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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持続していくために、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、歩くことを第一に、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。
　重要視する4つの視点、「地域特性」、「活力」、「環境にやさしい」、「安全・安心」に基づ
き、交通まちづくりを進めます。

～地域特性～
■ひとびとが交流・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。
　
～活力～
■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。

～環境にやさしい～
■公共交通や自転車が利用しやすく、ひとが快適に移動できる環境にやさしい都

市をめざします。

～安全・安心～
■だれもが歩きやすく、いつでもどこでも安全・安心・円滑に移動できるひとにや

さしく・災害に強い都市をめざします。

『ひと・モノ・まちが、つながる都市～湘南ふじさわ～』
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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、この都市マスター
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。
　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、市民交流など様 な々都市活動の側面で、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など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。」
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（2）交通拠点
　都市マスタープランで示している「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。」 第 
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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	 東海道新幹線（倉見新駅）　JR東海道本線（（仮）村岡新駅）
	 	 相模鉄道いずみ野線　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ｼﾞ）　新湘南バイパス
	 	 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
 ・自動車専用道路	 さがみ縦貫道路（首都圏中央連絡自動車道）
 ・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(都市拠点)	 藤沢駅周辺　辻堂駅周辺　湘南台駅周辺
	 	 健康と文化の森　片瀬・江の島　（仮）村岡新駅周辺
※国道467号は、都市計画道路名称が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。
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4　めざす交通体系

　将来の交通体系を実現するため、4つのテーマで設定した「地域特性」、「活力」、「環境に
やさしい」、「安全・安心」ごとに、めざす交通体系を設定します。

～地域特性～
〇最寄り駅まで15分・藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分の交通体系

～活力～
〇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

～環境にやさしい～
〇環境にやさしい交通体系

～安全・安心～
〇ひとにやさしく・災害に強い交通体系

　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、また、商業・業務・行政・文
化・医療などの様々な都市機能が集積する藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分以内
に行ける交通体系を目標とします。

　東京都心、横浜市など首都圏の主要都市や、全国との広域的な交通ネットワークの
構築により、ひとやモノが円滑に移動できる都市をめざし、インターチェンジまで30
分で行ける交通体系と、産業系市街地ではインターチェンジまで15分で行ける交通
体系を目標とします。

　公共交通や自転車が利用しやすく、ひとが快適に移動できる環境にやさしい都市を
めざし、環境にやさしい交通体系を目標とします。

　だれもが歩きやすく、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、ひとにやさしく・災害に強い交通体系を目標とします。
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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」を基
本として15分圏域を設定しますが、晴天時には、「自転車」を利用することから、「自転車」を
加えた15分圏域も参考として設定します。

〇最寄り駅まで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1,548ｍ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2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分程度を目安とします。
	 	 ・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：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。
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4-2 藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分の交通体系 /////////////////////////////////////////
　

＜藤沢駅まで30分圏域の考え方＞
　朝夕の通勤・通学時間帯以外のオフピーク時でも、藤沢駅周辺まで、行きやすい交通環境
づくりを進めることで、市民の社会活動への参画や働く機会の創出など、活力の向上につな
がっていくものと考えています。
　このような考え方のもと、オフピーク時でも、藤沢駅周辺まで30分以内でいける交通体系
を目標として設定するものです。あわせて、現状で30分以内に藤沢駅周辺まで行ける地域で
も、公共交通サービス水準の違いを解消するための交通施策を展開していきます。

〇藤沢駅まで30分圏域について
	 ①藤沢駅までの交通手段は、「鉄道」、「バス」、「徒歩」とします。
	 ②藤沢駅まで「徒歩」による移動は、15分を上限とし、藤沢駅から半径643ｍの地域としま

す。（分速60ｍ、迂回率1.4）
	 ③「バス」による藤沢駅まで30分圏域は、バスを利用することで30分以内に藤沢駅まで到

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、以下のとおりです。
	 	 ・日平均1時間あたりのバス運行本数に応じてバス停のカバー圏域を設定します。
	 	 ・自宅からバス停留所までは、徒歩による移動とし、分速60ｍと設定します。
	 	 ・自宅からバス停留所までの徒歩による移動は、10分程度を目安とします。
	 	 ・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、平日オフピーク時の平均運行時間により設定します。
	 	 ・藤沢駅前バス停留所から藤沢駅改札口までは、徒歩1分と設定します。
	 ④「鉄道」による藤沢駅まで30分圏域は、鉄道を利用することで30分以内に藤沢駅まで到

達できる地域とします。鉄道による所要時間の推定方法は、次のとおりです。
	 	 ・	自宅から最寄り駅までの所要時間の推定方法は、『最寄り駅まで15分圏』と同様としま

す。ただし、自宅から最寄り駅までバスを利用する場合は、「バス」による藤沢駅まで30
分圏域における所要時間の推定方法と同様とします。

	 	 ・	最寄り駅での待ち時間は、60分÷平日オフピーク時1時間当たりの運行本数（鉄道時刻
表より設定）÷2とします。

	 	 ・鉄道の乗車時間は、各駅停車における運行時間と設定します。

　藤沢駅周辺は、商業・業務・行政・文化・医療などの様々な都市機能が集積する藤
沢市の中心市街地であり、湘南の玄関口としての役割を高めながら、南北間の連携を
強化した多機能回遊型の中心市街地をめざしています。
　この藤沢駅周辺に集積する様々な都市機能を、高齢者や子育て世代を含めた市民
全体が享受することができる都市をめざし、徒歩、バス、鉄道で藤沢駅周辺（中心市
街地）まで30分以内に行ける交通体系を目標とします。
　そのため、「最寄り駅まで15分圏域」の拡大とあわせて、鉄道駅周辺の交通結節機
能の強化などを進め、「藤沢駅周辺まで30分圏」の人口割合を高めるとともに公共
交通のサービス水準の向上をめざします。
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4-3 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 /////////////////////

＜インターチェンジまで30分（産業系市街地から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、インターチェンジまで30分以
内であれば満足度が8割を超えていることから、インターチェンジまで行ける移動時間として
30分を設定するものです。
　また、都市活力の向上に寄与する交通環境づくりもめざすため、産業系市街地からイン
ターチェンジまでの移動時間として15分を設定するものです。

〇インターチェンジまで30分圏域について
　①対象とするインターチェンジとしては、東名高速道路・厚木インターチェンジ・（仮）綾瀬

スマートインターチェンジ、さがみ縦貫道路・寒川北インターチェンジ、横浜湘南道路・藤
沢インターチェンジ、高速横浜環状南線・栄インターチェンジジャンクションの5箇所とし
ます。現在の30分圏域の状況は寒川北インターチェンジからとします。

　②最寄りのインターチェンジまでの移動時間は、道路交通センサスの平均旅行速度を参考
に算定します。

	 	 ・	移動時間は、主要幹線道路などの各交差部から最寄りのインターチェンジへの走行時
間＋細街路走行時間と設定します。

	 	 ・	細街路走行時間は、30分（または15分）から主要幹線道路など走行時間を除いた時間
とし、細街路走行速度※1、迂回率1.4※2より設定します。

　　※1：道路交通センサスなどによる神奈川県内の市町村道の平均速度。
　　※2：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。

　東京都心、横浜市など首都圏の主要都市や、全国との広域的な交通ネットワークの
構築により、ひとやモノが円滑に移動できる都市をめざし、インターチェンジまで30
分で行ける交通体系と、産業系市街地ではインターチェンジまで15分で行ける交通
体系を目標とします。
　そのため、広域連携を図りながら、（仮）綾瀬スマートインターチェンジ、横浜湘南
道路、主要幹線道路の整備促進などにより、「インターチェンジまで30分圏」の人口
割合と「インターチェンジまで15分圏」の産業系市街地の割合を高めていきます。
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■現在のインターチェンジまで30分圏（産業系市街地から15分圏）の状況
　現状のインターチェンジのサービス圏域は、主に藤沢市北部をカバーしており、30分圏の人
口割合は33％、15分圏内の産業系市街地割合は、2％となっています。

人口（千人）・割合

人口：H22国勢調査の町字別夜間人口×町字別圏域種類別面積比の合計
※四捨五入の関係で合計が合わない場合がある

合計

図中の値は、最寄ＩＣ－交差点の所要時間（分）

インターチェンジまで30分圏

IC30分圏内 33 48% 137 33%

IC30分圏外 36 52% 282 67%

70 100% 420 100%

面積（k㎡）・割合

面積（k㎡）・割合

合計

主な産業系市街地から15分圏

IC15分圏内 0.1 2%

IC15分圏外 7.3 98%

7.5 100%

海老名IC

海老名JCT

厚木IC

海老名南JCT

寒川北IC

寒川南IC
茅ヶ崎JCT

さ
が
み
縦
貫
道
路（
圏
央
道
）

新湘南バイパス

東名
高速
道
路

※1 H22道路交通センサス観測区間
※2 準工業地域、工業地域、工業専用地域

自動車専用道路
主要幹線道路等※1
〃（寒川ＩＣ～交差点）

インターチェンジ15分圏内
インターチェンジ30分圏内
インターチェンジ30分圏外
主な産業系市街地※2
都市計画道路
鉄道
藤沢市境界

凡例
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4-4 環境にやさしい交通体系 ///////////////////////////////////////////////////////////////////

＜環境にやさしい交通体系の考え方＞
　将来の代表交通手段構成の見通しでは、自動車利用の構成割合が約6％程度増える一方
で、鉄道の利用割合が減少する傾向となっています。運輸部門における温室効果ガスの排出
を減らしていくため、公共交通が利用しやすい交通体系を構築していくことが重要と考えてい
ます。　
　このような考え方のもと、2030年（平成42年）の自動車利用割合が35.6％と見込まれていま
すが、2008年（平成20年）の29.6％よりも低下させる一方、公共交通の利用割合を高めていく
ことで、二酸化炭素などの温室効果ガスの低減につなげていくことを目標とするものです。
　その実現のため、公共交通の利用促進に向けた交通施策を展開していきます。

　公共交通や自転車が利用しやすく、ひとが快適に移動できる環境にやさしい都市を
めざし、環境にやさしい交通体系を目標とします。
　そのため、「最寄り駅まで15分の交通体系」、「藤沢駅周辺（中心市街地）まで30
分の交通体系」、モビリティ・マネジメントなどによる公共交通の利用促進により、 
将来的に増加する見通しとなっている「自動車の利用割合」を下げ、「公共交通の利用
割合」を高めていきます。

■ 将来の代表交通手段構成の見通し
【資料：藤沢市都市交通体系策定業務委託報告書（H24.3）】

0 50 100 150 200

鉄道 バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩
＜凡例＞

（万トリップエンド）

44
（25.9％）

5
（3.1％）

5
（3.0％）

6
（3.3％）

5
（2.9％）

51
（29.6％）

24
（13.8％）

42
（24.6％） 1,718

千トリップ

1,691
千トリップ

2030年
（平成42年）

2008年
（平成20年）

41
（24.5％）

60
（35.6％）

22
（13.0％）

35
（20.8％）
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4-5 ひとにやさしく・災害に強い交通体系 /////////////////////////////////////////////////////

＜ひとにやさしく・災害に強い交通体系の考え方＞
〇ひとにやさしい交通体系について
　ひとにやさしい交通体系としては、だれもが歩きやすい環境づくりとともに、鉄道、バスなど
の交通施設や車両のユニバーサルデザイン化を進めていくことが重要と考えています。　
　このような考え方のもと、国の「移動等円滑化の促進に関する基本方針（バリアフリー
法）」では、「1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上の鉄道駅のバリアフリー化を2020
年（平成32年）までに100％にすること」、「ノンステップバスの導入率を2020年（平成32年）ま
でに70％以上にすること」などを目標として設定していることから、これらの2つをひとにやさ
しい交通体系の目標として設定するものです。

〇災害に強い交通体系について
　災害に強い交通体系としては、災害時にも安全・安心・円滑に移動できる交通環境づくりを
進めていくことが重要と考えています。
　このような考え方のもと、災害時にも移動しやすい交通体系をめざし、「緊急輸送道路（避
難路）に架かる橋梁の耐震補強整備率」、「都市計画道路の整備率」を、災害に強い交通体
系の目標として設定するものです。

　だれもが歩きやすく、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、ひとにやさしく・災害に強い交通体系を目標とします。
　そのため、「移動等円滑化の促進に関する基本方針（バリアフリー法）」を踏まえ、
鉄道施設のユニバーサルデザイン化、ノンステップバスの導入などを進めていくとと
もに、災害避難路として有効な都市計画道路などの道路ネットワークの形成を進めて
いきます。
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