2 各地域の交通施策
（８）湘南大庭周辺地域

（７）善行駅周辺地域

主な交通施策
○(仮)新南北軸線への新たな交通
システムの導入
○辻堂駅、湘南台駅、藤沢駅などへ
向けた既存バス路線の利用環境
改善や路線再編
○既存バス路線が充分でない地域
における地域提案型バスやデマ
ンド交通などの導入
○いずみ野線の延伸に伴う周辺バ
ス路線の再編

主な交通施策
○藤沢石川線などの都市計画道路
の整備
○地域住民と交通事業者の協働に
よる地域提案型バスやデマンド
交通などの導入
○藤沢石川線の整備にあわせた、既
存バス路線の再編、充実

（２）辻堂駅周辺地域
主な交通施策
○(仮)新南北軸線への新たな交通
システムの導入
○湘南シークロスの道路渋滞の解
消に向けた交通安全対策
○県道 43 号(藤沢厚木)の事業化に
向けた検討の促進
○辻堂駅に乗り入れするバス路線
の利便性向上に向けた交通対策
の検討
○片瀬辻堂線などの都市計画道路
の整備に向けた検討
○辻堂駅周辺の自転車利用環境の
整備に向けた検討

（４）片瀬・江の島周辺地域

（１）藤沢駅・（仮）村岡新駅周辺地域

主な交通施策
○江の島島内への新たな周遊機能
など、周遊環境の向上
○片瀬江ノ島駅の駅前広場などの
再整備構想の検討
○江の島を含めた湘南海岸への交
通アクセスの改善に向けた検討
○鉄道駅周辺における歩行空間な
どのユニバーサルデザイン化

主な交通施策
○藤沢駅周辺地区再整備構想・基本
計画に基づく事業の推進
○ＪＲ東海道本線への（仮）村岡新
駅設置推進
○藤沢本町駅周辺における歩行空
間の改善などの結節機能の強化
○藤沢駅周辺の自転車利用環境の
整備に向けた検討
○横浜藤沢線の整備促進
○鵠沼奥田線などの都市計画道路
の整備
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（９）西北部地域

（５）長後駅周辺地域

主な交通施策
○湘南台駅以西へのいずみ野線の延
伸促進
○いずみ野線延伸にあわせた既存の
バス路線の再編や新規路線導入
○健康と文化の森に設置予定である
新駅を中心に、安全に回遊できる交
通施設の整備
○(仮)新南北軸線への新たな交通シ
ステムの導入
○(仮)湘南台寒川線などの整備促進
○(仮)遠藤葛原線などの整備推進

主な交通施策
○高倉下長後線などの都市計画道
路の整備
○隣接都市との連携によるバス路
線の新設
○既存バス路線の再編と地域提案
型バス路線の新設
○長後駅周辺の自転車利用環境の
整備に向けた検討

（３）湘南台駅周辺地域

（６）六会日大前駅周辺地域

主な交通施策
○湘南台駅以西へのいずみ野線の
延伸促進
○湘南台駅に乗り入れするバス路
線の利便性向上に向けた交通対
策の検討
○石川下土棚線などの都市計画道
路の整備
○湘南台駅周辺の自転車利用環境
の整備に向けた検討
○遠藤、御所見地区からのバス路線
の維持・充実、新規路線の導入

主な交通施策
○湘南台駅以西へのいずみ野線の
延伸促進
○てんじんミニバスなどの既存バ
ス路線の維持・充実
○地域住民と交通事業者の協働に
よる地域提案型バスやデマンド
交通などの導入
○善行長後線などの都市計画道路
の整備
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推進方策

1 推進方策のフォローアップ
将来の交通像の実現に向けては、将来の交通像に対応した評価指標を設け、各交通施策の効果を確認し、
達成度の検証を図る、PDCA サイクルを用いて進めていきます。
また、社会経済情勢に大きな変化が生じた際には、都市マスタープランの改定を踏まえながら、本交通
マスタープランの見直しを行います

2 将来の交通像に対応した評価指標
「めざす交通体系」ごとの評価指標を次のように設定します。

めざす交通体系１
○『最寄り駅まで 15 分の交通体系』
評価指標

○『藤沢駅周辺まで 30 分の交通体系』
現状

最寄り駅まで 15 分圏の人口割合
(自転車を考慮した場合)
藤沢駅まで 30 分圏の人口割合

72％
（82％）
84％

目標
90％
（95％）
90％

めざす交通体系２
○『インターチェンジまで３０分（産業系市街地から１５分）の交通体系』
評価指標
藤沢 IC・寒川北 IC・綾瀬 IC・栄 IC
まで 30 分圏の人口割合
藤沢 IC・寒川北 IC・綾瀬 IC・栄 IC
まで 15 分圏の産業系市街地割合

現状

目標

33％

100％

2％
(0.1km2／7.5km2)

80％
(6.0km2／7.5km2)

めざす交通体系３
○『環境にやさしい交通体系』
評価指標
鉄道・バス・自転車の利用割合
自動車の利用割合

現状

目標

約 43％
約 30％

現状を維持※
現状を維持※

※将来（2030 年（平成 42 年））の代表交通手段構成の見通しでは、自動車利用の利用割合が、約６％程度、増加する見通しとな
っています。このため、交通施策の実施により、2008 年（平成 20 年）時点の鉄道・バス・自転車・自動車の利用割合を維持して
いくことを目標としています。

めざす交通体系４
○『人にやさしく・災害に強い交通体系』
評価指標
鉄道駅のバリアフリー施設の整備率
(移動など円滑化の促進に関する基本方針に基づく)

ノンステップバスの導入率
緊急輸送道路（避難路）に架かる
橋りょうの耐震補強整備率
都市計画道路の整備率

現状

目標

90％
（19/21 駅）
19％
55％
（21/38 橋）
74％
（121km/162km）

100％
（21/21 駅）
70％
100％
（38/38 橋）
84％
（136km/162km）
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3 主要プロジェクトの戦略的展開
将来の交通像、めざす交通体系の実現に向け、中短期で取り組む主要プロジェクトを、交通事業者、地
域、関係機関などの連携、協力のもと進めていきます。

めざす交通体系 1：『最寄り駅まで 15 分、藤沢駅周辺まで 30 分の交通体系』
（１）公共交通ネットワークの整備
■広域連携軸（公共交通）
○いずみ野線の延伸
○（仮）新南北軸への新たな交通システ
ムの整備推進
■地域公共交通
○地域公共交通の整備推進

（２）交通拠点（都市拠点）における交通機能の強化
■交通拠点（都市拠点）
○藤沢駅周辺地区再整備構想・基本計画に基づ
く事業の推進
○（仮）村岡地区都市拠点総合整備の推進
○健康と文化の森の整備推進
○片瀬・江の島周辺における交通機能の強化

めざす交通体系 2：『ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞまで 30 分（産業系市街地から 15 分）の交通体系
（１）広域的な道路ネットワークの整備
○藤沢石川線の整備推進
○善行長後線の整備推進
○石川下土棚線の整備推進

○（仮）遠藤葛原線の整備推進
○鵠沼奥田線の事業化に向けた検討
○高倉下長後線の事業化に向けた検討

めざす交通体系 3：『環境にやさしい交通体系』
（１）自転車施策の推進

（２）モビリティ・マネジメントの推進

○ふじさわサイクルプランにおける中短
期で取り組む自転車施策の推進

○市民、学校、企業を対象としたモビリティ・
マネジメントの推進

めざす交通体系 4：『ひとにやさしく・災害に強い交通体系』
（１）安全・安心な交通体系の整備
○江ノ島電鉄線鵠沼駅、湘南モノレール湘南江の島駅のバリアフリー化促進
○ノンステップバス、ＵＤ（ユニバーサルデザイン）タクシーなどの導入支援
〇歩道の拡幅や段差、傾斜の解消など歩行環境の整備・改善
○災害避難路となる都市計画道路などの整備及び促進
○交通施設の耐震化
〇主要鉄道駅を中心とした災害対策の検討

4

交通施策のアクションプランの策定
将来の交通像の実現に向けては、主要プロジェクトの戦略的展開に位置付けている、中短期で展開する

交通施策を、交通事業者、地域、関係機関、本市などが連携、協力しながら、一体となって進めいくこと
が重要となります。
このため、今後、5 年から 10 年間で行う交通施策のアクションプランを策定し、様々な国庫補助制度
などを活用しながら、交通施策を展開していきます。
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用語の解説
【か行】
●狭隘（きょうあい）道路
一般的に幅員 4 メートル未満の道路のことをさす。

●緊急輸送道路
救助や消火活動など応急対策のために、防災拠点や主要都市を連絡する国道などのこと。

●コンパクトな都市構造
都市的土地利用の郊外への拡大を抑制し、中心市街地に生活に必要な諸機能（公的機関、医療
機関、商業施設など）を集約させた効率的で持続可能な都市の構造。

【た行】
●ターミナル駅
交通手段の結節点。特に鉄道の場合は，異なる路線の交差する拠点駅や特急などが停車して乗
り換える拠点駅をいう。

●代表交通手段
人が移動するときに、鉄道、バス、自動車、自転車、徒歩などいくつかの交通手段を用いた場
合、主に利用する交通手段のことをいう。

●地域提案型バス
既存のバスでは歩行が困難な狭い道路や、公共交通不便地域などに対し、環境との共生や自家
用車から公共交通への転換、高齢社会への対応を図ることを目的として、バス事業者が運行実施
主体となり、藤沢市が走行環境整備を行い、バス停間隔を短くするなど、きめ細かなサービス提
供を行うことで、高齢者などの移動手段の確保、公共交通中心のまちづくりなどのために運行さ
れるバス。

●デマンド交通
利用者が希望する乗降場所や時刻などの要求(デマンド)に応じて柔軟な運行を行う公共交通
の形態。たとえば、乗り合い方式で運行するタクシーなどがある。

●東京都市圏
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び茨城県南部は、そこに住む人々の生活や活動の場であ
り、我が国の政治、経済、文化の中枢的な役割を果たしている都市圏。

●東京都市圏パーソントリップ調査
東京都市圏を調査範囲とした、
「どのような人が」
「どのような目的で」
「どこからどこへ」
「ど
のような交通手段で」移動したかなどを 10 年に一度調べるもの。

●トリップ・トリップエンド
トリップとは、人がある目的をもって、「出発地」から「目的地」へと移動する単位。
【例】1 トリップ：出発地－（徒歩）→バス停－（バス）→鉄道駅－（鉄道）→鉄道駅－（徒歩）→目的地

また、トリップエンドとは、出発地と目的地のことをさし、出発地と到着地で 2 トリップエン
ドとなる。

【な行】
●ノンステップバス
床面を超低床構造として乗降ステップをなくし、高齢者や児童にも乗り降りが容易なバス。
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【は行】
●バスレーン
バスの定時性・速達性を高めるため、交通規制によってバス以外の自動車の進入を制限する車
線。通常、片側 2 車線以上の道路が必要とされる。

●バリアフリー
主に障がい者や高齢者など移動が困難な人にとって障がいとなる階段や段差などのバリアを
取り除くことやそのための施設のこと。たとえば、エレベーターやエスカレーター、緩い傾斜の
通路（スロープ）など。

●バリアフリー法
正式名称を「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（2006 年（平成 18 年）
12 月 20 日施行）」といい、高齢者や障がい者などの自立した日常生活や社会生活を確保するため
に、旅客施設・車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物に対して、バリアフリー化基準（移
動等円滑化基準）への適合を求めるとともに、駅を中心とした地区や、高齢者や障がい者などが
利用する施設が集中する地区（重点整備地区）において、住民参加による重点的かつ一体的なバ
リアフリー化を進めるための措置などを定めている法律。

●ボトルネック
トンネルや橋梁、踏切、交差点など、交通渋滞の原因となる場所のこと。

【ま行】
●モビリティ
個人の空間的移動のしやすさを表す。モビリティには、交通手段選択の自由度や移動における
速達性や快適性、安全性、所要時間の信頼性などが含まれる。

●モビリティ・マネジメント（ＭＭ）
一人ひとりの交通行動を自動車から公共交通や自転車利用へ自発的に転換することを促すコ
ミュニケーションを中心とした交通施策。

【や行】
●ユニバーサルデザイン
文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障がい・能力の如何を問わずに利用するこ
とができる施設・製品・情報の設計（デザイン）のこと。

【英字】
●ＰＤＣＡサイクル
プロジェクトの実行に際し、「計画をたて（Plan）、実行し（Do）、その評価（Check）に基づい
て改善（Action）を行う、という工程を継続的に繰り返す」仕組み（考え方）
。

●ＵＤ（ユニバーサルデザイン）タクシー
健康な方はもちろんのこと、足腰の弱い高齢者、車いす使用者、ベビーカー利用の親子連れ、
妊娠中の方など、誰もが利用しやすい、みんなにやさしい新しいタクシー車両。誰もが普通に使
え、運賃料金は一般のタクシーと同じ。
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