温室効果温室効果温室効果温室効果

ガスガスガスガス削減削減削減削減にににに向向向向けてけてけてけて、、、、さらにさらにさらにさらに取組取組取組取組んでいくんでいくんでいくんでいくことがことがことがことが求求求求められめられめられめられていていていていますますますます。。。。 

 

5) 安全・安心の視点 

藤沢市では、国道 134 号、467 号などの緊急輸送道路が指定されていますが、橋りょうなどで

中規模損傷が想定されています。江の島を含めた沿岸部では、津波による浸水が予測されていま

すが、避難路となる都市計画道路の未整備路線・区間があります。神奈川県の被害想定によると

約 4 万人の帰宅困難者の発生が予測されております。また、近年、ゲリラ豪雨など以上気象も多

く発生しています。 

緊急輸送道路緊急輸送道路緊急輸送道路緊急輸送道路はははは、、、、橋橋橋橋りょうなどでりょうなどでりょうなどでりょうなどで中規模損傷中規模損傷中規模損傷中規模損傷がががが想定想定想定想定されていることからされていることからされていることからされていることから、、、、ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの視点視点視点視点

からからからから考考考考えていくことがえていくことがえていくことがえていくことが重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。またまたまたまた、、、、津波避難津波避難津波避難津波避難ビルへのビルへのビルへのビルへの避難避難避難避難やややや、、、、津波遡上範囲津波遡上範囲津波遡上範囲津波遡上範囲からのからのからのからの避避避避

難難難難をををを円滑円滑円滑円滑にしていくことにしていくことにしていくことにしていくことやややや、、、、近年近年近年近年、、、、多多多多くなっているゲリラくなっているゲリラくなっているゲリラくなっているゲリラ豪雨豪雨豪雨豪雨などのへのなどのへのなどのへのなどのへの対応対応対応対応もももも重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

藤沢市では、近年、交通事故件数は減少傾向となっていますが、死亡事故は減少傾向といえな

い状況となっています。高齢者や自転車が関係する事故は、年間 500～700件発生する状況が続い

ています。人、自転車、自動車などが集中する藤沢駅周辺や湘南台駅周辺のほか、幹線道路では、

交通事故が多く発生しています。 

高齢者高齢者高齢者高齢者やややや自転車自転車自転車自転車にににに関係関係関係関係するするするする交通事故交通事故交通事故交通事故がががが注目注目注目注目されるとともにされるとともにされるとともにされるとともに、、、、交通交通交通交通がががが集中集中集中集中するするするする鉄道駅周辺鉄道駅周辺鉄道駅周辺鉄道駅周辺やややや幹線幹線幹線幹線

道路道路道路道路でのでのでのでの交通事故交通事故交通事故交通事故もももも多多多多いいいい傾向傾向傾向傾向をををを踏踏踏踏まえながらまえながらまえながらまえながら、、、、交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策をををを進進進進めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。

踏切部踏切部踏切部踏切部のののの交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策もももも重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

 

【【【【安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの視点視点視点視点からからからから】】】】 

○○○○津波浸水津波浸水津波浸水津波浸水がががが予想予想予想予想されるされるされるされる沿岸部沿岸部沿岸部沿岸部ではではではでは、、、、避難路避難路避難路避難路としてとしてとしてとして有効有効有効有効となるとなるとなるとなる沿岸部沿岸部沿岸部沿岸部のののの都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路などなどなどなど

のののの整備整備整備整備とともにとともにとともにとともに、、、、災害災害災害災害にににに強強強強いいいい緊急輸送緊急輸送緊急輸送緊急輸送道路道路道路道路ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの形成形成形成形成がががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。またまたまたまた、、、、

緊急避難緊急避難緊急避難緊急避難道路道路道路道路やややや、、、、多多多多くのくのくのくの人人人人がががが集集集集まるまるまるまる主要主要主要主要なななな鉄道駅鉄道駅鉄道駅鉄道駅などなどなどなど交通施設交通施設交通施設交通施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化をををを図図図図ってってってっていくいくいくいくここここ

とがとがとがとが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。 

○○○○主要主要主要主要なななな鉄道駅鉄道駅鉄道駅鉄道駅をををを中心中心中心中心にににに、、、、鉄道事業者鉄道事業者鉄道事業者鉄道事業者、、、、商業者等商業者等商業者等商業者等のののの関係機関関係機関関係機関関係機関がががが参加参加参加参加してしてしてして、、、、帰宅困難者対策帰宅困難者対策帰宅困難者対策帰宅困難者対策

協議会協議会協議会協議会をををを設置設置設置設置しししし、、、、対策対策対策対策をををを推進推進推進推進することがすることがすることがすることが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。 

○ゲリラ○ゲリラ○ゲリラ○ゲリラ豪雨豪雨豪雨豪雨などによりなどによりなどによりなどにより、、、、道路冠水道路冠水道路冠水道路冠水などもなどもなどもなども踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた道路道路道路道路ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの形成形成形成形成がががが求求求求められまめられまめられまめられま

すすすす。。。。 

○○○○高齢者高齢者高齢者高齢者などのなどのなどのなどの移動移動移動移動のののの安全性安全性安全性安全性をををを確保確保確保確保してしてしてしていくいくいくいくことことことことやややや、、、、鉄道駅周辺鉄道駅周辺鉄道駅周辺鉄道駅周辺、、、、幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路及及及及びびびび踏切部踏切部踏切部踏切部でででで

のののの交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策などなどなどなど、、、、移動移動移動移動しやすいしやすいしやすいしやすい交通環境交通環境交通環境交通環境をををを整備整備整備整備してしてしてしていくいくいくいくことがことがことがことが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。 
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(3) 多様な交通ニーズの視点 

1) 交通の変化 

藤沢市の交通量は、この 10年間で 8.7％増加していますが、特に、東京都区部などへのトリップ数

が増え、移動手段としては、「鉄道」が増加しています。市内での移動傾向としては、藤沢駅周辺、

辻堂駅周辺、湘南台駅周辺を中心に移動が多くなっています。 

市民１人・１日あたりのトリップ数は、この 10年で、特に、高齢者が増加し、女性よりも男性

が多くなっており、鉄道の利用割合が減少し、自動車利用、徒歩が増える傾向となっています。

子育て世代などの移動も多くなっています。 

交通交通交通交通のののの変化変化変化変化としてはとしてはとしてはとしては、、、、団団団団塊世代塊世代塊世代塊世代のののの退職退職退職退職、、、、生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口のののの減少減少減少減少によりによりによりにより、「、「、「、「通勤通勤通勤通勤」、「」、「」、「」、「通学通学通学通学」」」」のののの需要需要需要需要がががが

減少減少減少減少するするするする中中中中、、、、東京都区部東京都区部東京都区部東京都区部をはじめとしたをはじめとしたをはじめとしたをはじめとした周辺都市周辺都市周辺都市周辺都市へのへのへのへの移動移動移動移動はははは増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、

湘南台駅湘南台駅湘南台駅湘南台駅へのへのへのへの相鉄相鉄相鉄相鉄いずみいずみいずみいずみ野線野線野線野線・・・・横浜市営地下鉄横浜市営地下鉄横浜市営地下鉄横浜市営地下鉄のののの乗乗乗乗りりりり入入入入れやれやれやれや、、、、JR 湘南新宿湘南新宿湘南新宿湘南新宿ラインのラインのラインのラインの開設開設開設開設などなどなどなど、、、、周周周周

辺都市辺都市辺都市辺都市へのへのへのへの鉄道鉄道鉄道鉄道のののの輸送力輸送力輸送力輸送力がががが増強増強増強増強されされされされ、、、、東京都区部東京都区部東京都区部東京都区部などへのなどへのなどへのなどへの移動時間移動時間移動時間移動時間のののの短縮短縮短縮短縮がががが図図図図られたこともられたこともられたこともられたことも、、、、大大大大

きなきなきなきな要因要因要因要因となっているととなっているととなっているととなっていると考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。このようなこのようなこのようなこのような広域的広域的広域的広域的なななな交通交通交通交通ニーズにニーズにニーズにニーズに対対対対してもしてもしてもしても応応応応えていくこえていくこえていくこえていくこ

とがとがとがとが重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

またまたまたまた、、、、超高齢社会超高齢社会超高齢社会超高齢社会をををを見据見据見据見据ええええ、、、、自動車自動車自動車自動車のののの利用割合利用割合利用割合利用割合がががが増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向にあるにあるにあるにある高齢者高齢者高齢者高齢者のののの行動特性行動特性行動特性行動特性やややや移移移移動目的動目的動目的動目的

のののの多様化多様化多様化多様化などをなどをなどをなどを踏踏踏踏まえつつまえつつまえつつまえつつ、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通のののの利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい環境環境環境環境づくりもづくりもづくりもづくりも重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

 

2) 交通の手段構成 

藤沢市の交通手段構成は、神奈川県全体の構成割合とほぼ同じような傾向となっています。こ

の 10年で、鉄道、バス、自転車の利用割合が上昇する一方で、自動車の利用割合が低下していま

す。目的別交通手段は、この 10年で「通勤」、「通学」が低下する一方で、勤務先等から買物や通

院などの「その他私事」が増加しています。これは、団塊世代の退職や少子化の影響などにより、

「通勤」、「通学」の低下が進んだ要因と考えられます。 

鉄道駅までの交通手段は、藤沢駅、辻堂駅、長後駅、湘南台駅のバス利用割合が高く、他の鉄

道駅に比べ、駅勢圏が広域となっています。特に、藤沢駅の徒歩圏が広く、また、辻堂駅では、

自転車の利用圏域が広がっています。これらの鉄道駅以外では、徒歩で鉄道駅に向かう人が大半

を占めています。 

 

3) 将来の交通の見通し 

2030年（平成 42 年）の交通量（総トリップ数）は、減少する傾向となっています。代表交通

手段別交通量の推移としては、バス、自動車が増える一方で、鉄道、自転車、徒歩が減少する傾

向となっています。 

【【【【多様多様多様多様なななな交通交通交通交通ニーズのニーズのニーズのニーズの視点視点視点視点からからからから】】】】 

○○○○多様多様多様多様なななな交通交通交通交通ニーズニーズニーズニーズへのへのへのへの対応対応対応対応をををを図図図図るためるためるためるため、、、、地域特性地域特性地域特性地域特性にににに応応応応じたじたじたじた交通交通交通交通サービスのサービスのサービスのサービスの充実充実充実充実をををを図図図図ってってってって

いくいくいくいくことがことがことがことが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。 

○○○○東京都区部東京都区部東京都区部東京都区部などへのなどへのなどへのなどへの広域的広域的広域的広域的なななな移動移動移動移動やややや都市拠点都市拠点都市拠点都市拠点などへのアクセスなどへのアクセスなどへのアクセスなどへのアクセス性性性性のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、広広広広

域的域的域的域的なななな公共交通公共交通公共交通公共交通やややや道路道路道路道路ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの充実充実充実充実がががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。 

○○○○鉄道駅鉄道駅鉄道駅鉄道駅へへへへ徒歩徒歩徒歩徒歩、、、、自転車自転車自転車自転車、、、、バスでバスでバスでバスで行行行行きやすいきやすいきやすいきやすい環境環境環境環境づくりやづくりやづくりやづくりやバスバスバスバス停停停停へへへへ徒歩徒歩徒歩徒歩などでなどでなどでなどで行行行行きやすいきやすいきやすいきやすい

環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めてめてめてめていくいくいくいくことがことがことがことが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。 
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(4) 自動車交通 

この 10年では、自動車利用が減少傾向となっていますが、将来の見通しでは、増加傾向となっ

ており、高齢者の自動車利用も増加傾向が続いていくと考えられます。 

都市計画道路の整備率は、2013年（平成 25 年）4 月時点で約 74％となっています。未整備区

間・路線が多い地区としては、鵠沼、辻堂、長後地区などとなっています。 

辻堂駅周辺や観光拠点である江の島周辺地域では、特に、休日の交通渋滞が発生している傾向

にあり、国道 467号、国道 1 号などの幹線道路で混雑度が高い傾向にあります。ただし、都市計

画道路などがすべて整備された場合を想定すると、交通渋滞は改善していく傾向となっています。 

将来将来将来将来のののの見通見通見通見通しとしてはしとしてはしとしてはしとしては、、、、自動車交通自動車交通自動車交通自動車交通のののの利用割合利用割合利用割合利用割合がががが増増増増ええええ、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの自動自動自動自動車利用車利用車利用車利用もももも増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向がががが続続続続くくくく

とととと想定想定想定想定されていますされていますされていますされています。。。。またまたまたまた、、、、交通渋滞交通渋滞交通渋滞交通渋滞についてはについてはについてはについては、、、、将来的将来的将来的将来的にににに都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路などをなどをなどをなどを整備整備整備整備していくこしていくこしていくこしていくこ

とでとでとでとで、、、、改善改善改善改善していくしていくしていくしていく傾向傾向傾向傾向がががが見見見見られますられますられますられます。。。。このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通のののの利用促進利用促進利用促進利用促進とあわせてとあわせてとあわせてとあわせて、、、、

都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路のののの整備整備整備整備をををを着実着実着実着実にににに進進進進めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

 

(5) 公共交通 

周辺都市への移動は、東京区部などへの移動が多く、特に鉄道・地下鉄による移動が増加して

います。この 10年間で、鉄道、バス利用割合が上昇する一方で、将来の見通しを見ると、鉄道利

用は減少傾向となっていますが、バス利用は増加傾向となっています。公共交通のサービス圏と

しては、小田急江ノ島線沿線の一部、西北地域などに鉄道、バスのサービス圏域から外れている

地域があります。 

 

(6) 自転車交通 

自転車利用状況としては、地形の影響から、南部、北部地域内での移動手段として利用する傾

向が見られます。放置自転車は、藤沢駅周辺、辻堂駅周辺で多く見られます。特に、藤沢駅では、

駐輪場収容枠に対し利用自転車数（駐輪場利用と放置自転車）が多い状況となっています。 

自転車交通自転車交通自転車交通自転車交通についてはについてはについてはについては、、、、利用実態利用実態利用実態利用実態をををを踏踏踏踏まえつつまえつつまえつつまえつつ、、、、走行環境走行環境走行環境走行環境づくりやづくりやづくりやづくりや、、、、藤沢駅周辺藤沢駅周辺藤沢駅周辺藤沢駅周辺などなどなどなど、、、、鉄道駅鉄道駅鉄道駅鉄道駅

周辺周辺周辺周辺のののの駐輪対策駐輪対策駐輪対策駐輪対策などにもなどにもなどにもなどにも取取取取りりりり組組組組んでいくことがんでいくことがんでいくことがんでいくことが重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

 

【【【【交通手段別交通手段別交通手段別交通手段別のののの状況状況状況状況のののの視点視点視点視点からからからから】】】】 

○○○○多様多様多様多様なななな交通交通交通交通ニーズニーズニーズニーズへのへのへのへの対応対応対応対応をををを図図図図るためるためるためるため、、、、地域特性地域特性地域特性地域特性にににに応応応応じたじたじたじた交通交通交通交通サービスのサービスのサービスのサービスの充実充実充実充実をををを図図図図ってってってって

いくいくいくいくことがことがことがことが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。 

○○○○東京都区部東京都区部東京都区部東京都区部・・・・横浜市横浜市横浜市横浜市などやなどやなどやなどや、、、、藤沢市藤沢市藤沢市藤沢市のののの都市拠点都市拠点都市拠点都市拠点へのへのへのへの移動移動移動移動のののの利便性利便性利便性利便性向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、公共公共公共公共

交通交通交通交通やややや広域的広域的広域的広域的なななな道路道路道路道路ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの充実充実充実充実がががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。 

○○○○藤沢駅周辺藤沢駅周辺藤沢駅周辺藤沢駅周辺、、、、辻堂駅周辺辻堂駅周辺辻堂駅周辺辻堂駅周辺、、、、江江江江のののの島周辺島周辺島周辺島周辺などなどなどなど都市拠点周辺都市拠点周辺都市拠点周辺都市拠点周辺のののの渋滞緩和渋滞緩和渋滞緩和渋滞緩和をををを図図図図るためるためるためるため、、、、既存都既存都既存都既存都

市計画道路市計画道路市計画道路市計画道路ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの有効活用有効活用有効活用有効活用やややや都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路のののの整備整備整備整備などによるなどによるなどによるなどによる道路道路道路道路    交通交通交通交通のののの円滑円滑円滑円滑

化化化化やややや、、、、生活道路生活道路生活道路生活道路へのへのへのへの通貨交通排除通貨交通排除通貨交通排除通貨交通排除などなどなどなどがががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。 

○○○○自転車利自転車利自転車利自転車利用用用用実態実態実態実態をををを踏踏踏踏まえながらまえながらまえながらまえながら、、、、自転車自転車自転車自転車のののの利用環境利用環境利用環境利用環境のののの向上向上向上向上をををを図図図図っていくっていくっていくっていくことがことがことがことが求求求求められめられめられめられ

ますますますます。。。。 
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(7) 市民意識 

1) 自宅から最寄り駅（改札口）までの所要時間に対する満足度の傾向 

自宅から最寄り駅（改札口）までの所要時間については、15分未満の利用者であれば「満足」、

「やや満足」の割合が８割を超え、満足度が高い傾向となっています。最寄り駅まで 15分程度で

行きたいという市民意識が伺えます。 

 

2) 自宅からバス停までの所要時間に対する満足度の傾向 

自宅からバス停まで 10分未満の利用者であれば「満足」、「やや満足」の割合が８割を超え、満

足度が高い傾向となっています。最寄りのバス停まで 10分程度で行きたいというバスに対する市

民意識が伺えます。 

 

3) 自動車を利用して自宅から目的地までの所要時間に対する満足度の傾向 

自動車を利用して、自宅から目的地に到着するまでの所要時間が 30 分未満の利用者であれば、

「満足」、「やや満足」の割合が８割を超え、満足度が高い傾向となっています。また、自宅から

インターチェンジまでの所要時間が 30 分未満の利用者であれば、「満足」、「やや満足」の割合が

７割を超えています。インターチェンジまで 30分程度で行きたいという道路に対する市民意識が

伺えます。 

市民市民市民市民のののの交通交通交通交通にににに関関関関するするするする意識調査結果意識調査結果意識調査結果意識調査結果からからからから、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道、、、、バスバスバスバス、、、、自動車自動車自動車自動車、、、、自転車自転車自転車自転車、、、、徒歩徒歩徒歩徒歩のサービスにのサービスにのサービスにのサービスに関関関関すすすす

るるるる市民意識市民意識市民意識市民意識をををを把握把握把握把握しししし、、、、交通施策交通施策交通施策交通施策をををを展開展開展開展開していくことがしていくことがしていくことがしていくことが重要重要重要重要となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

 

【【【【市民意識市民意識市民意識市民意識のののの視点視点視点視点からからからから】】】】 

○○○○最寄最寄最寄最寄りりりり駅駅駅駅まで１５まで１５まで１５まで１５分程度分程度分程度分程度であればであればであればであれば満足度満足度満足度満足度が８が８が８が８割割割割をををを超超超超ええええてててておりおりおりおり、、、、公共公共公共公共交通交通交通交通サービスのサービスのサービスのサービスの目標目標目標目標

とととと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。 

○○○○目的地目的地目的地目的地まで３０まで３０まで３０まで３０分程度分程度分程度分程度であればであればであればであれば満足度満足度満足度満足度が８が８が８が８割割割割をををを超超超超ええええ、、、、インターチェンジまで３０インターチェンジまで３０インターチェンジまで３０インターチェンジまで３０分分分分程度程度程度程度

であればであればであればであれば満足度満足度満足度満足度が７が７が７が７割割割割をををを超超超超えていますえていますえていますえています。。。。高速道路高速道路高速道路高速道路などへのアクセスなどへのアクセスなどへのアクセスなどへのアクセス性性性性をををを高高高高めてめてめてめていくいくいくいく上上上上でででで

のののの目標目標目標目標とととと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。 
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3. 藤沢市が抱える交通課題 

2-1 の「藤沢市をとりまく状況」で整理した問題点を踏まえ、藤沢市の交通まちづくりを

進める上での主要な交通課題を整理しました。 

 

(1) 多様化する交通ニーズへの対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 広域連携を支える交通ネットワークの強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 環境にやさしい交通体系の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少子高齢化、人口減少など社会情勢の変化が進む中、地域交通をとりまく状況

は厳しさを増しています。また、高齢者、子育て中の方、通勤・通学者、障がい

のある方など、交通に対するニーズが多様化する中、生活の質の向上や、都市活

力の向上を図っていくためにも、円滑な移動を支援する取組みが重要となります。 

そのため、既存交通サービスの確保・充実と、人口密度や地形など地域特性に

応じた交通サービスの充実に向け、地域・交通事業者・関係機関などと連携を図

りながら、多様な人々の移動を支えていく必要があります。 

市民生活や、産業活動を支える都市活力をさらに向上させていくには、藤沢駅

周辺などの都市拠点、首都圏の主要都市などへの移動利便性を高め、周辺都市と

の交流・連携を促進する広域交通ネットワークの形成に向け、さらに取組んでい

くことが重要となります。 

そのため、広域的な道路ネットワークの形成とともに、（仮）村岡新駅設置・藤

沢駅周辺の利便性向上などによる既存公共交通ネットワークの活用や、いずみ野

線延伸、（仮）新南北軸線などの新たな公共交通ネットワーク強化を図っていく必

要があります。 

地球環境負荷への影響を軽減するため、公共交通、自動車交通など運輸部門で

も温室効果ガス削減に取組むことや、藤沢駅周辺、辻堂駅周辺、江の島周辺など

都市拠点周辺の渋滞緩和への取組みも求められています。また、拠点性の高いコ

ンパクトな都市づくりにあわせて、自動車利用から公共交通への利用促進を図るな

ど地球環境にやさしい交通体系を構築していくことも重要となります。 

そのため、過度な自動車利用の抑制とあわせた公共交通の利用を促進、人や物

の移動が円滑行える道路ネットワーク形成や混雑緩和などによる自動車交通の円

滑化、自転車利用の促進などを総合的に進めながら、環境にやさしい交通を構築

していく必要があります。 
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(4) 安全で安心な移動しやすい環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 災害に強い交通体系への強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 既存の交通施設を活かした交通環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年、高齢者や自転車に関連する事故が注目され、その対応が求められており、 

そのため、高齢者をはじめとする歩行者や、自転車利用者などが、安全・安心

して移動できる環境づくりを進めていく必要あります。生活道路への通過交通の

排除なども取り組んでいく必要があります。 

また、公共交通でも多様な人々が移動しやすい環境づくりとして、鉄道施設や

交通結節施設のバリアフリー化とあわせて、電車、バス、タクシーなどのバリア

フリー化にも、取り組んでいく必要があります。 

 

津波浸水が予想されている沿岸部では、避難路として有効となる都市計画道路

などの整備が重要となります。災害時の緊急輸送道路となる広域的な幹線道路ネ

ットワークの確保など災害に強い道路ネットワークの形成も重要となります。ま

た、多くの人が集まる主要な鉄道施設などの耐震化を図っていくことも重要とな

ります。 

そのため、首都直下型地震や南海トラフ地震などの大規模な地震等の災害に備

えた減災、災害復旧に有効な多重性のある幹線道路等のネットワーク化、交通施

設の耐震化、帰宅困難者対策などを進めていく必要があります。 

人口減少、産業活力の影響から、財政状況も厳しさを増しており、交通基盤の

整備や維持管理をとりまく環境も厳しくなっています。 

藤沢市の主な交通施設としては、整備率が約 7 割を超える都市計画道路、ＪＲ

東海道本線、小田急江ノ島線、江ノ島電鉄線、湘南モノレールなど鉄道施設、バ

ス交通などがあります。このような既存交通施設を有効活用する取組みを進めて

いく必要があります。また、新規の交通施設整備についても優先順位をつけなが

ら進めていくことが必要となります。 
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4. 将来の交通像として特に重要視する視点 

「藤沢市をとりまく状況と交通課題」から、将来の交通像実現のため、特に重要視する視

点として、「地域特性」、「活力」、「環境にやさしい」、「安全・安心」の４点に整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○ 自立自立自立自立してしてしてして、、、、健康健康健康健康でででで活活活活きききき活活活活きとくらせるきとくらせるきとくらせるきとくらせる都市都市都市都市づくりづくりづくりづくり 

○○○○ 地域地域地域地域特性特性特性特性にににに応応応応じたきめじたきめじたきめじたきめ細細細細やかなまちづくりやかなまちづくりやかなまちづくりやかなまちづくり 

○○○○ 持続的持続的持続的持続的なななな活力活力活力活力がががが創出創出創出創出されるまちづくりされるまちづくりされるまちづくりされるまちづくり 

○○○○ 低炭素社会構築低炭素社会構築低炭素社会構築低炭素社会構築にににに向向向向けたけたけたけた都市都市都市都市づくりづくりづくりづくり 

○○○○ 安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心をををを高高高高めるめるめるめる都市都市都市都市づくりづくりづくりづくり 

○○○○ ユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインのまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり 

○○○○ 広域的広域的広域的広域的なななな連携連携連携連携をををを支支支支えるえるえるえる都市基盤都市基盤都市基盤都市基盤づくりづくりづくりづくり 

○○○○ 多様化多様化多様化多様化するするするする交通交通交通交通ニーズへのニーズへのニーズへのニーズへの対応対応対応対応 

○○○○ 広域連携広域連携広域連携広域連携をををを支支支支えるえるえるえる交通交通交通交通ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの形成形成形成形成 

○○○○ 環境環境環境環境にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい交通交通交通交通のののの構築構築構築構築 

○○○○ 安全安全安全安全でででで安心安心安心安心なななな移動移動移動移動しやすいしやすいしやすいしやすい環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり 

○○○○ 災害災害災害災害にににに強強強強いいいい交通交通交通交通体系体系体系体系へのへのへのへの強化強化強化強化 

○○○○ 既存既存既存既存のののの交通施設交通施設交通施設交通施設をををを活活活活かしたかしたかしたかした交通環境交通環境交通環境交通環境づくりづくりづくりづくり 

将来の交通像として 

特に重要視する視点 

 

地域特性 

活力 

安全・安心 

環境にやさしい 

●交通まちづくりに関わる広域的な視点 

●交通課題から整理した視点 
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第3章 藤沢市がめざす将来の交通像 

1. 将来の交通像 

 

 

 

 

 

藤沢市が持つ都市活力を継続していくために、将来の市街地の方向性を見据えつつ、市民、

交通事業者、関係機関、藤沢市が連携を図りながら、だれもが暮らしやすく、働きやすい総

合交通体系の確立をめざします。 

2030年（平成 42 年）に向けて、将来の交通像『ひと・モノ・まちが、つながる都市～湘

南ふじさわ～』の実現をめざします。 

 

 

 

■ 市民が交流・連携し、健康でいきいきと暮らせるよう、地域特性にあわせ

た移動しやすい交通環境が整備された都市をめざします。 

  

■ 近隣都市と連携しながら広域的な交通ネットワークの構築により、持続的

な活力を創造する都市をめざします。 

  

■ 公共交通や自転車が利用しやすく、人や物が快適に移動できる地球環境に

やさしい都市をめざします。 

 

■ 災害時を含め、いつでもどこでも安全・安心・円滑に移動できる都市をめ

ざします。 

 

   『ひと・モノ・まちが、つながる都市～湘南ふじさわ～』 
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2. 将来の交通像のイメージ 

 

図 将来交通のイメージ 
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3. 将来の交通体系 

3-1 交通体系 

藤沢市都市マスタープランでは、将来都市像を実現する都市構造として、交流・連携の骨

格となる『交通体系』、交流の場となる『都市拠点』のほか、『自然空間体系』、『市街地構成』、

『地区の構成と地区拠点』の 5つの要素で構成するとしています。 

交通マスタープランで示していく「交通体系」と、『都市拠点』でもある「交通拠点」につ

いても、都市マスタープランの考え方のもと、交通体系・交通拠点の形成をめざします。 

（１）交通体系 

藤沢市都市マスタープランで示している交通体系の考え方のもと、交通体系の形成をめざ

していきます。 

【藤沢市都市マスタープラン：交通体系の考え方】 

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を形成します。また、超高齢社会や地球環境との共

生を見据え、より多くの人が移動しやすい、低炭素型交通環境の形成をめざします。」

としています。交通軸の形成にあたっては、「公共交通不便地域の解消やバスを含めた

公共交通の充実とともに、歩行者や自転車が安全で快適に利用できる歩行空間や道路空

間の改善・確保に取り組み、自家用自動車交通のみに依拠せずに活動できる都市をめざ

します。 

〈 配置の考え方 〉  

藤沢市の南部・北部の市街地を東西に貫く、全国あるいは首都圏間を連絡する鉄道・

自動車専用道路と、この南北市街地間を連絡する骨格的な幹線道路を配置し、ラダー型

の交通軸とします。ラダー型の交通軸を形成することで、藤沢市を取り巻く高速交通網

へのアクセス利便性を高め、産業、文化、観光、市民交流等様々な都市活動の側面で、

東京都心や横浜はもとより、首都圏の主要都市や西日本方面等全国との連携強化をめざ

します。あわせて、市内の都市拠点相互、そして近隣都市との連携を強化し、藤沢市な

らびに湘南広域都市圏の一体性と自立性を高め、さらなる活力創造につなげていきます 

（２）交通拠点 

都市マスタープランで示している交通拠点である「都市拠点」の考え方のもと、交通拠点

の形成をめざしていきます。 

【藤沢市都市マスタープラン：都市拠点の考え方】 

多様化する市民生活や産業活動を支え、都市の文化や産業の創出・発信を担う場とし

て都市拠点を形成します。各拠点では都市機能の充実を図り、拠点性を高めるとともに、

拠点間の役割分担と連携を図ることにより、都市全体の活力創出をめざします。 

〈 配置の考え方 〉  

藤沢市の活力の創造をけん引する都市拠点は、多くの市民、来街者が集まる場所であり、

鉄（軌）道を主体とする交通の軸線が交差する箇所、もしくは公共交通相互の結節点で

あるラダー型の交通軸の結節部に配置します。（仮）村岡新駅周辺では、鎌倉市と連携を

図りながら新たな都市拠点形成を検討します。 
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3-2 骨格的な交通体系の構成要素 

 

＜骨格的な交通体系の構成要素＞ 

○広域連携軸（東西方向） 

・鉄（軌）道 ＪＲ東海道本線（（仮）村岡新駅） いずみ野線 横浜市高速鉄道１号 

・自動車専用道路 東名高速道路（（仮）綾瀬スマートインターチェンジ） 新湘南バ

イパス さがみ縦貫道路・横浜湘南道路・高速横浜環状南線（首

都圏中央連絡自動車道） 

・主要幹線道路等 国道１号 県道４４号（伊勢原藤沢） 県道３０号（戸塚茅ヶ崎） 

（仮）湘南台寒川線 県道２２号（横浜伊勢原） 

○広域連携軸（南北方向） 

・鉄（軌）道   小田急江ノ島線 江ノ島電鉄線 （仮）新南北軸線 

・主要幹線道路等  国道４６７号 横浜藤沢線・県道３１２号（田谷藤沢） 

県道４３号（藤沢厚木） 

○広域海洋レクリエーション軸 

・鉄（軌）道   江ノ島電鉄線 湘南モノレール 

・主要幹線道路等 国道１３４号  

○交通拠点    藤沢駅周辺  辻堂駅周辺  （仮）村岡新駅周辺 

   片瀬・江の島  湘南台駅周辺  健康と文化の森 

 

※国道４６７号は、都市計画道路名称は藤沢町田線と鎌倉片瀬藤沢線ですが、解りやすさを考慮した表記としました。 

※一般幹線道路とは、主要幹線道路、都市幹線道路、補助幹線道路の総称を表します。 
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4. 将来の交通像の目標 

将来の交通像『ひと・モノ・まちが、つながる都市～湘南ふじさわ～』を実現するため、

『最寄り駅まで 15 分』、『藤沢駅周辺まで 30分』、『インターチェンジまで 30 分』の交通体系

整備を目標に、交通施策を進めていきます。 

 

4-1 最寄り駅まで１５分の交通体系 

  

 

 

 

 

 

＜最寄り駅まで 15 分圏域の考え方＞ 

  目標設定の考え方としては、交通に関する市民意識調査から、最寄り駅まで 15 分以内で

あれば満足度が 8割を超えていることから、自宅から最寄り駅までの所要時間として 15 分

を設定するものです。最寄りの鉄道駅への交通手段は、その利用割合が高い「徒歩」、「バ

ス」、「自転車」とし、15 分圏域を設定します。 

 

○最寄り駅まで 15 分圏域について 

①最寄り駅までの交通手段は、「徒歩」、「バス」、「自転車」とします。 

②「徒歩」による 15 分圏は、最寄り駅から半径 643ｍの地域とします。 

（分速 60ｍ、迂回率 1.4

※1

） 

③「自転車」による 15 分圏は、最寄り駅から半径 1786ｍの地域とし、自転車の利用割

合が多い駅を対象とします。（時速 10kｍ、迂回率 1.4

※1

） 

・最寄り駅の駐輪場から駅改札口までは、徒歩 1分と設定します。 

④「バス」による 15 分圏は、徒歩圏以外で、バス利用で 15 分以内に最寄り駅まで到達

できる地域とします。バスによる所要時間の推定方法は、次のとおりです。 

・自宅から最寄りバス停留所までは、徒歩による移動とし、分速 60ｍと設定します。 

・自宅から最寄りのバス停留所までの徒歩による移動は、10 分を上限とします。 

・最寄りのバス停留所での待ち時間は考慮しません。 

・バスの乗車時間は、平日 7時台の平均運行時間

※2

により設定します。 

・駅前バス停留所から駅改札口までは、徒歩 1分と設定します。 

⑤将来にわたって住宅地にならない地域は除きます。（大規模な公園緑地、ゴルフ場など） 

   ※1：迂回率は移動距離と直線距離の比率であり、最も迂回した場合を想定し、設定。 

   ※2：Ｈ24.10 月のバス IC データより設定。（時間 0 分、速度 2ｋｍ／h 未満または

50ｋｍ／h 以上の運行を除く）データがない区間については、事業者ヒアリン

グ結果より設定。 

 

地域特性にあわせた移動しやすい交通環境が整備された都市をめざし、徒歩、

バス、自転車で最寄り駅まで 15 分以内に行ける交通体系を目標とします。 

 そのため、いずみ野線延伸、（仮）新南北軸線など新たな公共交通軸や、（仮）

村岡新駅設置による新たな交通拠点の形成、既存バス路線の再編・新設、幹線道

路整備などを進めて「最寄り駅まで 15 分圏」の人口割合を高めていきます。 


