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第5章 地域別の交通施策

1　地域分類

　将来の交通像を支える交通施策を展開していくためには、地域特性を踏まえながら、様々
な交通手段を組み合わせた交通施策を進める必要があることから、市域を9地域に分類し、
各地域に適した交通まちづくりを進めていきます。

地　域

（１）藤沢駅・（仮）村岡新駅周辺

（２）辻堂駅周辺

（３）湘南台駅周辺

（４）片瀬・江の島周辺

（５）長後駅周辺

（６）六会日大前駅周辺

（７）善行駅周辺

（８）湘南大庭周辺

（９）西北部地域
　 （遠藤・御所見地区）

特　徴

藤沢市の都心及び広域交流拠点として、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
市街地をめざす地域
鉄道3線が結節する鉄道駅を中心に、駅端末交通が最も集中し
ている地域
鎌倉市湘南深沢駅周辺と連携・一体となり先進的な機能が集積
した広域に発信する拠点の形成をめざす地域

新たに創出する広域連携拠点として、産業関連機能、医療健康
増進機能、複合都市機能などの集積・維持を進め、多様な交流
を育む拠点をめざす地域
ターミナル駅ではないが、鉄道駅を中心に駅端末交通が集中して
いる地域
平坦な地形で、自転車の利用率が高い地域

鉄道3線が結節する交通ターミナル機能を活用・充実しながら、
また藤沢市北部地域における商業・業務、行政サービス機能中心
地として充実するとともに、質の高い都市空間形成をめざす地域
鉄道駅から離れた地域（西北部地域、湘南ライフタウン）からの
駅利用が多い地域

観光目的の来街者が多く、休日の交通混雑が顕著な地域
観光交通の集中から生活環境の保全が求められる地域

比較的平坦な地域で、自転車での移動や駅端末利用が多い地域
道路が狭く、歩行空間や自転車走行空間が十分確保されていな
い地域

人口密度は高いが、公共交通のサービスレベルが低いエリアが
存在する地域

高低差があり、自転車での移動や駅端末利用が難しい地域が存
在している地域

主に市街化調整区域で人口密度が低く、公共交通のサービスレ
ベルが低い地域
高齢化率が高いため、移動支援が必要な地域

鉄道駅から離れているが人口密度が高い住宅市街地
基幹となる公共交通のサービスレベルは高いが、サービスエリア
から外れる圏域が存在する地域
高低差があり、自転車の利用率が低い地域

・

・

・

・

・

・

・

・

・
・

・
・

・

・

・
・

・

・

・

90



■ 地域分類図 

第 

5 

章

地域別の交通施策

91



鉄道

藤沢駅・（仮）村岡新駅
周辺地域

（636千 トリップ）

藤沢駅
（163千 トリップ）

藤沢本町駅
（23千 トリップ）

本鵠沼駅
（8千 トリップ）

鵠沼海岸駅
（17千 トリップ）

石上駅
（2千 トリップ）

柳小路駅
（3千 トリップ）

鵠沼駅
（3千 トリップ）

JR/
小田急 /
江ノ電

小田急

江ノ電

藤沢市計
（1,718千 トリップ）

※藤沢地区
（220千 トリップ）

※村岡地区
（99千 トリップ）

※鵠沼地区
（277千 トリップ）

■代表交通手段構成
■地域内の鉄道駅までの交通手段構成

【資料：東京都市圏パーソントリップ調査 (H20)】

※片瀬地区
（77千 トリップ）

バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他 バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他不明
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種　別
人 口（Ｈ22）

65歳以上人口（Ｈ22）
従業人口（Ｈ18）

高 齢 化 率

人  口（市全域に対する割合）

134,796人（32.9％）
27,905人（34.3％）
70,242人（43.9％）

20.7％

※参  考（市全域）
409,657人
 81,310人
159,892人

19.8％

2　各地域の交通施策

2-1 藤沢駅・（仮）村岡新駅周辺地域 //////////////////////////////////////////////////////////
（1）現状
【人口の状況】

【交通の状況】
・地域の代表交通手段の構成は、充実した鉄道網から鉄道利用の割合が高くなっています。

特に、鉄道網が充実している藤沢・鵠沼地区では、鉄道利用の割合が3割を超えています。
その一方で、鉄道駅のない村岡地区では、鉄道利用の割合が低く、自動車利用の割合が
藤沢市の平均よりも高くなっています。

・地域内にある鉄道駅までの交通手段構成は、藤沢駅は、JR東海道本線、小田急江ノ島
線、江ノ島電鉄線の3線が結節しており、広い範囲から利用される中、徒歩利用が約73％と
最も高くなっています。鉄道駅までのバス網も整備されていることからバス利用の割合も高
く、地域や市域を越えて利用されている状況となっています。また、地域南側では、平坦な
地形が広がっており、自転車利用の割合も高くなっています。

・地域内の藤沢駅、藤沢本町駅を除く各駅では、鉄道駅へのバス網が整備されていないこと
もあり、徒歩、自転車利用の割合が大半を占めています。

【資料：国勢調査(H22)、住民基本台帳（H22.10）、H18事業所・企業統計調査】

92



< 凡例 >

病院
商業施設
※ 10,000㎡以上

高校・大学

Ｓ

文

都市計画道路などの整備状況
　　　　計画区間（未整備区間）
　　　　整備中区間
　　　　概成済区間
　　　　改良済区間
　　　　県道

　　　　バス路線
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（バス・徒歩）
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（自転車）

・各鉄道駅の利用状況を見ると、地域内にある7駅の中で、藤沢駅の利用者数が飛び抜けて
多くなっており、次いで、藤沢本町駅、鵠沼海岸駅の順となっています。このように、鉄道利
用者の多くが藤沢駅に集中している状況となっています。

・都市計画道路の整備状況を見ると、村岡地区、藤沢地区の一部などでは、土地区画整理事
業などにより都市基盤整備が行なわれたことから、ほぼ都市計画道路の整備が完了して
います。一方で、鵠沼地区では、横浜藤沢線、鵠沼奥田線、片瀬辻堂線などが未整備となっ
ており、藤沢駅周辺の国道467号などでは、交通渋滞が発生しています。また、藤沢地区、
鵠沼地区、村岡地区の一部では、狭隘（きょうあい）道路も多くなっています。

・最寄り駅まで15分圏域は、鉄道網を中心に広がっています。15分圏域から外れる地域とし
ては、鵠沼地区の西側、片瀬山周辺、藤沢地区北側、村岡地区北側の一部の地域に広がっ
ています。

・地域南側の沿岸部は、津波浸水予測範囲に入っています。

■ 藤沢駅・（仮）村岡新駅周辺地域　現況図
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（2）主な課題
・国道467号の渋滞解消など、藤沢駅周辺に集中する交通環境の改善
・最寄り駅まで15分圏域から外れている地域の解消
・交通状況、高低差、高齢化状況などの地域特性を踏まえた公共交通サービスの充実
・藤沢駅、藤沢本町駅などの交通結節機能の強化と利便性向上
・自動車交通の円滑化を図るため、道路ネットワークの形成と生活道路網の改善
・藤沢駅周辺や、地域内における自転車が利用しやすい環境の創出
・鉄道駅周辺における安全・安心で快適に歩いて回遊できる歩行空間の確保

（3）基本方針に応じた交通施策
　本地域においては、市全域の基本方針に応じて、次のような交通政策を展開していきます。

【基本方針1　地域特性に応じた移動しやすい交通まちづくり】
〇最寄り駅まで15分の交通体系づくり

■最寄り駅まで15分圏域の拡大、藤沢駅に集中する交通負荷の軽減、村岡地区などの地
域北部の利便性向上などを図るため、新たな交通拠点（都市拠点）の形成に向け、ＪＲ
東海道本線への（仮）村岡新駅設置を促進します。あわせて、既存のバス路線の再編や
新規路線の導入など公共交通網の充実を図ります。

■藤沢駅周辺の交通渋滞の影響により定時性が損なわれているバス交通のルート再編や
新規路線の導入の検討について、地域や交通事業者などと協力しながら進めます。

■藤沢駅北口に集中するバス交通の分散化を図るため、北口へのアクセス道路の強化とし
て藤沢駅北口通り線などの整備を推進するとともに、藤沢駅南口のアクセス道路となる
鵠沼奥田線などの都市計画道路の整備を推進します。また、藤沢本町駅では、利便性向
上に向けた環境整備などを進めます。

〇藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分の交通体系づくり
■藤沢駅周辺では、辻堂、湘南台などの都市拠点や周辺地域からの連絡性の向上を図る

ため、乗り継ぎしやすい交通結節点の環境整備や、鉄道、バスの連絡性の向上などを進
めます。

〇地域特性に応じた地域交通サービスの充実
■地域の移動の足として重要な役割を担っている既存バス交通については、交通事業者や

地域などと協力しながら、路線の維持・充実を図ります。
■片瀬山など、高齢者をはじめ、高低差があるなど地形の影響により移動が困難である地

域においては、地域住民からの要望や提案を踏まえ、交通事業者などと連携しながら、
地域提案型バスやデマンド交通などの導入に向けた検討を進めます。
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【基本方針2　都市間の交流・連携や都市の活力を生み出す交通まちづくり】
〇インターチェンジまで30分の交通体系づくり

■首都圏の他都市との広域的な交流・連携を支える自動車専用道路である横浜湘南道路
の整備を促進します。

■観光拠点となる片瀬・江の島周辺の広域的な交流連携を図るため、環境との共生を図り
ながら横浜藤沢線の整備を促進します。

〇広域的な公共交通ネットワークの強化
■交通拠点（都市拠点）の整備を図るため、藤沢駅周辺地区再整備構想・基本計画に基

づく事業を推進します。
■新たな交通拠点（都市拠点）の形成を図るため、ＪＲ東海道本線への（仮）村岡新駅設

置を促進します。

〇都市拠点における交通機能の強化
【藤沢駅周辺】

■藤沢駅周辺地区再整備構想・基本計画に基づく事業を推進します。
■藤沢駅周辺における歩行者が快適に回遊できる歩行空間や、自転車が通行しやすい利

用空間づくりなど、安全・安心して移動、アクセスしやすい中心市街地の活性化につなが
る交通環境の改善を図ります。

■駅利用者の利便性向上に向け、南北間の歩行空間の連携を強化するなど、藤沢駅の改
良をめざすとともに、ユニバーサルデザインによる空間の改善を図ります。

■藤沢駅近傍の既存駐車場（フリンジパーキング）を活用し、市街地中心部への過度な自
動車の流入を抑制するとともに、自転車や歩行者との錯綜を防ぎ、回遊の安全性を図り
ます。

【（仮）村岡新駅周辺】
■（仮）村岡新駅周辺では、歩行者、自転車が通行しやすい、安全・安心して移動できる交

通環境づくりを進めます。また、隣接する鎌倉市深沢地区との広域的な連携を踏まえな
がら、交通施策を進めます。

【基本方針3　環境にやさしい交通まちづくり】
〇公共交通の利用促進

■だれもが公共交通を利用しやすい環境の創出に向け、藤沢駅、藤沢本町駅など鉄道駅
周辺のユニバーサルデザイン化を進めるとともに、交通結節機能の整備、充実を図り
ます。

■藤沢本町駅周辺では、駅周辺における歩道のユニバーサルデザイン化などによる歩行空
間の改善や、バスとの連携強化や駐輪施設の整備により公共交通の利用促進を図り
ます。
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〇自動車交通の円滑化
■国道467号に集中する通過交通の分散化を図り、藤沢駅周辺の慢性的な渋滞の軽減な

どを図るため、環境との共生を図りながら横浜藤沢線の整備を促進し、自動車交通の円
滑化を図ります。

■未整備となっている都市計画道路の藤沢駅鵠沼海岸線、片瀬辻堂線、鵠沼新屋敷線な
どについては、その整備優先順位などの検討を進めながら、自動車交通の整序化を図り
ます。

■狭隘（きょうあい）道路の多い地域では、地域と連携を図りながら、その改善につとめつ
つ、生活道路網の充実を図ります。

〇自転車の利用促進
■通勤・通学や買い物などにおける自転車利用が多い藤沢駅周辺では、自転車利用環境

の整備に向けた検討を進めます。
■鉄道駅周辺や隣接地域を連絡する都市計画道路などでは、安全・快適な自転車ネット

ワークの形成に向けて、現況の自転車利用実態、地形などを踏まえた上で、自転車の走
行空間づくりの検討を進めます。

【基本方針4　ひとにやさしく・災害に強い交通まちづくり】
〇安全で快適な移動空間づくり

■鉄道駅周辺や市民センターなどの主要な公共施設の周辺を中心に、狭隘（きょうあい）道
路における自動車の通行規制や通過交通の排除により、だれもが安全に利用しやすい
歩行空間の整備など安全・安心な道づくりを推進します。

■藤沢本町駅周辺、江ノ電鵠沼駅周辺などでは、交通管理者と連携を図りながら、安心し
て歩ける歩行空間づくりなどユニバーサルデザイン化を図ります。

■藤沢駅北口や藤沢本町駅周辺では、商店街、遊行寺・旧藤沢宿、公共施設などを楽しみ
ながら安全に回遊できる道づくりを推進します。

〇災害に強い交通まちづくり
■災害時及び緊急時における避難路として、あるいは地域間の連携を強化するため、未整

備の都市計画道路の整備や地域内の生活道路網の充実を図ります。
■津波浸水が予想される地域南側の沿岸部では、津波避難ビルへの避難や津波浸水予

測範囲からの避難が円滑にできるよう、災害時における避難路となる、未整備の都市計
画道路の整備や地域内の生活道路ネットワークの充実を図ります。
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交通拠点（都市拠点） 鉄道・駅
バス網

最寄り駅15分圏域（バス・徒歩）

最寄り駅15分圏域（自転車）

主要幹線道路
都市幹線道路
補助幹線道路
自動車専用道路

その他地域

（整備済）（未整備）

地区中心商業地
コミュニティ活動の
中心地区
コミュニティ拠点

都市農業交流拠点

新駅（予定）

緑道

広域連携軸（南北方向）

広域連携軸（東西方向）

広域海洋レクリエーション軸

< 凡例 >

横浜湘南道路

交通拠点
（藤沢駅周辺）

交通拠点
（（仮）村岡新駅周辺）

（4）藤沢駅・（仮）村岡新駅周辺地域　交通方針図
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種　別
人 口（Ｈ22）

65歳以上人口（Ｈ22）
従業人口（Ｈ18）

高 齢 化 率

人  口（市全域に対する割合）

64,463人（15.7％）
12,524人（15.4％）
16,722人（10.5％）

19.4％

※参  考（市全域）
409,657人
  81,310人
159,892人

19.8％

辻堂駅周辺地域
（270千 トリップ）

JR辻堂駅
（94千 トリップ）

藤沢市計
（1,718千 トリップ）

※辻堂地区
（159千 トリップ）

※明治地区
（113千 トリップ）

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

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

鉄道 バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他 バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他不明

■地域内の鉄道駅までの交通手段構成

■代表交通手段構成 【資料：東京都市圏パーソントリップ調査 (H20)】

2.8%

3.1% 2.9% 2.2%

5.1%

1.4%

3.2%

2.2% 2.8% 1.8%

2.5% 2.2%

2.6% 2.0%

21.7%
22.2% 16.7% 54.6%

26.0% 22.3% 22.5%

25.3% 28.7% 13.5% 24.2%

23.3% 19.5% 24.5% 24.7%

19.4% 35.1% 19.2% 19.4%

2-2 辻堂駅周辺地域 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（1）現状
【人口の状況】

【交通の状況】
・地域の代表交通手段構成は、辻堂駅へのバス網が充実しているものの、藤沢市の平均より

も、鉄道利用の割合が低くなっています。
・また、平坦な地形が広がっていることから、9地域の中でも自転車利用の割合が最も高い地

域となっています。特に、辻堂地区では、自転車利用の割合が約25％と市内では最も高い
割合となっています。明治地区でも、自動車利用の割合が藤沢市の平均よりも高くなってい
ます。

・辻堂駅までの交通手段構成は、平坦な地形であることから、市内の鉄道駅の中でも、自転
車利用の割合が最も高くなっています。また、バス利用の割合が高くなっています。

・鉄道駅へのバス網は、湘南大庭周辺地域や茅ヶ崎市域などを連絡しており、地域や市域を
越えて利用されている状況となっています。

・都市計画道路の整備状況を見ると、明治地区は、藤沢市内でも整備が完了している都市
計画道路が多い地区ですが、横浜湘南道路、県道43号（藤沢厚木）などが未整備となって
います。辻堂地区では、未整備の都市計画道路が多く、特に東西方向などのネットワークが
不十分となっています。また、地域では、狭隘（きょうあい）道路も多くなっています。

【資料：国勢調査(H22)、住民基本台帳（H22.10）、H18事業所・企業統計調査】
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< 凡例 >

病院
商業施設
※ 10,000㎡以上

高校・大学

Ｓ

文

都市計画道路などの整備状況
　　　　計画区間（未整備区間）
　　　　整備中区間
　　　　概成済区間
　　　　改良済区間
　　　　県道

　　　　バス路線
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（バス・徒歩）
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（自転車）

・辻堂駅周辺では、湘南シークロス地区の都市再生事業により、新たな都市拠点として再創
出されたことから、商業・業務施設の集積が進んでいます。特に、大規模な商業施設へ自
動車交通が集中するため、休日を中心に交通渋滞が発生しています。

・最寄り駅まで15分圏域は、JR東海道本線沿線と鉄道駅へつながるバス網を中心に広がっ
ています。15分圏域から外れる地域としては、辻堂地区東側・西側、明治地区北側の一部
の地域に広がっています。

・地域南側の沿岸部は、津波浸水予測範囲に入っています。

■ 辻堂駅周辺地域　現況図
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（2）主な課題
・辻堂駅周辺に集中する交通混雑の緩和
・居住環境に配慮した広域的な道路ネットワークの形成
・歩道設置など交通安全対策と生活道路の改善
・辻堂駅周辺や地域内における自転車が利用しやすい環境の創出
・最寄り駅まで15分圏域から外れている地域の解消
・辻堂駅の交通結節機能の強化と利便性向上

（3）基本方針に応じた交通施策
　本地域においては、市全域の基本方針に応じて、次のような交通政策を展開していき
ます。

【基本方針1　地域特性に応じた移動しやすい交通まちづくり】
〇最寄り駅まで15分の交通体系づくり

■辻堂東部の一部地域では、最寄り駅まで15分圏域の拡大に向け、既存バス路線の再編
と地域提案型バス路線の新設、都市計画道路の整備に向けた検討などを進めます。

■（仮）新南北軸への新たな交通システムの整備にあわせて、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を検討します。

〇藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分の交通体系づくり
■（仮）新南北軸への新たな交通システムの整備にあわせて、辻堂駅周辺の乗り継ぎしや

すい交通結節点の環境整備や、鉄道・バスの連絡性の向上などによる交通結節点の機
能強化を進めます。

〇地域特性に応じた地域交通サービスの充実
■辻堂地区から藤沢駅などまでのバス交通の維持・充実とともに、新規路線の導入を検討

します。
■辻堂団地の再整備にあわせた周辺バス路線の拡充を図ります。
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【基本方針2　都市間の交流・連携や都市の活力を生み出す交通まちづくり】
〇インターチェンジまで30分の交通体系づくり

■首都圏の他都市との広域的な交流・連携を支える自動車専用道路である横浜湘南道路
の整備を促進します。

■東名高速道路・（仮）綾瀬スマートインターチェンジへの連絡強化のため県道43号（藤
沢厚木）の事業化に向けた検討を促進します。

〇広域的な公共交通ネットワークの強化
■湘南大庭周辺地域、西北部地域などとの連携強化に向け、（仮）新南北軸線への新たな

交通システム導入に向けた検討を進めます。

〇都市拠点における交通機能の強化
■辻堂駅周辺における歩行者や自転車が快適に回遊できる空間づくりなど、安全・安心し

て移動できる交通環境づくりを進めます。

【基本方針3　環境にやさしい交通まちづくり】
〇公共交通の利用促進

■だれもが公共交通を利用しやすい環境の創出に向け、辻堂駅周辺のユニバーサルデザ
イン化を進めるとともに、交通結節機能の整備、充実を図ります。

〇自動車交通の円滑化
■自動車交通の円滑化や、生活道路への通過交通の流入減少に向け、片瀬辻堂線などの

未整備の都市計画道路を整備優先順位などの検討を踏まえた上で、整備を進めます。
また、南北部地域の連携を図るため、（仮）南北線の事業化に向けた検討を進めます。

■湘南シークロスの大規模な土地利用転換に伴う道路渋滞の解消に向け、周辺の交通環
境改善や、生活道路への通過交通の流入対策などの交通安全対策を進めます。

■狭隘（きょうあい）道路の多い地域では、地域と連携を図りながら、その改善につとめつ
つ、生活道路網の充実を図ります。

〇自転車の利用促進
■通勤・通学や買い物などにおける自転車利用が多い辻堂駅周辺では、自転車利用環境

の整備に向けた取組を進めます。
■辻堂駅周辺や隣接地域を連絡する都市計画道路などでは、安全・快適な自転車ネット

ワークの形成に向けて、現況の自転車利用実態、地形などを踏まえた上で、自転車の走
行空間づくりの検討を進めます。
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【基本方針4　ひとにやさしく・災害に強い交通まちづくり】
〇安全で快適な移動空間づくり

■だれもが安全に利用しやすい歩行空間の整備、交通規制などによる生活道路への通過
交通の流入抑制、幹線道路に連絡する主要な生活道路などの整備など、安全・安心な
道づくりを進めます。

■交通拠点（都市拠点）である辻堂駅周辺や市民センター周辺においては、安心して歩け
る歩行空間などのユニバーサルデザイン化を図ります。

〇災害に強い交通まちづくり
■災害時における避難路として、あるいは地域間の連携を強化するため、未整備の都市計

画道路の整備や地域内の生活道路ネットワークの充実を図ります。
■津波浸水が予想される地域南側の沿岸部では、津波避難ビルへの避難や津波浸水予

測範囲からの避難が円滑にできるよう、災害時における避難路となる、未整備の都市計
画道路の整備や地域内の生活道路ネットワークの充実を図ります。
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交通拠点（都市拠点） 鉄道・駅
バス網

最寄り駅15分圏域（バス・徒歩）

最寄り駅15分圏域（自転車）

主要幹線道路
都市幹線道路
補助幹線道路
自動車専用道路

その他地域

（整備済）（未整備）

地区中心商業地
コミュニティ活動の
中心地区
コミュニティ拠点

都市農業交流拠点

新駅（予定）

緑道

広域連携軸（南北方向）

広域連携軸（東西方向）

広域海洋レクリエーション軸

< 凡例 >

横浜湘南道路

交通拠点
（辻堂駅周辺）

（4）辻堂駅周辺地域　交通方針図
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種　別
人 口（Ｈ22）

65歳以上人口（Ｈ22）
従業人口（Ｈ18）

高 齢 化 率

人  口（市全域に対する割合）

30,350人 （7.4％）
4,425人 （5.4％）

24,284人（15.2％）
14.6％

※参  考（市全域）
409,657人
81,310人
159,892人

19.8％
【資料：国勢調査(H22)、住民基本台帳（H22.10）、H18事業所・企業統計調査】

小田急 /相鉄 /
地下鉄湘南台駅
（82千 トリップ）

湘南台地域
（177千 トリップ）

藤沢市計
（1,718千 トリップ）

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

鉄道 バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他 バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他不明

■代表交通手段構成

■地域内の鉄道駅までの交通手段構成

【資料：東京都市圏パーソントリップ調査 (H20)】

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

27.5% 31.6% 11.7% 23.0%

25.3% 28.7% 13.5% 24.2%

2.4%

25.2% 55.3%

8.4%

3.0%

8.0%
2.3% 1.4%

3.1% 2.9% 2.2%

2-3 湘南台駅周辺地域 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（1）現状
【人口の状況】

【交通の状況】
・地域の代表交通手段構成は、小田急江ノ島線、相模鉄道いずみ野線、横浜市高速鉄道1号

の3線が結節する充実した鉄道網から、鉄道利用の割合が高くなっています。一方で、自動
車利用の割合も藤沢市の平均よりも高くなっています。

・湘南台駅までの交通手段構成を見ると、徒歩利用が約55％と一番高くなっています。次い
で、バス、自動車、自転車となっておりますが、特に、藤沢市内の鉄道駅の中でも、バスの
利用割合が高くなっています。

・鉄道駅までのバス網は、湘南大庭周辺地域、西北部地域などを連絡しており、地域を越え
て利用されている状況となっています。特に、湘南台駅西口駅前広場では、多くのバス路線
が連絡しており、バス本数も多く、利用者も多いことから、人やバスの交通混雑の問題が生
じています。

・都市計画道路の整備状況を見ると、湘南台駅周辺地域では土地区画整理事業などによ
り、都市基盤整備が行われたことから、都市計画道路の整備が進んでいます。また、隣接
市や、周辺地域を連絡する石川下土棚線、亀井野二本松線などの都市計画道路が未整備
なことから、地域東部など地域の周辺部では、生活道路への通過交通の流入が見られ
ます。

・最寄り駅まで15分圏域は、JR東海道本線沿線と鉄道駅へつながるバス網を中心に広がっ
ており、ほぼ15分圏域となっていますが、北側の一部に、15分圏域から外れている地域が
あります。
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< 凡例 >

病院
商業施設
※ 10,000㎡以上

高校・大学

Ｓ

文

都市計画道路などの整備状況
　　　　計画区間（未整備区間）
　　　　整備中区間
　　　　概成済区間
　　　　改良済区間
　　　　県道

　　　　バス路線
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（バス・徒歩）
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（自転車）

（2）主な課題
・健康と文化の森の交通拠点（都市拠点）間を連携する広域連携軸の整備
・湘南台駅の交通結節機能の強化と利便性向上
・石川下土棚線など都市計画道路ネットワークの形成と生活道路への通過交通流入抑制
・湘南台駅周辺などにおける自転車が利用しやすい環境の創出
・居住地域における安全・安心な歩行空間の確保

（3）基本方針に応じた交通施策
　本地域においては、市全域の基本方針に応じて、次のような交通政策を展開していき
ます。

【基本方針1　地域特性に応じた移動しやすい交通まちづくり】
〇最寄り駅まで15分の交通体系づくり

■最寄り駅まで15分圏域の拡大に向け、いずみ野線延伸にあわせた既存のバス路線の再
編や新規路線の導入などバス交通網の充実を図ります。

■湘南大庭周辺地域をはじめ、湘南台駅に乗り入れするバス路線の利便性向上や湘南台
駅西口交通広場の混雑緩和に向けた交通対策の検討を進めます。

■北部第二（三地区）土地区画整理事業や、都市計画道路の整備などにあわせたバス路
線の再編、新設などバス交通網の充実に向けた検討を進めます。

■ 湘南台駅周辺地域　現況図
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〇藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分の交通体系づくり
■いずみ野線延伸にあわせて、湘南台駅周辺の乗り継ぎしやすい交通結節点の環境整備

や、鉄道・バスの連絡性の向上などによる交通結節点の機能強化を進めます。

【基本方針2　都市間の交流・連携や都市の活力を生み出す交通まちづくり】
〇インターチェンジまで30分の交通体系づくり

■地域内外の交流や移動を支える広域道路ネットワークの形成に向け、高倉遠藤線、石川
下土棚線など都市計画道路の整備を進めます。

〇広域的な公共交通ネットワークの強化
■広域連携軸（公共交通）の整備に向け、湘南台駅から西側へのいずみ野線の延伸を促

進します。
〇都市拠点における交通機能の強化

■湘南台駅周辺における歩行者や自転車が快適に回遊できる空間づくりなど、安全・安心
して移動できる交通環境づくりを進めます。

【基本方針3　環境にやさしい交通まちづくり】
〇公共交通の利用促進

■湘南台駅周辺を中心に、だれもが鉄道、バスなどの公共交通を快適に利用できる交通
結節点の形成に向けた取組を進めます。

〇自動車交通の円滑化
■地域間の連携強化や交通渋滞の緩和を図るため、石川下土棚線、高倉遠藤線、善行長

後線などの都市計画道路の整備を進めます。
■横浜市域との円滑な連携に向けた検討など、地域内の生活道路の安全・安心な交通環

境づくりを進めます。
〇自転車の利用促進

■通勤・通学や買い物などにおける自転車利用が多い湘南台駅周辺では、自転車利用環
境の整備に向けた取組を進めます。

■高倉遠藤線や引地川・境川沿いの路線などでは、安全・快適な自転車ネットワークの形
成に向けて、現況の自転車利用実態、地形などを踏まえた上で、自転車の走行空間づく
りの検討を進めます。

【基本方針4　ひとにやさしく・災害に強い交通まちづくり】
〇安全で快適な移動空間づくり

■だれもが安全に利用しやすい歩行空間の整備、交通規制などによる生活道路への通過
交通の流入抑制、幹線道路に連絡する主要な生活道路などの整備など、安全・安心な
道づくりを進めます。

〇災害に強い交通まちづくり
■災害時における避難路として、あるいは地域間の連携を強化するため、未整備の都市計

画道路である石川下土棚線や亀井野二本松線の整備を図ります。
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< 凡例 >

（4）湘南台駅周辺地域　交通方針図
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種　別
人 口（Ｈ22）

65歳以上人口（Ｈ22）
従業人口（Ｈ18）

高 齢 化 率

人  口（市全域に対する割合）

10,077人（2.5％）
 2,286人（2.8％）
 3,365人（2.1％）

22.7％

※参  考（市全域）
409,657人
81,310人
159,892人

19.8％
【資料：国勢調査(H22)、住民基本台帳（H22.10）、H18事業所・企業統計調査】

片瀬・江の島周辺地域
（38千 トリップ）

藤沢市計
（1,718千 トリップ）

※片瀬地区
（77千 トリップ）

バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他鉄道 バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他 不明

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

■代表交通手段構成

■地域内の鉄道駅までの交通手段構成

【資料：東京都市圏パーソントリップ調査 (H20)】

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

36.4%

2.2%

21.7%

25.3% 28.7%

32.2% 23.7% 10.0% 24.5%

13.5% 24.2%

11.7% 20.6%

2.2% 5.3%

3.1%

3.0% 2.0% 4.5%

2.9% 2.2%

片瀬江ノ島駅
（9千 トリップ）小田急

江ノ電

湘南
モノレール

湘南海岸公園駅
（3千 トリップ）

江ノ島駅
（4千 トリップ）

湘南江の島駅
（1千 トリップ）

0% 50% 100%

91.4%

97.2%

95.3%

84.8%9.3%

4.8%

1.9%

2.8%

2.8%

2.8%

5.9%

1.0%

2-4 片瀬・江の島周辺地域 //////////////////////////////////////////////////////////////////////
（1）現状
【人口の状況】

【交通の状況】
・地域の交通手段構成は、小田急江ノ島線、江ノ島電鉄線、湘南モノレールの3線がある充実

した鉄道網から、地域のほとんどが徒歩圏内にあり、鉄道の利用割合が3割を超え、9地域
の中でも最も高くなっています。特に、小田急江ノ島線の片瀬江ノ島駅の利用が高い状況
にあります。自動車利用は、藤沢市の平均よりも低くなっています。

・地域内にある鉄道駅までの交通手段構成は、江の島を除きほぼ徒歩圏となっていることか
ら、徒歩、自転車利用の割合が大半を占めています。

・首都圏の海洋リゾート・レクリエーション拠点であり、観光地でもある片瀬・江の島周辺に
は、多くの観光客が訪れることから、休日を中心に、鉄道を利用して訪れる観光客、江の島
島内に訪れる自家用自動車の交通渋滞や居住地域への通過交通が流入するなど、人や車
の交通混雑の問題が生じています。

・都市計画道路の整備状況を見ると、横浜藤沢線が未整備となっています。また、居住地域
では、狭隘（きょうあい）道路なども多くなっています。

・地域の多くが、津波浸水予測範囲に入っています。
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< 凡例 >

病院
商業施設
※ 10,000㎡以上

高校・大学

Ｓ

文

都市計画道路などの整備状況
　　　　計画区間（未整備区間）
　　　　整備中区間
　　　　概成済区間
　　　　改良済区間
　　　　県道

　　　　バス路線
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（バス・徒歩）
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（自転車）

（2）主な課題
・片瀬・江の島周辺の交通渋滞の解消
・片瀬・江の島周辺や湘南海岸沿岸の公共交通の利用促進と利便環境の向上
・片瀬・江の島周辺における回遊環境の向上
・片瀬・江の島周辺における自転車が利用しやすい環境の創出
・生活道路への通過交通の流入抑制

（3）基本方針に応じた交通施策
　本地域においては、市全域の基本方針に応じて、次のような交通政策を展開していき
ます。

【基本方針1　地域特性に応じた移動しやすい交通まちづくり】
〇地域特性に応じた地域交通サービスの充実

■江の島から藤沢駅までのバス交通の維持・充実とともに、片瀬江ノ島駅周辺からの新規
路線についての検討を進めます。

■ 片瀬・江の島周辺地域　現況図
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【基本方針2　都市間の交流・連携や都市の活力を生み出す交通まちづくり】
〇片瀬・江の島周辺における交通機能の強化

■江の島島内への新たな周遊機能など、周遊環境の向上に向けた検討を進めます。
■鉄道、バスなどとの相互の連携強化などによる公共交通の充実や、海洋交通との新たな

広域連携の検討などを進めます。
■片瀬江ノ島駅の駅前広場などの再整備構想の検討や、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を進めるとともに、辻堂駅までを結ぶ公共交通システム
の導入に向けた検討を進めます。

【基本方針3　環境にやさしい交通まちづくり】
〇公共交通の利用促進

■観光客や住民などが利用する鉄道駅周辺や、観光拠点における交流施設周辺では、歩
行空間などのユニバーサルデザイン化を図ります。また、湘南モノレール湘南江の島駅で
はエレベーターの設置促進に向けた調整を進めます。

〇自動車交通の円滑化
■江の島周辺の交通渋滞の改善に向け、駐車場の満空案内、駐車施設の充実、パークアン

ドライドなど、広域連携を図りながら、交通対策を進めます。
■狭隘（きょうあい）道路の多い地域では、地域と連携を図りながら、その改善につとめつ

つ、生活道路網の充実を図ります。
〇自転車の利用促進

■湘南海岸沿岸のサイクリングロードを活用して、観光交流施設などをつなぐ自転車ネット
ワークの形成を図ります。

■鉄道駅周辺などにレンタサイクルのポートを設け、湘南海岸の周遊性の向上に向けた検
討を進めます。

【基本方針4　ひとにやさしく・災害に強い交通まちづくり】
〇安全で快適な移動空間づくり

■だれもが安全に利用しやすい歩行空間の整備、交通規制などによる生活道路への通過
交通の流入抑制、幹線道路に連絡する主要な生活道路などの整備など、安全・安心な
道づくりを進めます。

〇災害に強い交通まちづくり
■地域には、津波浸水予想範囲が広がっていることから、津波避難ビル、高台への避難や

津波浸水予測範囲からの避難が円滑にできるよう、災害時における避難路となる、未整
備の都市計画道路の整備や地域内の生活道路ネットワークの充実を図ります。
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< 凡例 >

交通拠点
（片瀬・江ノ島）

（4）片瀬・江の島周辺地域　交通方針図
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種　別
人 口（Ｈ22）

65歳以上人口（Ｈ22）
従業人口（Ｈ18）

高 齢 化 率

人  口（市全域に対する割合）

32,468人（7.9％）
  7,089人（8.7％）
 6,659人（4.2％）

21.8％

※参  考（市全域）
409,657人
81,310人
159,892人

19.8％
【資料：国勢調査(H22)、住民基本台帳（H22.10）、H18事業所・企業統計調査】

小田急長後駅
（33千 トリップ）

バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他

長後駅周辺地域
（99千 トリップ）

藤沢市計
（1,718千 トリップ）

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

鉄道 バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他 不明

■代表交通手段構成

■地域内の鉄道駅までの交通手段構成

【資料：東京都市圏パーソントリップ調査 (H20)】

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

20.2%

1.1%

34.2%

2.9%

16.5% 22.3%

2.5%

34.9% 9.4% 9.0% 44.6%

2.0%

25.3% 28.7% 13.5% 24.2%

3.1% 2.9% 2.2%

2-5 長後駅周辺地域 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（1）現状
【人口の状況】

【交通の状況】
・地域の代表交通手段構成は、長後駅があるものの鉄道の利用割合が低く、自動車利用の

割合が藤沢市の平均よりも高くなっています。また、比較的に平坦な地形となっていること
から、自転車の利用割合も藤沢市の平均よりも高くなっています。

・長後駅までの交通手段構成は、徒歩利用が約45％と一番高くなっていますが、西北部地域
や、綾瀬市、海老名市域を連絡するバス網が整備されていることからバス利用の割合も高
く、地域、市域を越えて利用されている状況となっています。

・特に、バスの発着数が多い長後駅西口広場では、処理能力を超えた交通需要から、バス、
車、人が輻輳して、交通安全上も問題がある状況となっています。

・都市計画道路の整備状況を見ると、高倉下長後線、善行長後線などが未整備となっている
ことから、小田急江ノ島線を横断する交通などが長後駅周辺に集中し、商店街の歩道がな
い道路などへの通過交通の流入や、交通渋滞の問題が見られます。また、地域には、狭隘
（きょうあい）道路なども多くなっています。

・最寄り駅まで15分圏域は、小田急江ノ島線沿線と鉄道駅へつながるバス網を中心に広がっ
ています。15分圏域から外れる地域としては、地域南側、北側の一部の地域に広がってい
ます。
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< 凡例 >

病院
商業施設
※ 10,000㎡以上

高校・大学

Ｓ

文

都市計画道路などの整備状況
　　　　計画区間（未整備区間）
　　　　整備中区間
　　　　概成済区間
　　　　改良済区間
　　　　県道

　　　　バス路線
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（バス・徒歩）
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（自転車）

（2）主な課題
・渋滞の解消など、長後駅周辺に集中する交通環境の改善
・周辺都市や地域間を連携する道路ネットワークの形成
・最寄り駅まで15分圏域から外れている地域の解消
・高齢化状況などの地域特性を踏まえた公共交通などの導入
・長後駅周辺における乗り換えや移動の円滑化
・長後駅周辺の自転車が利用しやすい環境の創出
・長後駅周辺の安全・安心で快適に歩いて回遊できる歩行空間の確保

（3）基本方針に応じた交通施策
　本地域においては、市全域の基本方針に応じて、次のような交通政策を展開していき
ます。

【基本方針1　地域特性に応じた移動しやすい交通まちづくり】
〇最寄り駅まで15分の交通体系づくり

■長後東部の一部地域では、最寄り駅まで15分圏域の拡大に向け、既存バス路線の再編
と地域提案型バス路線の新設などを進めます。また、隣接都市との連携によるバス路線
の新設なども進めます。

■ 長後駅周辺地域　現況図

第 

5 

章

地域別の交通施策 【長後駅周辺地域】

113



■長後駅周辺に集中する交通混雑の緩和や最寄り駅まで15分圏域の拡大に向け、高倉下
長後線、線形見直しを含めた善行長後線及び（仮)長後駅西口駅前通り線などの都市計
画道路の整備を進めます。

〇藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分の交通体系づくり
■長後北部の一部地域などでは、藤沢駅周辺まで30分圏域の拡大に向け、既存バス路線

の再編と地域提案型バス路線の新設などとともに、隣接都市との連携によるバス路線の
新設なども進めます。

■長後駅周辺の乗り継ぎしやすい交通結節点の環境整備や、鉄道・バスの連絡性の向上
などによる交通結節点の機能強化を進めます。

〇地域特性に応じた地域交通サービスの充実
■市内各地域や隣接都市と連携する既存バス路線などの維持・充実とともに、新規路線や

地域提案型バスなどの導入を進めます。また、隣接都市と広域連携を図りながら、バス
路線など公共交通サービスの充実に向けた検討を進めます。

【基本方針2　都市間の交流・連携や都市の活力を生み出す交通まちづくり】
〇インターチェンジまで30分の交通体系づくり

■地域内外をつなぐ広域道路ネットワークの形成に向け、都市計画道路である高倉下長後
線、善行長後線、長後座間線などの整備を図ります。

〇駅周辺における交通機能の強化
■長後駅周辺における歩行者や自転車が快適に回遊できる空間づくりなど、安全・安心し

て移動できる交通環境づくりを進めます。

【基本方針3　環境にやさしい交通まちづくり】
〇公共交通の利用促進

■バスなどの身近な公共交通サービスの維持・充実により、移動しやすい交通環境を形成
し自家用自動車からの利用転換を図ります。

■長後駅の乗り換えのしやすさと、連携の強化を促進するため、（仮)長後駅西口駅前通り
線との接続を踏まえた駅前広場の改良を進めます。

〇自動車交通の円滑化
■長後駅周辺への通過交通の分散化を図るため、高倉下長後線、善行長後線、長後座間

線などの整備を進めるとともに、隣接都市との連携を図りながら上谷台山王添線などの
整備を進めます。また、狭隘（きょうあい）道路の多い地域では、地域と連携を図りなが
ら、その改善につとめつつ、生活道路網の充実を図ります。

〇自転車の利用促進
■通勤・通学や買い物などにおける自転車利用が多い長後駅周辺については、自転車利

用環境の整備に向けた取組を進めます。
■鉄鉄道駅周辺や隣接地域を連絡する都市計画道路などでは、安全・快適な自転車ネッ

トワークの形成に向けて、現況の自転車利用実態、地形などを踏まえた上で、自転車の
走行空間づくりの検討を進めます。
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交通拠点（都市拠点） 鉄道・駅
バス網

最寄り駅15分圏域（バス・徒歩）

最寄り駅15分圏域（自転車）

主要幹線道路
都市幹線道路
補助幹線道路
自動車専用道路

その他地域

（整備済）（未整備）

地区中心商業地
コミュニティ活動の
中心地区
コミュニティ拠点

都市農業交流拠点

新駅（予定）

緑道

広域連携軸（南北方向）

広域連携軸（東西方向）

広域海洋レクリエーション軸

< 凡例 >

【基本方針4　ひとにやさしく・災害に強い交通まちづくり】
〇安全で快適な移動空間づくり

■高倉下長後線、善行長後線及び （仮)長後駅西口駅前通り線などの幹線道路の整備に
より、長後駅周辺に集中する交通混雑を緩和し、駅周辺の安全・安心な交通環境の
改善を図ります。

■長後駅周辺や商店街、市民センターなどにおいては、安心してアクセスできるよう歩行空
間などのユニバーサルデザイン化を図ります。

〇災害に強い交通まちづくり
■災害時における避難路として、あるいは地域間の連携を強化するため、未整備の都市計

画道路などの整備や地域内の生活道路ネットワークの充実を図ります。

（4）長後駅周辺地域　交通方針図
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種　別
人 口（Ｈ22）

65歳以上人口（Ｈ22）
従業人口（Ｈ18）

高 齢 化 率

人  口（市全域に対する割合）

34,459人（8.4％）
5,856人（7.2％）
12,207人（7.6％）

17.0％

※参  考（市全域）
409,657人
81,310人
159,892人

19.8％
【資料：国勢調査(H22)、住民基本台帳（H22.10）、H18事業所・企業統計調査】

小田急
六会日大前駅

（28千 トリップ）

バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他

六会日大前駅周辺地域
（163千 トリップ）

藤沢市計
（1,718千 トリップ）

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

鉄道 バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他 不明

■代表交通手段構成

■地域内の鉄道駅までの交通手段構成

【資料：東京都市圏パーソントリップ調査 (H20)】

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

23.9%

1.3%

37.0%

3.6%

9.8% 22.4%

1.8%

25.3% 28.7% 13.5% 24.2%

3.1% 2.9% 2.2%

90.9%4.2%

2.3%

2.1%

0.5%

2-6 六会日大前駅周辺地域 /////////////////////////////////////////////////////////////////////
（1）現状
【人口の状況】

【交通の状況】
・地域のバス交通網を見ると、六会日大前駅へのバス路線は、地域東側の西俣野、西側の天

神町のバス路線があり、また、地域西側の石川では、湘南台駅を連絡するバス路線が主な
路線となっていますが、バス路線から離れている地域が一部あります。

・地域の代表交通手段構成は、鉄道、バスの利用割合が藤沢市の平均よりも低くなっていま
す。また、高低差がある地形から、自転車の利用割合も藤沢市の平均よりも低くなってい
ます。

・六会日大前駅までの交通手段構成は、鉄道駅までのバス網が天神町、藤沢駅からの路線
と少ないことから、徒歩利用の割合が約91％と一番高くなっています。

・都市計画道路の整備状況を見ると、地域の東西を連絡する亀井野二本松線の引地川か
ら、小田急江ノ島線の横断部周辺と、地域の南北を連絡する善行長後線の一部区間など
が未整備となっています。都市計画道路の未整備区間周辺や、地域の西側の石川周辺で
は、生活道路への通過交通が流入している地域が見られます。また、地域東側の一部の地
域には、狭隘（きょうあい）道路なども多くなっています。

・最寄り駅まで15分圏域は、小田急江ノ島線沿線と鉄道駅へつながるバス網を中心に広がっ
ています。15分圏域から外れる地域としては、地域東側の西俣野や、西側の石川の一部地
域に広がっています。
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< 凡例 >

病院
商業施設
※ 10,000㎡以上

高校・大学

Ｓ

文

都市計画道路などの整備状況
　　　　計画区間（未整備区間）
　　　　整備中区間
　　　　概成済区間
　　　　改良済区間
　　　　県道

　　　　バス路線
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（バス・徒歩）
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（自転車）

（2）主な課題
・最寄り駅まで15分圏域から外れている地域の解消
・高低差、高齢化状況などの地域特性を踏まえた公共交通などの導入
・善行長後線など都市計画道路ネットワークの形成と生活道路への通過交通流入抑制
・六会日大前駅における乗り換えや移動の円滑化
・六会日大前駅周辺における安全・安心で快適に歩いて回遊できる歩行空間の確保

（3）基本方針に応じた交通施策
　本地域においては、市全域の基本方針に応じて、次のような交通政策を展開していき
ます。

【基本方針1　地域特性に応じた移動しやすい交通まちづくり】
〇最寄り駅まで15分の交通体系づくり

■（仮）新南北軸線への新たな交通システム導入とあわせて、地域西側の石川周辺の既存
バス路線の再編や新規路線の導入など公共交通網の充実を図ります。

■ 六会日大前駅周辺地域　現況図
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■最寄り駅まで15分圏域の拡大に向け、いずみ野線延伸を進めるとともに、地域西側の石
川周辺のいずみ野線延伸に伴う新駅設置にあわせて、既存バス路線の再編や新規路線
の導入など公共交通網の充実を図ります。

■地域東側の西俣野などでは、最寄り駅まで15分圏域の拡大に向け、既存バス路線の再
編と地域提案型バス、デマンド交通などの導入に向けて進めます。

■てんじんミニバスなどの既存バス路線の維持・充実を図ります。
〇藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分の交通体系づくり

■六会日大前駅周辺や、いずみ野線延伸に伴い設置する新駅周辺の乗り継ぎしやすい交
通結節点の環境整備や、鉄道・バスの連絡性の向上などによる交通結節点の機能強化
を進めます。

〇地域特性に応じた地域交通サービスの充実
■地域東側の西俣野などでは、地域や交通事業者などが連携しながら、デマンド交通など

の導入に向けた検討を進めます。

【基本方針2　都市間の交流・連携や都市の活力を生み出す交通まちづくり】
〇インターチェンジまで30分の交通体系づくり

■地域内外の交流や移動を支える広域道路ネットワークの形成に向け、都市計画道路であ
る善行長後線、亀井野二本松線、高倉遠藤線の整備に向けた検討を進めます。

〇広域的な公共交通ネットワークの強化
■市北部における東西方向の利便性強化のため、湘南台以西から都市拠点となる健康と

文化の森や、東海道新幹線新駅方面に向けて、いずみ野線の延伸を進めます。
〇駅周辺における交通機能の強化

■六会日大前駅周辺における歩行者や自転車が快適に回遊できる空間づくりなど、安全・
安心して移動できる交通環境づくりを進めます。

【基本方針3　環境にやさしい交通まちづくり】
〇公共交通の利用促進

■バスなどの身近な公共交通サービスの維持・充実や鉄道への乗り換えやすさの向上など
により、移動しやすい交通環境を形成し自家用自動車からの利用転換を図ります。

〇自動車交通の円滑化
■地域間の連携強化に向け、善行長後線、高倉遠藤線などの整備推進と、亀井野二本松

線の整備に向けた検討を進めます。
■狭隘（きょうあい）道路の多い地域では、地域と連携を図りながら、その改善につとめつ

つ、生活道路網の充実を図ります。
〇自転車の利用促進

■地域内の自転車利用が多い、六会日大前駅周辺や商業施設周辺の都市計画道路などで
は、安全・快適に走行できる自転車利用環境の整備に向けた検討を進めます。
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交通拠点（都市拠点） 鉄道・駅
バス網

最寄り駅15分圏域（バス・徒歩）

最寄り駅15分圏域（自転車）

主要幹線道路
都市幹線道路
補助幹線道路
自動車専用道路

その他地域

（整備済）（未整備）

地区中心商業地
コミュニティ活動の
中心地区
コミュニティ拠点

都市農業交流拠点

新駅（予定）

緑道

広域連携軸（南北方向）

広域連携軸（東西方向）

広域海洋レクリエーション軸

< 凡例 >

【基本方針4　ひとにやさしく・災害に強い交通まちづくり】
〇安全で快適な移動空間づくり

■六会日大前駅周辺では、歩道の整備や段差解消などのユニバーサルデザイン化や、踏切
の安全対策の検討など、だれもが移動しやすい安全・安心な道づくりを進めます。

〇災害に強い交通まちづくり
■災害時における避難路として、あるいは地域間の連携を強化するため、未整備の都市計

画道路などの整備や地域内の生活道路ネットワークの充実を図ります。

(4)六会日大前駅周辺地域　交通方針図
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種　別
人 口（Ｈ22）

65歳以上人口（Ｈ22）
従業人口（Ｈ18）

高 齢 化 率

人  口（市全域に対する割合）

42,146人（10.3％）
8,908人（11.0％）
7,224人（4.5％）

21.1％

※参  考（市全域）
409,657人
81,310人
159,892人

19.8％
【資料：国勢調査(H22)、住民基本台帳（H22.10）、H18事業所・企業統計調査】

善行駅周辺地域
（114千 トリップ）

藤沢市計
（1,718千 トリップ）

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

鉄道 バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他 不明

■代表交通手段構成

25.3% 28.7% 13.5% 24.2%

3.1%

29.2% 28.8% 8.5% 25.2%

1.5% 3.8% 2.8%

2.9% 2.2%

小田急善行駅
（30千 トリップ）

バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他

■地域内の鉄道駅までの交通手段構成

【資料：東京都市圏パーソントリップ調査 (H20)】

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

81.0%6.8%8.6%

2.3%

1.2%

2-7 善行駅周辺地域 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（1）現状
【人口の状況】

【交通の状況】
・地域の代表交通手段構成を見ると、地域東側には藤沢駅などへのバス路線、地域西側で

は善行駅へのバス網が整備されていることから、鉄道利用の割合が藤沢市の平均よりも高
くなっています。一方で、高低差がある地域であるため、自転車を利用する割合が低くなっ
ています。

・善行駅までの交通手段構成は、徒歩利用が約81％と一番高くなっておりますが、地域西側
の善行団地を連絡するバス網が充実していることもあり、小田急江ノ島線の沿線では長後
駅に次いでバス利用の割合が高くなっています。地域南側の一部の地域では、最寄り駅と
して藤沢本町駅も利用されています。

・善行駅周辺は、藤沢市内で高低差がある地形となっている地域であり、高齢化が進む中、
地域東側の善行駅へ向かうバス路線がない地域や、善行駅の徒歩圏内にあっても、高齢
者などの移動が難しい地域が見られます。

・都市計画道路の整備状況を見ると、都市計画道路の整備は、藤沢石川線の一部区間を残
して、概ね完了しています。また、地域東側、西側の一部の地域には、狭隘（きょうあい）道
路なども多くなっています。

・最寄り駅まで15分圏域を見ると、地域東側では善行駅を中心に、国道467号までの地域、 
また、善行駅へのバス網が整備されている地域西側のほとんどの地域が15分圏域となって
います。15分圏域から外れる地域としては、地域東側の立石、西俣野など、地域西側に位置
する大庭などの一部の地域に広がっています。
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< 凡例 >

病院
商業施設
※ 10,000㎡以上

高校・大学

Ｓ

文

都市計画道路などの整備状況
　　　　計画区間（未整備区間）
　　　　整備中区間
　　　　概成済区間
　　　　改良済区間
　　　　県道

　　　　バス路線
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（バス・徒歩）
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（自転車）

（2）主な課題
・高低差、高齢化状況などの地域特性を踏まえた公共交通などの導入
・最寄り駅まで15分圏域から外れている地域の解消
・善行駅における乗り換えや移動の円滑化
・善行駅周辺における安全・安心で快適に歩いて回遊できる歩行空間の確保

■ 善行駅周辺地域　現況図
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（3）基本方針に応じた交通施策
　本地域においては、市全域の基本方針に応じて、次のような交通政策を展開していきます。

【基本方針1　地域特性に応じた移動しやすい交通まちづくり】
〇最寄り駅まで15分の交通体系づくり

■地域東側や地域南側などでは、最寄り駅まで15分圏域の拡大に向け、地域の最寄り駅
の利用実態を踏まえながら、善行駅や藤沢本町駅を含めた地域提案型バス、デマンド交
通などの導入に向けた検討を進めます。

〇藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分の交通体系づくり
■善行北部の一部地域などでは、藤沢駅周辺まで30分圏域の拡大に向け、既存バス路線

の充実などを進めます。
〇地域特性に応じた地域交通サービスの充実

■高低差がある地形の影響などにより、高齢者などの移動が難しい地域では、既存バス
路線の再編、充実を図るとともに、地域や交通事業者などと連携しながら、地域提案型
バスやデマンド交通などの導入に向けた検討を進めます。

【基本方針2　都市間の交流・連携や都市の活力を生み出す交通まちづくり】
〇駅周辺における交通機能の強化

■善行駅周辺における歩行者や自転車が快適に回遊できる空間づくりなど、安全・安心し
て移動できる交通環境づくりを進めます。

【基本方針3　環境にやさしい交通まちづくり】
〇公共交通の利用促進

■バスなどの身近な公共交通サービスの維持・充実や鉄道への乗り換えやすさの向上など
により、移動しやすい交通環境を形成し自家用自動車からの利用転換を図ります。

〇自動車交通の円滑化
■地域内外の移動の円滑化に向け、藤沢石川線の整備を推進します。
■狭隘（きょうあい）道路の多い地域では、地域と連携を図りながら、その改善につとめつ

つ、生活道路網の充実を図ります。
〇自転車の利用促進

■地域内の自転車利用が多い、善行駅周辺や都市計画道路などでは、安全・快適に走行
できる自転車利用環境の整備に向けた検討を進めます。

【基本方針4　ひとにやさしく・災害に強い交通まちづくり】
〇安全で快適な移動空間づくり

■善行駅周辺では、歩道の整備や段差解消などのユニバーサルデザイン化や、だれもが移
動しやすい安全・安心な道づくりを進めます。

〇災害に強い交通まちづくり
■災害時における避難路として、あるいは地域間の連携を強化するため、未整備の都市計

画道路などの整備や地域内の生活道路ネットワークの充実を図ります。
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交通拠点（都市拠点） 鉄道・駅
バス網

最寄り駅15分圏域（バス・徒歩）

最寄り駅15分圏域（自転車）

主要幹線道路
都市幹線道路
補助幹線道路
自動車専用道路

その他地域

（整備済）（未整備）

地区中心商業地
コミュニティ活動の
中心地区
コミュニティ拠点

都市農業交流拠点

新駅（予定）

緑道

広域連携軸（南北方向）

広域連携軸（東西方向）

広域海洋レクリエーション軸

< 凡例 >

横浜湘南道路

（4）善行駅周辺地域　交通方針図

第 

5 

章

地域別の交通施策 【善行駅周辺地域】
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種　別
人 口（Ｈ22）

65歳以上人口（Ｈ22）
従業人口（Ｈ18）

高 齢 化 率

人  口（市全域に対する割合）

31,638人（7.7％）
6,225人（7.7％）
3,434人（2.1％）

19.7％

※参  考（市全域）
409,657人
81,310人
159,892人

19.8％
【資料：国勢調査(H22)、住民基本台帳（H22.10）、H18事業所・企業統計調査】

湘南大庭周辺地域
（84千 トリップ）

藤沢市計
（1,718千 トリップ）

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

鉄道 バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他 不明

13.0% 43.1% 8.6% 23.6%

25.3% 28.7% 13.5% 24.2%

3.1%

4.4% 3.6% 3.6%

2.9% 2.2%

■代表交通手段構成

【資料：東京都市圏パーソントリップ調査 (H20)】

2-8 湘南大庭周辺地域 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（1）現状
【人口の状況】

【交通の状況】
・地域の代表交通手段構成は、地域内に鉄道駅がないことから、自動車、バス利用の割合

が藤沢市の平均よりも高い一方で、鉄道、自転車の利用が低くなっています。
・地域のバス網は、辻堂駅、湘南台へのバス路線の運行本数が多く藤沢市内で最も充実して

いる路線となっています。その他のバス路線としては、藤沢駅、善行駅、慶応大学、茅ヶ崎
市にある文教大学などを連絡するバス路線も運行しています。

・鉄道駅までの交通手段構成は、辻堂駅、湘南台駅などの最寄り駅が離れていることから、
バス利用の割合が大半を占めている状況となっています。また、鉄道を利用する人の多く
は、辻堂駅、湘南台駅を利用している状況となっています。

・都市計画道路の整備状況を見ると、土地区画整理事業などによる総合的なまちづくりによ
り都市基盤整備が行われたことから、整備が完了しています。

・最寄り駅まで15分圏域は、辻堂駅を最寄り駅とする湘南ライフタウン中央から、大庭随道ま
での地域南側の辻堂駅遠藤線（けやき通り）沿道部となっております。その他の地域が15
分圏域から外れる地域となっています。

【資料：東京都市圏パーソントリップ調査（H20）】
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< 凡例 >

病院
商業施設
※ 10,000㎡以上

高校・大学

Ｓ

文

都市計画道路などの整備状況
　　　　計画区間（未整備区間）
　　　　整備中区間
　　　　概成済区間
　　　　改良済区間
　　　　県道

　　　　バス路線
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（バス・徒歩）
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（自転車）

（2）主な課題
・辻堂駅、湘南台駅などへの公共交通の利便性、定時性の向上
・最寄り駅まで15分圏域から外れている地域の解消
・辻堂駅遠藤線（けやき通り）から離れている地域における公共交通の確保
・自家用自動車から公共交通利用への転換誘導
・バリアフリー化など安全・安心で快適な歩行空間づくりの推進

■ 湘南大庭周辺地域　現況図 第 

5 

章

地域別の交通施策 【湘南大庭周辺地域】
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（3）基本方針に応じた交通施策
　本地域においては、市全域の基本方針に応じて、次のような交通政策を展開していきます。

【基本方針1　地域特性に応じた移動しやすい交通まちづくり】
〇最寄り駅まで15分の交通体系づくり

■（仮）新南北軸線への新たな交通システム導入とあわせて、周辺バス路線の再編、新設
を進めます。

■最寄り駅まで15分圏域の拡大に向け、いずみ野線延伸にあわせた既存のバス路線の再
編や新規路線の導入などバス交通網の充実を図ります。

〇藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分の交通体系づくり
■藤沢駅周辺まで30分圏域の拡大に向け、いずみ野線延伸や、（仮）新南北軸線への新た

な交通システム導入とあわせて、周辺バス路線の再編、新設に向けた検討を進めます。
〇地域特性に応じた地域交通サービスの充実

■辻堂駅遠藤線（けやき通り）から離れた地域では、地域や交通事業者などと連携しなが
ら、（仮）新南北軸線への新たな交通システム導入などとあわせて、既存バス路線の再
編、地域提案型バスやデマンド交通などの導入を進めます。

■隣接都市と広域連携を図りながら、バス路線など公共交通サービスの充実に向けた検
討を進めます。

【基本方針2　都市間の交流・連携や都市の活力を生み出す交通まちづくり】
〇広域的な公共交通ネットワークの強化

■広域連携軸（公共交通）の整備に向け、（仮）新南北軸線への新たな交通システム導入
に向けた検討を進めます。

【基本方針3　環境にやさしい交通まちづくり】
〇公共交通の利用促進

■サイクルアンドバスライドの導入など、バスとの交通結節点整備などを進め、自家用自動
車からの利用転換を図ります。

〇自転車の利用促進
■地域内の自転車利用が多い、商業施設周辺の都市計画道路などでは、安全・快適に走

行できる自転車利用環境の整備に向けた検討を進めます。

【基本方針4　ひとにやさしく・災害に強い交通まちづくり】
〇安全で快適な移動空間づくり

■だれもが安心して移動できるよう、歩行空間の整備、段差解消などのユニバーサルデ
ザイン化、適切な道路空間の維持・保全などにより、安全・安心な道路空間づくりを進
めます。

〇災害に強い交通まちづくり
■災害時における避難路として、地域内の生活道路ネットワークを適切に維持・管理し

ます。
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交通拠点（都市拠点） 鉄道・駅
バス網

最寄り駅15分圏域（バス・徒歩）

最寄り駅15分圏域（自転車）

主要幹線道路
都市幹線道路
補助幹線道路
自動車専用道路

その他地域

（整備済）（未整備）

地区中心商業地
コミュニティ活動の
中心地区
コミュニティ拠点

都市農業交流拠点

新駅（予定）

緑道

広域連携軸（南北方向）

広域連携軸（東西方向）

広域海洋レクリエーション軸

< 凡例 >

（4）湘南大庭周辺地域　交通方針図
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章

地域別の交通施策 【湘南大庭周辺地域】
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種　別
人 口（Ｈ22）

65歳以上人口（Ｈ22）
従業人口（Ｈ18）

高 齢 化 率

人  口（市全域に対する割合）

29,260人（7.1％）
6,092人（7.5％）
15,755人（9.9％）

20.8％

※参  考（市全域）
409,657人
81,310人
159,892人

19.8％
【資料：国勢調査(H22)、住民基本台帳（H22.10）、H18事業所・企業統計調査】

西北部地域
（137千 トリップ）

藤沢市計
（1,718千 トリップ）

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

鉄道 バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他 不明

■代表交通手段構成
【資料：東京都市圏パーソントリップ調査 (H20)】

25.3%

17.3% 45.3% 9.6% 17.4%

28.7% 13.5% 24.2%

3.1%

3.4% 4.2% 2.8%

2.9%

3.4% 5.1%

2.2%

※遠藤地区
（80千 トリップ）

※御所見地区
（57千 トリップ）

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

20.7%

12.6%

40.6% 10.8% 18.1%

52.0% 8.0% 16.4%

3.4% 3.5% 3.0%

2.6%

2-9 西北部地域 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（1）現状
【人口の状況】

【交通の状況】
・地域の代表交通手段構成は、地域内に鉄道駅がないことから、自動車、バス利用の割合

が藤沢市の平均よりも高い一方で、鉄道、自転車の利用が低くなっています。御所見地区で
は、5割を超えています。

・鉄道駅までの交通手段構成は、最寄り駅が離れていることもあり、バス利用が大半を占め
ていますが、湘南台駅へ自動車で移動している状況も見られます。鉄道を利用する人の多く
は、湘南台駅、長後駅を利用しています。

・地域のバス網を見ると、遠藤地区では、湘南台駅と慶応大学を連絡するバス路線、御所見
地区の用田などでは、長後駅と綾瀬車庫を連絡するバス路線の運行本数が多く、藤沢市内
でもバス路線が充実しています。また、御所見地区では、綾瀬市域、海老名駅を連絡する広
域的なバス路線も運行しています。

【資料：東京都市圏パーソントリップ調査（H20）】
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< 凡例 >

病院
商業施設
※ 10,000㎡以上

高校・大学

Ｓ

文

都市計画道路などの整備状況
　　　　計画区間（未整備区間）
　　　　整備中区間
　　　　概成済区間
　　　　改良済区間
　　　　県道

　　　　バス路線
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（バス・徒歩）
　　　　最寄り駅 15 分圏域内
　　　　（自転車）

・都市計画道路の整備状況を見ると、遠藤地区では、土地区画整理事業などにより都市基
盤整備が行われたことから、ほぼ整備が完了しています。一方で、御所見地区では、未整備
の都市計画道路がありますが、北部第二（三地区）土地区画整理事業などにより都市基盤
整備にあわせて、整備を進めています。

・最寄り駅まで15分圏域は、地域東側の御所見、遠藤地区の一部のみであり、15分圏域から
外れる地域が多くを占めています。

（2）主な課題
・最寄り駅まで15分圏域から外れている地域の解消
・移動の利便性向上にむけた交通拠点間を連携する広域連携軸の整備
・交通拠点となる健康と文化の森における交通結節機能の強化
・自家用自動車から公共交通利用への転換誘導
・周辺都市や地域間を連携する道路ネットワークの形成
・自転車が利用しやすい環境の創出
・居住地域における安全・安心で快適な歩行空間の確保

■ 西北部地域　現況図
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章

地域別の交通施策 【西北部地域】
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（3）基本方針に応じた交通施策
　本地域においては、市全域の基本方針に応じて、次のような交通政策を展開していきます。

【基本方針1　地域特性に応じた移動しやすい交通まちづくり】
〇最寄り駅まで15分・藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分の交通体系づくり

■最寄り駅まで15分圏域の拡大に向け、いずみ野線延伸に伴う交通拠点の健康と文化の
森や、地域東側に設置予定の新駅を中心に、既存バス路線の再編や新規路線の導入な
どとともに、（仮）新南北軸線への新たな交通システム導入を進めます。

■北部第二（三地区）土地区画整理事業や、都市計画道路の整備などにあわせたバス路
線の再編、新設などバス交通網の充実に向けた検討を進めます。また、長後駅西口周辺
の都市計画道路の整備状況を踏まえながら、既存バス路線の再編、充実の検討を進め
ます。

〇地域特性に応じた地域交通サービスの充実
■バス路線から離れているなど高齢者などの移動が難しい地域では、既存バス路線の再

編、充実や、地域や交通事業者などと連携しながら、地域提案型バスやデマンド交通な
どの導入に向けた検討を進めます。また、隣接都市と広域連携を図りながら、バス路線
など公共交通サービスの充実に向けた検討を進めます。

【基本方針2　都市間の交流・連携や都市の活力を生み出す交通まちづくり】
〇インターチェンジまで30分の交通体系づくり

■（仮）綾瀬スマートインターチェンジや、さがみ縦貫道路・寒川北インターチェンジなどと
の連携強化のため、（仮）遠藤葛原線などの整備を進めるとともに、（仮）湘南台寒川線
などの整備を促進し、幹線道路ネットワークの形成を図ります。

〇広域的な公共交通ネットワークの強化
■広域連携軸（公共交通）の整備に向け、いずみ野線延伸と（仮）新南北軸線への新たな

交通システム導入に向けて進めます。
〇都市拠点における交通機能の強化

■いずみ野線延伸に伴い、健康と文化の森に設置予定である新駅を中心に、（仮）新南北
軸線による南北方向の交通体系の構築とともに、公共交通や自動車、自転車、歩行者が
安全に回遊できる交通施設の整備に向けて進めます。

【基本方針3　環境にやさしい交通まちづくり】
〇公共交通の利用促進

■サイクルアンドバスライドの導入など、バスとの交通結節点整備などを進め、自家用自動
車からの利用転換を図ります。

〇自動車交通の円滑化
■地域の広域連携強化に向け、（仮）湘南台寒川線の整備促進や（仮）遠藤葛原線などの

整備を進めます。
〇自転車の利用促進

■地域内の自転車利用が多い、商業施設周辺の都市計画道路や、いずみ野線延伸に伴う新駅
周辺などでは、安全・快適に走行できる自転車利用環境の整備に向けた検討を進めます。
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交通拠点（都市拠点） 鉄道・駅
バス網

最寄り駅15分圏域（バス・徒歩）

最寄り駅15分圏域（自転車）

主要幹線道路
都市幹線道路
補助幹線道路
自動車専用道路

その他地域

（整備済）（未整備）

地区中心商業地
コミュニティ活動の
中心地区
コミュニティ拠点

都市農業交流拠点

新駅（予定）

緑道

広域連携軸（南北方向）

広域連携軸（東西方向）

広域海洋レクリエーション軸

< 凡例 >

いずみ野線延伸

交通拠点
（健康と文化の森）

【基本方針4　ひとにやさしく・災害に強い交通まちづくり】
〇安全で快適な移動空間づくり

■だれもが安心して移動できるよう、歩行空間の整備、段差解消などのユニバーサルデザ
イン化や、道路空間の維持・保全や安全・安心な道づくりを進めます。

〇災害に強い交通まちづくり
■災害時における避難路として、あるいは地域間の連携を強化するため、未整備の都市計

画道路などの整備や地域内の生活道路ネットワークの充実を図ります。

（4）西北部地域　交通方針図
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5 

章

地域別の交通施策 【西北部地域】
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