


は じ め に

　藤沢は、美しい湘南海岸や緑豊かな自然環境と、都市拠点
や交通軸などが充実した都市基盤を活かし、社会状況の変化
にあわせたまちづくりを進めてきました。
　本市では、それらの生活環境を保全、充実させ、次の世代
に引き継いでいくために、行政の透明性、公平性の確保に加
えて、本市の重要課題の改善を図る事業を進めながら、「法と
モラルを守る藤沢」「ずっと安心して暮らせる藤沢」「命を守り
災害に強い藤沢」「いきいき働ける藤沢」「みんなにやさしい藤
沢」の5つのビジョンに基づく「郷土愛あふれる藤沢」の実現に
向けた取り組みを進めています。
　交通に関する課題に目を向けますと、観光の発展や地域経済の活性化には市民生活を支え
る都市基盤の充実とともに、広域や地域内の交通ネットワークや交通基盤の発展・整備は必要
不可欠であり、市民生活の変化や社会経済情勢に対応するため、長期的な視点に立って進め
ることが重要となります。
　近年の人口減少・少子高齢社会の進展に伴い、交通に対するニーズの多様化が進むととも
に、環境負荷の小さい交通環境づくりが注目され、低炭素型集約都市構造となるコンパクトシ
ティの推進や過度に自家用自動車に依存しない、だれもが歩きやすい環境づくりを優先にしな
がら自転車、公共交通などの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。
　こうした状況を背景に、今後も持続可能な総合交通体系を構築していく必要があることから、
その指針となる「藤沢市交通マスタープラン」を策定しました。
　今後は、本市の都心を形成する藤沢駅周辺市街地の再整備や、新駅設置を含む村岡地区
のまちづくりなどとともに、利便性の向上と地域の実情に合わせた公共交通の維持・改善に向
け、必要な交通施策や、いずみ野線延伸の実現に向けて取り組んでまいります。また、道路交通
ネットワークの強化を図るとともに、歩行者交通の安全確保を図る取り組みも進めてまいります。ま
た、本プランと同時に策定した自転車利用に関する基本的な指針となる「ふじさわサイクルプラ
ン」についても、取り組みを進めてまいります。
　最後に、本マスタープランの策定にあたりまして、ご尽力を賜りました「藤沢市交通マスタープ
ラン策定協議会」の委員の皆さまをはじめ、貴重なご意見やご指摘をいただきました「郷土づく
り推進会議」並びに市民の方々に、心より御礼申し上げます。

２０１４年（平成２６年）３月

藤沢市長
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第1章 はじめに

1　藤沢市交通マスタープラン策定の背景と目的

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
くりに取り組んできました。その結果、恵まれた鉄道網を活かしつつ、その鉄道駅を中心に都
市拠点の形成を図りながら、利便性の高いコンパクトな都市構造を有する40万人超の都市へ
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急速な変化に伴い、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自動車に依存しない、だれもが歩きやすい環境
づくりを優先にしながら自転車、公共交通などの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、将来の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いく必要があるため、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。

1-2 交通マスタープラン策定の目的 ////////////////////////////////////////////////////////////
　藤沢市では、少子高齢化、人口減少社会を迎える中、採算性が厳しくなりつつあるバスな
どの地域交通の維持・確保を図りながら、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、市民活動・産業活動の交流・連携を
支える広域交通網などの整備を進めつつ、都市活力を持続していく必要があります。
　このような交通を取り巻く状況に対応するため、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、行政などとの協働により、総合交通体系の基本的な方針を定める。
　持続性のある地域交通を構築していくためには、市民、交通事業者、行政などが藤沢市の
交通像を共有し、連携を図りながら、様 な々交通施策に取組んでいくことが重要になります。　
　このような観点のもと、藤沢市では、市民、交通事業者、行政などの協働により、藤沢市の
総合交通体系の基本的な方針を定めます。

②地域交通をマネジメントする。
　持続可能な総合交通体系を構築していくためには、地域交通をマネジメントしていくという
観点が不可欠になると考えています。このような観点を踏まえ、総合交通体系を実現していく
ため、地域交通をマネジメントしていく方向性を定める必要があります。
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2　藤沢市交通マスタープランの役割と位置付け

（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、2030年（平成42年）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、市民、交通事業者、行政などが連携を図りながら、交通施策
を展開していく上で、基本的な指針となるものです。

（３）交通マスタープランは、「かながわ都市マスタープラン」、「かながわ交通計画」など
広域的計画、近隣都市との交通に関する計画などと連携・整合性を図りながら、交
通施策を展開していきます。

（４）交通マスタープランは、環境・福祉・産業部門などの個別計画と整合、連携を図りな
がら、交通施策を展開していきます。

広域的計画

法定都市計画

交通に関する部門別計画

分野別計画

整備、開発
及び保全の方針

藤沢市都市マスタープラン
（都市計画に関する基本的な方針）

藤沢市交通マスタープラン
（交通施策に関する基本的な方針）

個別計画

整合
連携

○かながわ都市マスタープラン
○かながわグランドデザイン
○かながわ交通計画
○かながわのみちづくり計画

など

○市街化区域・調整区域の
　区域区分
○地域地区
○都市施設
○市街地開発事業及び
　促進区域等
○地区計画　　　　　など

○ふじさわサイクルプラン	など

○緑の基本計画
○景観計画
○西北部総合整備
　マスタープラン

など

○藤沢市市政運営の
　総合指針2016
○藤沢市環境基本計画
○藤沢市健康増進計画
○藤沢市地域福祉計画
○藤沢市観光振興計画
○藤沢市地域防災計画

など

■ 藤沢市交通マスタープランの位置付け

はじめに
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活　力

活　力

3　交通マスタープランの構成

　藤沢市交通マスタープランは、以下の構成とします。

第1章 はじめに 第3章 藤沢市がめざす将来の交通像

第2章 藤沢市をとりまく状況と交通課題

1 藤沢市交通マスタープラン策定の背景と目的
2 藤沢市交通マスタープランの役割と位置付け
3 交通マスタープランの構成

1 将来の交通像
2 将来の交通像のイメージ

3 将来の交通体系

4 めざす交通体系

4 めざす交通体系

1 交通まちづくりに関する広域的な視点
2 藤沢市をとりまく状況

3 藤沢市が抱える
　交通課題

4 重要視する視点

○多様化する
　交通ニーズへの対応

■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。

■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。

『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』

『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』

○広域連携を支える
　交通ネットワークの強化

○環境にやさしい
　交通体系の構築

○安全で安心な
　移動しやすい環境づくり

○災害に強い交通体系への
　強化

○既存の交通施設を
　生かした交通環境づくり

地域特性

地域特性

『ひと・モノ・まちが、つながる都市〜湘南ふじさわ〜』

環境にやさしい

安全・安心
安全・安心

環境にやさしい

4 めざす交通体系

4 めざす交通体系

■公共交通や自転車が利用しやすく、ひとやモノ
が快適に移動できる環境にやさしい都市をめ
ざします。

■だれもが歩きやすく、いつでもどこでも安全・安
心・円滑に移動できるひとにやさしく・災害に強
い都市をめざします。

『環境にやさしい交通体系』

『ひとにやさしく・災害に強い交通体系』
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第5章 地域別の交通施策

第4章 基本方針と交通施策 第6章 推進方策

1 地域分類
2 各地域の交通施策

3 主要プロジェクトの戦略的展開
4 交通施策のアクションプランの策定

1 将来の交通像に対応した基本方針 1 推進方策のフォローアップ

2 基本方針を実現するための交通施策 2 将来の交通像に対応した評価指標

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
・最寄り駅まで15分の交通体系づくり
・藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分の
　交通体系づくり
・地域特性に応じた地域交通サービスの充実
  （地域提案型バス、デマンド交通等）
・地域、交通事業者、関係機関、行政などの
　協力・連携

めざす交通体系1
『最寄り駅まで15分の交通体系』
・最寄り駅まで15分圏の人口割合

『藤沢駅周辺まで30分の交通体系』
・藤沢駅まで30分圏の人口割合

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
・インターチェンジまで30分（産業系市街地
　から15分）の交通体系づくり
・広域的な公共交通ネットワークの強化
・都市拠点における交通機能の強化
・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分圏の人口割合
・インターチェンジまで15分圏の
　産業系市街地割合

基本方針3
環境にやさしい交通まちづくり
・公共交通の利用促進
・自動車交通の円滑化
・自転車の利用促進
・環境にやさしい交通環境づくり

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

基本方針4
ひとにやさしく、災害に強い交通まちづくり
・安全で快適な移動空間づくり
・健康増進につながる移動環境づくり
・災害に強い交通まちづくり
・既存交通施設の適正な維持管理の推進

めざす交通体系4
『ひとにやさしく・災害に強い交通体系』
・鉄道駅のバリアフリー施設の整備率
・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

はじめに
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1. 交通まちづくりに関する広域的な視点
2. 藤沢市をとりまく状況
3. 藤沢市が抱える交通課題
4. 重要視する視点
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第2章 藤沢市をとりまく状況と交通課題

1　交通まちづくりに関する広域的な視点

1-1 首都圏から見た藤沢市 /////////////////////////////////////////////////////////////////////
（１）藤沢市の位置付け

藤沢市は、東京都心部から、50km 圏域、横浜市中心部からも 20km 圏域に位置してい
ます。神奈川県のほぼ中央部に位置し、東は、横浜市泉区・戸塚区、鎌倉市、西は、茅ヶ
崎市、寒川町、北は、綾瀬市、大和市、海老名市の 6 市 1 町に隣接しています。

広域的な交通としては、全国につながる、新横浜、小田原を最寄り駅とする東海道新幹
線や、東名高速道路が通っていますが、いずれも交通結節点が遠く、利用しにくい状況になっ
ています。また、首都圏レベルの交通としては、JR 東海道本線、小田急江ノ島線、新湘南
バイパスが通っています。
　藤沢市を含めた周辺都市では、東海道新幹線新駅や、東名高速道路への（仮）綾瀬ス
マートインターチェンジの設置、新東名高速道路、横浜湘南道路など全国・首都圏レベルの
交通体系づくりが進められており、これらの完成を見ると、広域的な交通利便性がさらに高ま
ります。

■藤沢市位置図
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1-2 かながわから見た藤沢市 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
（１）かながわ都市マスタープランの概要
１）藤沢市の位置付け

かながわ都市マスタープランでは、都市圏域ごとに個性を重視した都市づくりの方針を示
すため、5 つの都市圏域が設定されています。藤沢市を含む 5 市 3 町（藤沢市、平塚市、茅ヶ
崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町）の県土中央南部は、湘南都市圏域
に位置付けられ、都市づくりの基本方針が示されています。
○湘南都市圏の都市づくりの基本方針

◎都市づくりの目標
　『山なみをのぞみ、海と川が出会い、歴史を生かし文化を創造する都市づくり』
◎基本方針
　○環境共生の方針　　　地域ブランドを構築・発揮する魅力ある都市空間の形成
　　　　　　　　　　　　　海と山の魅力を融合させる土地利用
　　　　　　　　　　　　　新たな魅力を生み出す山や森林などの保全・活用
　○自立と連携の方針　　自立に向けた都市づくり
　　　　　　　　　　　　　・「湘南ブランド」を生かした活力増進と情報発信
　　　　　　　　　　　　　・「環境共生」のモデルとなる都市拠点の形成
　　　　　　　　　　　　　連携による機能向上
　　　　　　　　　　　　　・広域的な交通利便性の向上に伴う交流連携効果の拡大

2） 自立と連携の方針について
かながわ都市マスタープランの地域別計画では、「自立と連携の方針」として、連携によ

る機能向上を図るため、県土連携軸、都市連携軸を位置付けています。湘南都市圏域で藤
沢市に関係する県土連携軸、都市連携軸の方向性を整理します。
○県土連携軸・構成要素（※都市圏間・拠点間の交流連携を促進する連携軸）

○「相模軸」（南北方向）：ＪＲ相模線の複線化、さがみ縦貫道路の整備
○「横浜県央軸」（横浜方面・東西方向）：相鉄いずみ野線延伸
○「県央足柄軸」（横浜方面・東西方向）：新東名高速道路や国道246号バイパスの
　 整備
○「相模湾軸」（横浜方面・東西方向）：新湘南バイパスの整備、東海道貨物線の本格的
　 な旅客線化
○「横浜藤沢軸」（横浜方面・広域拠点（藤沢駅周辺））：横浜藤沢線の整備

○都市連携軸（※都市圏内外の交流を補完する軸）

藤沢市には、3本の主に都市圏域内外の交流を補完する軸が位置付けられています。
○「藤沢寒川軸」：「南のゲート」や「ツインシティ」への連携を支え、強化する軸
○「辻堂綾瀬軸」・「中原街道軸」：東名高速道路の（仮）綾瀬スマートインターチェンジ

による交流機能を周辺地域に広め地域の拠点の交流連携する軸
○「大船江の島軸」：湘南海岸との交流連携と日常生活の利便性を確保する軸

藤沢市をとりまく状況と交通課題
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○都市連携軸（※主に都市圏域内の交流を支える軸）

藤沢市には、以下の主に都市圏域内の交流を支える軸が位置付けられています。
○「藤沢大磯軸」：東西方向の「相模湾軸」を補完するとともに、南北方向の「相模軸」

への連絡を支える、多様な都市機能の交流連携する軸

将 来 構 想 図

（2）かながわ交通計画の概要
かながわ交通計画では、藤沢市を含めた湘南都市圏域の交通施策の基本方針が示され

ています。
○主な交通施策の基本方向（湘南都市圏域）

【資料：かながわ都市マスタープラン・地域別計画（H22.11）】

◎広域的な連携を強化する交通ネットワークの形成
　○「南のゲート」としての東海道新幹線新駅設置の早期実現
　○「相鉄いずみ野線」の延伸や、「第二東名高速道路」・「新湘南バイパス」の整備

○「東海道貨物線」旅客線化、村岡・深沢地域のまちづくりの進展を踏まえた鉄道
網の機能強化

◎環境と共生する都市づくりの推進
　○「新たな交通システムの導入検討」、「環境にやさしい交通体系」の構築

＊ゾーニングは都市づくりの方向性をイメージとして表現したものです。

凡例 〈環境共生〉

複合市街地ゾーン

環境調和ゾーン

自然的環境保全ゾーン

〈自立と連携〉

広域拠点

新たなゲート

地域の拠点

県土連携軸
（都市連携軸）

都市連携軸
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1-3 藤沢市都市マスタープランの概要 /////////////////////////////////////////////////////////
（１）将来都市像と都市のめざす方向性

都市マスタープランで描く将来都市像を「自立するネットワーク都市」として、都市のめざ
す方向性を示しています。

○将来都市像（都市マスタープラン） ○都市のめざす方向性

（3）都市づくりの基本方針
将来都市像を実現していくため、以下の 6 つをテーマに都市づくりの基本方針を示してい

ます。

○都市づくりの基本方針

○13地区別まちづくり
○活力を生み出す都市づくり
○低炭素社会構築に向けた都市づくり
○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

『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

（2）将来都市構造の構成要素と交通体系の方向性
将来都市像を実現する都市構造として、5 つの要素で構成するとしています。その構成要

素としては、交流・連携の骨格となる「交通体系」、交流の場となる「都市拠点」、「自然空
間体系」、「市街地の構成」、身近な市民生活を支える「地区の構成と地区拠点」としています。

交通体系の方向性は、以下のように示しています。

○将来都市構造の構成要素 ○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、都市拠点、都市相互間を結び、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

○交通体系　　　 全国、首都圏の交通体系
　　　　　　　　 都市間の交通体系
○都市拠点（交流・交通結節拠点）
○自然空間体系
○市街地の構成
○地区の構成と地区拠点

藤沢市をとりまく状況と交通課題
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■広域的に連携するネットワークづくり方針図（都市マスタープラン）
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Ａ’Ａ

B’B 相模野台地

境
川

引
地
川

A-A’断面

B-B’断面

■地形の状況

○藤沢市の地形は、相模野台地を境に南部と北部の地域に大きく分けることができます。
○南部地域は、鎌倉連山の縁辺部以外は、比較的平坦な地形となっています。
○北部地域は、南北方向を縦断する形で引地川、境川が流れており、A－A'断面にあるよう
　に東西方向の河岸段丘では高低差がある地形と平坦地により形成されています。
○南部地域では村岡地区、片瀬山など、北部地域では引地川、境川の河川沿いなどで、高
　低差があることから、特に高齢者の移動や自転車移動の制約となっている地域が見ら
　れます。

2　 藤沢市をとりまく状況

2-1 藤沢市の社会情勢 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（１）地形　～南部は平坦地・北部は河川沿いの河岸段丘と平坦地で形成～

藤沢市をとりまく状況と交通課題
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（2）土地利用状況　～鉄道駅を中心にコンパクトな都市構造～

○藤沢市は、「住宅・観光・産業の調和のとれた独立型衛星都市」の建設を基本方針と
し、綜合都市計画を定め、都市づくりを進めました。

○南部地域では、JR東海道本線の藤沢駅、辻堂駅などに商業施設が集積し、JR東海道
本線沿線には工場、研究所が多く立地しています。また、その周辺となる藤沢、鵠沼、村
岡地区を中心に住宅地が広がっています。

○北部地域では、産業基盤の確立を目的とする湘南台駅の設置を含めた「北部工業開発
事業」を進め、工場が桐原工業団地を中心に集積し、小田急沿線の湘南台駅、長後駅な
どの鉄道駅周辺や、湘南大庭地区に住宅地が広がっています。御所見・遠藤地区は、農
業地域が広がる中、慶応義塾大学、工業地、住宅地が点在しています。

■藤沢都市計画総括図
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（3）主要な施設の立地状況　～鉄道駅、バス路線沿いを中心に立地～

○藤沢市の大規模な商業施設、病院、診療所の多くは、藤沢駅、湘南台駅、辻堂駅など鉄
道駅周辺に集中して立地しています。特に、藤沢市の都心、広域交流拠点である藤沢駅
周辺への集積が目立ちます。鉄道駅から離れた地域では、バス路線が通っている幹線
道路沿いを中心に立地しています。

○大学、高校については、概ね鉄道駅の徒歩圏か、バス路線沿線に立地しています。ただ
し、一部の大学、高校では鉄道駅やバス路線から離れた地域に立地している学校も
見られます。

■病院、商業施設、学校の立地状況
【資料：藤沢市ホームページ、国土数値情報、全国大型小売店総覧2011】
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1

（4）産業系市街地の状況　～鉄道、幹線道路沿いを中心に立地～

○藤沢市の産業系市街地の状況としては、昭和30年代からJR東海道本線沿線への工場の
立地が進み、産業基盤の確立を目的とした「北部工業開発事業」が進められたことで、
大規模な工場や桐原・藤沢工業団地など、現在の産業系市街地の状況となりました。

○近年の産業構造の転換によって、南部地域の産業系市街地を中心に、工場の転出が進
み、湘南シークロスによる都市再生事業や、研究機能への転換が進んでいます。北部地
域では、新たな産業拠点となる「新産業の森」の整備を進めています。

■産業系市街地の立地状況
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（5）人口
１）人口動向　～年少人口、生産年齢人口の減少へ～

○藤沢市の総人口は、1995年（平成7年）の約36.8万人から、2013年（平成25年）には約
41.6万人と増加しています。2005年（平成17年）には、0歳から14歳までの年少人口と、15
歳から64歳までの生産年齢人口の年齢構成割合が減少傾向に転じています。

○高齢化の推移としては、1995年（平成7年）の11.0％から、2013年（平成25年）には21.1％
と急速に高齢化が進んでいます。今後も、この傾向が続くことが想定されます。

■人口の年齢構成の推移
【資料：国勢調査・国勢調査ベースによる推計人口】

55,635人 53,905人 55,751人 56,633人 57,683人

271,962人 273,583人 274,838人 271,709人 271,183人

40,653人 51,631人 65,408人 81,310人 87,961人368,651人

（人）

379,185人
396,014人

409,657人 416,832人

15.1% 14.2% 14.1% 13.8% 13.8%

73.8% 72.2% 69.4% 66.3% 65.1%

11.0% 13.6% 16.5% 19.8% 21.1%

1995年
（平成7年）

2000年
（平成12年）

2005年
（平成17 年）

2010年
（平成22 年）

2013年
（平成 25 年）

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

0 ～ 14歳 15 ～ 64 歳 65 歳以上＜凡例＞
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2）人口の分布　～主に鉄道駅を中心に人口が集積～

○藤沢市の人口の分布を見ると、JR東海道本線、小田急江ノ島線、江ノ島電鉄線などの鉄
道駅を中心に、人口が集積しています。また、鉄道駅から離れている辻堂駅南側の辻堂
団地や湘南大庭地区などでも人口が集積している地域が見られます。

○御所見・遠藤地区では、大半が市街化調整区域であることから、人口が少ない地域が広
がっています。

■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）昼夜間人口の動向　～夜間人口は増加の一方、昼間人口は減少～

○藤沢市の夜間人口は、1980年（昭和55年）から2010年（平成22年）まで増加している一
方で、昼間人口は、2005年（平成17年）までは増加していましたが、2010年（平成22年）
には減少に転じています。

○昼夜間人口比率を見ると、1980年（昭和55年）から2005年（平成17年）までは、0.95前後
となっていましたが、2010年（平成22年）には、昼間人口が減少したことから、0.91と低下
しています。これらのことから、市内で働く人、学ぶ人が減少する一方で、市外で働き、学
ぶ人が増えていることがうかがえます。

■昼夜間人口の推移
【資料：国勢調査】

299,512
328,299

349,502
368,250 379,119 395,997 409,657
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315,368 331,397 345,432 359,560 375,800 373,604

0.96 0.96
0.95 0.94 0.95 0.95

0.91

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

1980年
（昭和55年）

1985年
（昭和60年）

1990年
（平成2年）

1995年
（平成7年）

2000年
（平成12年）

2005年
（平成17年）

2010年
（平成22年）

夜間人口 昼間人口 昼夜間人口比率 A

（人）

＜凡例＞
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（6）健康の視点
１）医療保険及び介護保険の推移　～高齢化に伴う医療・介護費用の増加～

2）公共交通利用と健康　～公共交通利用は自動車に比べ消費カロリーが2倍以上～

22
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給付総額：介護保険（保険給付費）（億円）

1人当費用額：医療保険（保険給付療養諸費）（万円）

（
　  

　）

（
　  

　）

■医療保険及び介護保険の推移
【資料：藤沢市の国民健康保険】

■移動に伴う消費カロリー比較
【資料：第6次改定日本人の栄養所要量】

○藤沢市の医療保険及び介護保険の給付額は、2008年度（平成20年度）から、2012年度
（平成24年度）にかけて、医療保険、介護保険の給付額が増加しています。

○1人当りの費用額も、医療保険、介護保険ともに、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。

○公共交通とクルマの移動に伴う消費カロリーを見ると、クルマに比べ、公共交通を利用し
た移動に伴う消費カロリーは、2倍以上になっています。

○このようなことから、公共交通を利用して移動することは、日常的に体を動かすことにつ
ながり、健康増進にもつながることがうかがわれます。

200

100

0
公共交通 クルマ

移動に伴う消費カロリー（kcal）

消費できるカロリー

2倍以上！
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1日あたりのCO2排出量（kg）

（7）環境の視点
１）藤沢市における温室効果ガスの排出量　～運輸部門は横ばい傾向～

2）自動車利用と環境　～自動車を使わない生活はCO2排出量が半分以下に～

○藤沢市の温暖化対策として、「藤沢市地球温暖化対策実行計画（2014年（平成26年）
3月策定）」では、運輸部門を含む全体で、「効果管理用算定による削減目標として、
1990年度（平成2年度）を基準とし、2022年度（平成34年度）までに40％削減する」こ
とを目標としています。 

○運輸部門の温室効果ガス排出量を見ると、2005年度（平成17年度）からほぼ横ばい
の状態が続いており、計画の目標達成には、自動車からの温室効果ガスなどの抑制に
向け、さらなる取組が求められています。

○「クルマを使わない一日の生活」と、「クルマを1時間利用する一日の生活」を比べると、1
人のひとが1日に排出する二酸化炭素の量が2倍以上にもなってしまいます。

○普通に暮らしていても、二酸化炭素は出るものですが、自動車利用を少しでも控えていく
ことで、二酸化炭素の排出量を減らしていくことができます。

■温室効果ガス排出量の推移
【資料：藤沢市地球温暖化対策実行計画（H23.5.11）】

■1人1日に排出する二酸化炭素量の比較
【資料：環境省】
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（8）観光の視点　～藤沢市を訪れる観光客は増加傾向～

○藤沢市の観光客数は、全体的には増加傾向となっています。2012年（平成24年）時点で
は、約1,520万人の方が藤沢市の観光地に訪れています。

○2000年（平成12年）時点と、2009年（平成21年）と比較すると、海水浴客が約2倍、海水
浴以外の観光客も1.5倍以上増加しています。

■入込観光客数の推移
【資料：藤沢市観光振興計画（H23.3）】

663 740 647
761 805 837 891 912 932 963

1,112
893

1,140

195
179

208

269
452 384

403 433 408 423

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

海水浴 海水浴以外
（万人 / 年）

858
7%
919 -7%

855

21%
1,030

22%
1,257 -3%

1,220

6%
1,294

4%
1,345

0%
1,340

3%
1,386

11%
1,541

27%
1,515

％前年比
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（9）安全・安心の視点
１）緊急輸送道路の被害予測　～橋梁などで中規模損傷を想定～

○神奈川県では、災害発生時の応急活動に必要な物資などを円滑に輸送するため、市町
村対策本部、物資受入港、ヘリコプター臨時離着陸場などを結ぶ342路線を緊急輸送道
路に指定し、ネットワーク化を図っています。藤沢市内では、東西方向に国道134号、新
湘南バイパス、県道30号（戸塚茅ヶ崎）、県道44号（伊勢原藤沢）、県道22号（横浜伊
勢原）、南北方向に、国道467号などが緊急輸送道路となっています。

○神奈川県の被害想定調査によると、市内の緊急輸送道路では、橋梁などで中規模損傷
が想定されています。

■緊急輸送道路
【資料：神奈川県  緊急輸送道路網図（平成26年3月）】
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2）津波浸水予測　～湘南海岸沿岸部に津波浸水予測範囲が広がる～

○神奈川県による慶長型地震による津波浸水予測では、藤沢市南部の海岸沿い、江の島
地域、境川、引地川河口部で、津波による浸水が予測されています。特に片瀬、鵠沼地区
では、境川、引地川沿いを中心に津波の浸水予測範囲が内陸部に広がっています。

○沿岸部では、津波避難ビルへの移動経路や、津波の浸水予測範囲から離れるための
内陸部への移動を円滑にするため、都市計画道路や主な市道の充実を図っていくこと
が必要です。

■津波浸水予測図
【資料：慶長型地震による津波浸水予測図（神奈川県、掲載日：2012年（平成24年）5月30日）】
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3）交通事故の発生状況　～件数は減少傾向、高齢者・自転車関連事故に注目～

○藤沢市内において、2006年（平成18年）時点で2,700件以上あった交通事故件数は、
2012年（平成24年）時点で約1,800件を下回り、減少傾向にあります。しかし、死者を伴う
事故は、減少傾向とはいえない状況にあります。

○近年、高齢者や自転車が関係する事故が注目されており、藤沢市でも2006年（平成18
年）から2010年（平成22年）までは、高齢者が関係する事故は年間500件超、自転車に
関係する事故は、年間600件超発生する状況が続いていましたが、2011年（平成23年）
からは、高齢者・自転車に関係する事故ともに、減少傾向となっています。

■交通事故発生状況の推移（高齢者、自転車事故）
【資料：藤沢市交通事故統計（H23.4）】

■交通事故発生状況の推移
【資料：藤沢市交通事故統計（H23.4）】
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2-2 藤沢市の交通情勢 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（１）交通量（総トリップ数）と1人あたりのトリップ数の変化

○藤沢市の交通量（総トリップ数）は、2008年（平成20年）に約124万トリップとなり、この
10年間で約8.7％増加しています。市内々での移動よりも、市内から市外へと動く、広範囲
な行動パターンが増える傾向となっています。

○藤沢市の1人1日あたりのトリップ数としては、1998年（平成10年）の2.44から2008年（平
成20年）の2.47と微増しています。年齢構成別の傾向としては、15歳から39歳までが減少
する一方で、60歳以上の年齢層では増加しています。東京都市圏全体の傾向と同様に、
高齢者のトリップ数の増加傾向が顕著となっています。また、藤沢市の5歳から9歳までの
トリップ数が増加しています。

■藤沢市を発着する交通量（総トリップ数）の変化

■1人あたりのトリップ数
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（2）市民1人1日あたりのトリップ数（性年齢階層別）

○藤沢市市民1人1日あたりのトリップ数を性年齢別に見ると、35歳から49歳までのトリップ
数が男性よりも女性の方が多くなっています。子育て世代の女性などの移動が多くなって
いると考えられます。

○また、55歳以上のトリップ数では、女性よりも男性の方が多くなっています。退職後の私
的な活動に伴う移動が多いと考えられます。

■藤沢市民の1人1日あたりのトリップ数（2008年（平成20年）男女別）
【資料：東京都市圏パーソントリップ調査】

　　　※トリップとは、人がある目的をもって、「出発地」から「目的地」へと移動する単位です。
【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
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（3）周辺都市への移動傾向　～横浜市、東京都区部、神奈川西部への移動が増加～

○藤沢市民の周辺都市への移動傾向は、藤沢市の交通量（総トリップ数）の伸び率を上回
り、増加傾向にあります。東京都区部、綾瀬市などへのトリップ数の増加は20％を超え、
その他神奈川県西部、大和市などへのトリップ数の増加も10％を超えています。

○移動手段別の傾向としては、「鉄道」のトリップ数がこの10年で増加傾向の一方で、自動
車は減少傾向となっています。

○「鉄道・地下鉄」については、東京都区部、横浜市などへの移動がこの10年で増加して
います。「自動車」については、全体的にトリップ数がこの10年で減少傾向となっていま
すが、綾瀬市への移動が約5割程度増加しています。

■藤沢市発着の市外間移動トリップ数

■藤沢市発着の市外間トリップ数（全手段、鉄道・地下鉄、自動車）
【資料：東京都市圏パーソントリップ調査（H10、H20）】

移動先
全手段 鉄道 自動車

H10 H20 増減率
（H20/H10） H10 H20 増減率

（H20/H10） H10 H20 増減率
（H20/H10）

藤沢市

茅ヶ崎市 76.75 80.04 104% 14.82 20.65 139% 40.23 36.70 91%
寒川町 11.07 10.60 96% 1.53 2.14 139% 8.63 7.08 82%

その他神奈川県西部 81.35 91.48 112% 41.03 51.20 125% 37.07 33.27 90%
綾瀬市 17.55 24.43 139% 2.65 3.28 124% 11.38 16.87 148%

東京都多摩部 14.56 18.45 127% 11.38 15.81 139% 2.98 2.03 68%
大和市 25.32 29.18 115% 11.36 15.89 140% 11.10 9.30 84%

埼玉県・千葉県・茨城県 6.79 9.00 133% 4.15 6.92 167% 2.64 1.54 59%
東京都区部 79.35 96.84 122% 72.15 90.03 125% 6.75 5.14 76%

川崎市 19.56 20.92 107% 14.29 17.37 122% 4.89 2.84 58%
横浜市 150.28 161.90 108% 81.24 105.43 130% 59.45 42.95 72%

その他神奈川県東部
（横須賀市・逗子市等） 12.21 12.54 103% 6.58 6.66 101% 5.48 5.32 97%

鎌倉市 70.52 75.32 107% 24.56 28.88 118% 31.98 24.80 78%
合計 565.30 630.69 112% 287.73 364.26 127% 222.59 187.83 84%

H20/H10が110％以上 H20/H10が90％未満 単位：千トリップ
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（4）藤沢市内における移動傾向　～藤沢・辻堂・湘南台での移動が多い～

○商業・業務機能が集積する藤沢駅周辺では、「藤沢」、「鵠沼」を中心に「村岡」、「片
瀬」の移動が多くなっています。辻堂駅周辺では、「明治」、「辻堂」、「鵠沼」間での移
動が多くなっています。

○大規模な工場や商業地の集積している湘南台駅周辺では、「湘南台」から「六会」、「長
後」間での移動が多くなっています。

■市内地区間交通量
【資料：東京都市圏パーソントリップ調査（H20）】
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（5）移動距離と交通手段別の利用状況（藤沢市）

■移動距離と交通手段別の利用割合
【資料：東京都市圏パーソントリップ調査（H20）】

○藤沢市における交通手段別の利用状況を見ると、以下のようになっています。
　・自 転 車　→

　・徒　  歩　→

　・自動二輪　→

　・自 動 車　→

　
　・バ　  ス　→

　・鉄　  道　→

自転車の移動は、10km程度までの移動距離まで利用されています。
特に、1kmから3km未満までの移動距離で2割を超えた高い割合と
なっています。
徒歩での移動は、1km未満で約7割、1kmから2km未満で約5割と高
い割合となっていますが、5km程度までで収束しています。
自動二輪での移動は、4km未満での利用割合が低くなっていますが、
4kmを超える距離帯から利用割合が増えており、8km～9km未満の
距離帯の利用割合が最も高くなっています。
1km未満からの距離帯でも約1割の利用割合となっています。1kmか
ら2km未満で2割を超え、2kmから3km未満で約4割の利用割合と
なっています。4kmから10kmの距離帯で5割を超える利用割合となっ
ています。
2kmから3km未満の距離帯から利用割合が増えており、3kmから
8km未満までの距離帯での利用割合が1割程度で高くなっています。
3kmから4km未満の距離帯から利用割合が増えており、移動距離が
増えるに従い割合が高くなる傾向が見られます。10km以上の距離帯
では、4割を超える利用割合となっています。
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（6）交通の手段（代表交通手段構成）　～この10年で鉄道利用が増加～

■代表交通手段構成（近隣都市との比較：2008年（平成20年））
【資料：東京都市圏パーソントリップ調査（H20）】

※代表交通手段とは、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います。

■代表交通手段構成(平成10年と平成20年の比較)
【資料：東京都市圏パーソントリップ調査（H20）】
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28.8%
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13.8%

5.6%

8.3%
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23.5%

17.1%

11.2%

24.6%

28.4%

28.2%

25.2%

24.0%

26.0%

25.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

藤沢市
(1,718千トリップ)

横浜市戸塚区
(986千トリップ)

横浜市泉区
(521千トリップ)

鎌倉市
(765千トリップ)

茅ヶ崎市
(836千トリップ)

大和市
(873千トリップ)

神奈川県計
(34,987千トリップ)

鉄道 バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 A

＜凡例＞

○藤沢市の交通の手段構成を見ると、2008年（平成20年）では、鉄道25.9％、バス3.1％、
自動車29.6％、自転車13.8％、徒歩24.6％となっています。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。1998年（平成10年）と比べ、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約5％低下しています。

○近隣都市と比べると、藤沢市以東の横浜市戸塚区、鎌倉市に比べ鉄道、バスの利用割
合が低い一方で、自転車の利用割合が高いことが特徴としてあげられます。また、藤沢
市北側、西側に隣接する大和市、茅ケ崎市と比べると、鉄道、バスの利用割合が高い一
方で、自転車の利用割合が低くなっています。
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（7）交通量（総トリップ数）の目的別構成　～通勤・通学の構成割合が低下～

○藤沢市の目的別の交通手段構成割合を見ると、1998年（平成10年）と2008年（平成20
年）を比べると、「通勤」、「通学」、「帰宅」の構成割合が低下しています。

○勤務先などの外出先から買物、通院、習い事などへ立ち寄る「その他私事」が5％増加し
ています。

○2005年（平成17年）から、藤沢市でも生産年齢人口が減少傾向となっており、特に、
1947年（昭和22年）から1949年（昭和24年）に産まれた、いわゆる団塊の世代の退職や、
少子化の影響などから、「通勤」、「通学」の構成割合の低下が進んでいることが考えら
れます。

＜目的の詳細について＞
　○自宅から出発するトリップ
　　・「通勤」：自宅から勤務先への移動
　　・「通学」：自宅から通学先への移動
　　・「自宅－業務」：自宅から出張や打合せ先、作業場などへの移動
　　・「自宅－私事」：自宅から買物や通院、習い事、レジャー、送迎への移動
　○自宅外から出発するトリップ
　　・「勤務・業務」：勤務先などの自宅外からの出張や打合せ先、作業場などへの移動
　　・「その他私事」：勤務先などの自宅外から買物や通院、習い事、レジャー、送迎への
　　　移動（買回り行動も含まれる）
　　・「帰宅」：勤務先などの自宅外から自宅への移動

■交通量（総トリップ数）の目的別構成
【資料：東京都市圏パーソントリップ調査（H10、H20）】
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17%
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41%
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14%

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

1998 年
（平成10年）

2008 年
（平成 20年）

通勤 通学 自宅－業務 自宅－私事

帰宅 勤務・業務 その他私事 不明

発生集中量
（トリップエンド ）

1,658 ,673

1,758 ,059

＜凡例＞
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（8）鉄道駅までの交通手段

○鉄道駅までの交通手段としてバスの利用割合は、JR東海道本線の藤沢駅・辻堂駅、小
田急江ノ島線の長後駅・湘南台駅が15％を超えており、駅勢圏が広がっていることがう
かがえます。特に、鉄道3路線が乗り入れている藤沢駅では、徒歩の構成割合が7割を超
えており、徒歩圏も広くなっていることがうかがえます。また、辻堂駅は、自転車の利用割
合が他の駅よりも高く、自転車の利用圏域が広がっていることがうかがえます。

○これらの鉄道駅以外については、徒歩の利用割合が80％を超えており、各鉄道駅への
移動手段としては徒歩利用が主なものとなっています。

■鉄道駅までの交通手段構成（鉄道駅別の比較）
【資料：東京都市圏パーソントリップ調査（H20）】
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藤沢駅
(163千トリップ)

辻堂駅
(94千トリップ )

長後駅
(33千トリップ)

湘南台駅
(82千トリップ )

六会日大前駅
(28千トリップ)

善行駅
(30千トリップ)

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)

片瀬江ノ島駅
(9千トリップ)

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)

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)

/

バス 自動車 自動二輪 自転車 徒歩 その他 A

＜凡例＞
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（9）高齢者の行動特性　～鉄道利用が減少し、自動車利用の増加傾向～

○藤沢市の65歳以上の高齢者の代表交通手段としては、65歳未満と比べると鉄道利用割
合が減少する一方で、バス、自動車、徒歩の利用割合が増加する傾向となっています。

○65歳から74歳までの前期高齢者では、自動車の構成割合が31.0％と高くなっています。
75歳以上の後期高齢者では、自動車、鉄道の利用割合が下がる一方で、バス、徒歩の利
用割合が増えています。

○1998年（平成10年）と2008年（平成20年）を比べると、高齢者の移動手段として、自動車
の利用割合が増加しています。また、75歳以上の後期高齢者では、バス、自動車、自転車
の利用割合が増加しています。

■代表交通手段構成（高齢者）
【資料：東京都市圏パーソントリップ調査（H20）】
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65 歳以上

65～ 74歳

75 歳以上

＜凡例＞
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（10）将来的な交通の見通し
1）将来の交通量（総トリップ数）の見通し  ～鉄道・徒歩が減少、自動車が増加～

○藤沢市の2030年（平成42年）の将来交通量（総トリップ数）は、2008年（平成20年）より
も減少していく傾向となっています。

○代表交通手段別構成割合の推移を見ると、将来的には、鉄道、自転車が1％程度減少
し、徒歩も4％程度減少する一方で、自動車が6％程度、増える見通しとなっています。

○代表交通手段別の交通量（総トリップ数）の推移を見ると、将来的には、バス、自動車
は増加する一方で、鉄道、自転車、徒歩が減少する見通しとなっています。

■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）】

■将来の代表交通手段別交通量（総トリップ数）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）】
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＜凡例＞
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2）将来のバス利用者の見通し　～特に、鉄道駅までのバス利用が増加～

○将来2030年（平成42年）に、藤沢市ではバスを主な交通の手段（代表交通手段）とす
る利用者と、鉄道駅までのバス利用者ともに、増加する見込みとなっています。その合
計では、藤沢市全体で13.6万人となり、2008年（平成20年）よりも約1.3万人増加する見
込みとなっています。

○特に、鉄道駅までバスを利用する利用者数が大きく増加する見込みとなっています。
○この予測結果によると、主な交通の手段（代表交通手段）としてバスを利用する人や、自

動車、自転車、徒歩を用いて、鉄道駅に向かっている人が、バス利用に転換していくこと
が見込まれます。

■将来のバス利用者数の見通し
【資料：藤沢市都市交通体系策定業務委託報告書（H24.3）】
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（11）交通手段別の状況
1）自動車交通
① 都市計画道路などの整備状況　～南部地域、長後周辺に未整備が多い～

○藤沢市域の都市計画道路の整備状況を見ると、北部地域を中心に、土地区画整理事
業などにより都市計画道路の整備を進めてきました。2013年（平成25年）4月時点の都
市計画道路の整備率としては、約74％となっています。

○現在、整備中の路線としては、北部第二（三地区）土地区画整理事業や柄沢特定土地
区画整理事業内の都市計画道路のほか、藤沢石川線、（仮）湘南台寒川線の一部区
間などがあります。

○未整備区間、路線としては、鵠沼、辻堂、長後地区に多くあります。南部地域を中心
に、横浜湘南道路や、県道43号（藤沢厚木・辻堂工区）、横浜藤沢線の一部区間など
近隣都市と連絡する広域的な主要幹線道路が未整備、整備中となっています。

■都市計画道路などの整備状況
【資料：都市計画基礎調査（H23）】
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○2030年（平成42年）の時点で、藤沢市域の都市計画道路が全て整備された場合を想
定し、道路混雑度を確認すると、大きく混雑する路線は見られない推計結果となって
います。

○将来的に自動車交通量が増加しても、計画されている道路を整備していけば、現状で
混雑が見られる路線を含め、改善していくことが想定されます。

○財政状況など様々な制約条件の中で、全ての路線を整備することは難しいため、優先
順位を決めながら、段階的に整備を進めていく必要があります。

■将来道路混雑度（2030年（平成42年））: 全ての都市計画道路が整備された場合）
【資料：藤沢市都市交通体系策定業務委託報告書（H24.3）】

② 将来の道路混雑状況　～全ての都市計画道路が整備されると混雑緩和～
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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東海道本線、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。

■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】

<駅勢圏・バス停勢圏の
設定>

・駅勢圏・バス停勢圏の設定につ
いては、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分から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。

・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としています。

面積
【ha】

夜間人口
【人】

高齢者数
【人】

鉄道600ｍ圏
（6本/ｈ以上）

1,166
(16.7%)

108,304
(25.8%)

22,974
(26.2%)

鉄道600ｍ圏
（3～6本/ｈ）

213
(3.1%)

21,230
(5.1%)

4,835
(5.5%)

バス停300ｍ圏
（1本/ｈ以上）

3,420
(49.1%)

194,984
(46.5%)

40,359
(46.1%)

バス停300ｍ圏
（1本/ｈ未満）

705
(10.1%)

29,816
(7.1%)

5,883
(6.7%)

その他 1,464
(21.0%)

65,238
(15.5%)

13,548
(15.5%)

合計 6,968
(100.0%)

419,572
(100.0%)

87,600
(100.0%)
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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の形成を図っていく必要があり
ます。

■自転車の動き
【資料：東京都市圏パーソントリップ調査（H20）】
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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：2011 年（平成 23 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分から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。

■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。

（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分未満のバス利用者は、「満足」、「やや満
足」の合計が約9割を超えています。5分から10分未満でも「満足」、「やや満足」の合計
が約8割という結果になっています。

○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」及び「やや満
足」の合計が約7割という結果となっています。

■週1回以上自動車を利用する人の満足度の傾向
【交通に関する市民意識調査（Ｈ23）】

■週1回以上バスを利用する人の満足度の傾向
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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ふ
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。
【交通まちづくりに関わる広域的な視点】

（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の一方、北部
地域は河岸段丘と平坦地で形成され、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。土地利用と人口集積の状況としては、鉄道駅を中心にコ
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。鉄道駅から離れた湘南
大庭、村岡地区などでも、主要なバス路線沿いを中心に、人口が集積している地域もある
一方で、市街化調整区域が広がる御所見・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、病院が立地しています。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、高齢者や自転車での移動制約となる高低差など、地域特性に応
じて交通施策を展開していくことや、コンパクトな都市構造を有する強みを生かしながら、
人口減少、超高齢社会を支える持続可能な総合交通体系を構築していくことが重要とな
ります。

また、藤沢駅周辺に集積する医療、商業、行政などの都市機能を市民全体が享受でき
る交通環境を創っていくことも重要となります。
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、六会か
ら善行駅間、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。

昼夜間人口の動向を見ると、夜間人口は増加傾向にありますが、昼間人口は、2010 年（平
成 22 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、2010 年（平成 22 年）には 0.91と低下しています。

○自立して、健康にいきいきとくらせる都市づくり
○地域特性に応じたきめ細かなまちづくり
○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

藤沢市をとりまく状況と交通課題

第 

2 

章

47



夜間人口が増える中、昼間人口が減少傾向となっており、また、市外への通勤・通学
での移動も増えています。高齢化が進む一方で、生産年齢人口の減少する中、高齢者の
交通ニーズへの対応も必要となっています。このような状況も踏まえた交通体系が重要と
なります。

【地形・土地利用・人口の視点から】

4）健康・環境の視点
藤沢市では、市民の医療保険及び介護保険の給付額と、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、高齢化が進む中、この傾向が続くことが想定されます。
また、自動車利用に比べ、公共交通を利用することによって消費できるカロリーは、2 倍

以上となっています。公共交通を利用して移動することは、日常的に体を動かすことになり、
健康増進にもつながることがうかがわれます。

このようなことから、高齢者などが外出しやすく、健康な生活が永くおくれるようにす

3）産業・観光の視点
藤沢市の事業所数は 1996 年（平成 8 年）をピークに減少しています。一方、従業者数を

見ると、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、
近年では増加傾向に転じています。

産業系市街地の状況としては、JR 東海道本線沿線と、桐原工業団地周辺に産業系市街
地が広がっています。産業構造の転換の影響などから、市内の工場撤退などが進む中、湘
南シークロスの都市再生事業や、研究機能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。

藤沢市の観光客数としては、全体的には増加傾向となっており、年間約 1,520 万人の観光
客が藤沢市の観光地に訪れています。

都市拠点に集積する商業、公共公益施設への移動性向上を図るため、各都市拠点への
公共交通によるアクセス性を高める取組や、産業構造の転換が進む中、市内事業所への
通勤環境や、産業活動を支える道路環境の整備などに取り組んでいくことも重要となりま
す。また、増加傾向にある観光客の方々が、市内を移動しやすくしていくことも重要とな
ります。

【産業動向・観光の視点から】

○多様な交通ニーズへの対応を図るため、地形、地域特性に応じた交通サービスの充実
を図っていくことが求められます。

○都市拠点に集積する商業、公共公益施設への移動性向上を図るため、各都市拠点へ
の公共交通によるアクセス性を高めていくことが求められます。

○今後とも、都市活力を維持していくため、産業集積の維持・充実に向けた高速道路な
どへのアクセス性を高めていくことが求められます。

○人口減少、産業の活力低下などの影響から財政状況も厳しさを増しています。このた
め、交通基盤の整備や維持管理を取り巻く環境も厳しくなっております。交通施策の
展開にあたっても、財政状況に配慮し、優先順位を付けながら進めていくことが求め
られます。
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るなど、市民の健康増進につながる移動環境づくりを進めていく視点も重要となります。
「藤沢市地球温暖化対策実行計画（2014 年（平成 26 年）3 月策定）」では、運輸部門を

含む全体で、「効果管理用算定による削減目標として、1990 年度（平成 2 年度）を基準とし、
2022 年度（平成 34 年度）までに 40％削減する」ことを目標としています。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。

また、自動車を使わない1日の生活と、自動車を1 時間利用する1日の生活を比べると、
1 人の人が、1日に排出する二酸化炭素量が 2 倍以上となってしまいます。自動車利用を少し
でも減らしていくことで、二酸化炭素の排出量を減らしていくことができます。

このようなことから、運輸部門からの温室効果ガス排出量の横ばいが続く中、運輸部
門でも、自動車の省エネルギー化などを進めながら、公共交通の利用促進、道路交通の
円滑化など温室効果ガス排出抑制にさらに取り組んでいくことが重要となります。

【健康・環境の視点から】

○高齢化が進む中、車両、交通施設など交通環境のユニバーサルデザイン化に取り組ん
でいくことが求められています。

○地球環境負荷への軽減を図るため、公共交通、自動車交通などの運輸部門でも温室
効果ガス排出量の削減に向けて、さらに取り組んでいくことが求められています。

5）安全・安心の視点
藤沢市では、国道 134 号、国道 467 号などの緊急輸送道路が指定されていますが、神奈

川県の被害想定調査によると、それらの緊急輸送道路の橋りょうなどで中規模損傷が想定
されています。また、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区間・路線があります。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。近年、ゲリラ豪雨など異常気象も多く
発生しています。

緊急輸送道路は、震災時に橋りょうなどで中規模損傷が想定されていることから、避
難路をネットワークの視点から考えていくことが重要となります。また、津波避難ビルへ
の避難や、津波遡上範囲からの避難を円滑にしていくことや、近年、多くなっているゲリ
ラ豪雨などへの対応も重要となります。

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 ～ 600 件程度
発生する状況が続いています。また、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。

高齢者や自転車に関係する交通事故が注目される傾向や、交通が集中する鉄道駅周辺
や幹線道路での交通事故も多い傾向を踏まえながら、交通安全対策を進めていくことが
重要となります。また、踏切部の交通安全対策も重要となります。
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【安全・安心の視点から】

○津波浸水が予想される沿岸部では、避難路として有効となる沿岸部の都市計画道路な
どの整備とともに、災害に強い緊急輸送道路ネットワークの形成が求められます。ま
た、緊急避難道路や、多くの人が集まる主要な鉄道駅など交通施設の耐震化を図ってい
くことが求められます。

○主要な鉄道駅を中心に、鉄道事業者、商業者などの関係機関が参加して、帰宅困難者
対策協議会を設置し、対策を推進することが求められています。

○ゲリラ豪雨などによる道路冠水などへの対策が求められています。
○高齢者などの移動の安全性を確保していくことや、鉄道駅周辺、幹線道路及び踏切部

での交通安全対策など、移動しやすい交通環境を整備していくことが求められてい
ます。

（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（総トリップ数）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とした移動が多くなっ
ています。

市民 1 人 1日あたりのトリップ数を見ると、この10 年で、高齢者のトリップ数が増加して
います。高齢者の移動傾向としては、女性よりも男性が多く、また、鉄道の利用割合が減少
し一方で、自動車利用、徒歩が増える傾向となっています。この他の傾向としては、子育て
世代の女性などの移動も増えています。

交通の変化としては、団塊世代の退職などによる生産年齢人口が減少する傾向にあり
ながら、東京都区部をはじめとした周辺都市への移動は増加傾向となっています。これ
は、湘南台駅への相鉄いずみ野線・横浜市営地下鉄の乗り入れや、JR 湘南新宿ライン
の開設など、周辺都市への鉄道の輸送力が増強され、東京都区部などへの移動時間の
短縮が図られたことも、大きな要因となっていると考えられます。また、超高齢社会を
見据え、自動車の利用割合が増加傾向にある高齢者の行動特性や移動目的の多様化が
進んでいます。

これらの多様化する交通ニーズに応じた交通政策を進めていくことも重要となります。
2）交通の手段構成

藤沢市の交通の手段構成は、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。交通量の目的別構成は、この10 年で「通勤」、「通学」が低下する一方で、
勤務先などから買物や通院などへの移動の「その他私事」が増加しています。団塊世代の
退職や少子化の影響などにより、「通勤」、「通学」の低下が進んでいると考えられます。

また、鉄道駅までの交通手段としては、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、駅勢圏が広くなっています。特に、藤沢駅では徒歩圏が
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。
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3）将来の交通の見通し
2030 年（平成 42 年）の藤沢市の交通量（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。

【多様な交通ニーズの視点から】

○多様な交通ニーズへの対応を図るため、地域特性に応じた交通サービスの充実を図っ
ていくことが求められます。

○東京都区部などへの広域的な移動や都市拠点などへのアクセス性の向上を図るた
め、広域的な公共交通や道路ネットワークの充実が求められます。

○鉄道駅へ徒歩、自転車、バスで行きやすい環境づくりやバス停へ徒歩などで行きやす
い環境づくりを進めていくことが求められています。

（4）自動車交通
藤沢市では、この10 年で、自動車利用が減少傾向となっていますが、将来の見通しとし

ては、増加傾向となっております。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、休日に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となっています。

将来の見通しとしては、自動車交通の利用割合が増え、高齢者の自動車利用も増加傾
向が続くと想定されています。また、交通渋滞については、将来的に都市計画道路など
を整備していくことで、改善していく見通しとなっています。

このようなことから、公共交通の利用促進とあわせて、都市計画道路の整備を着実に
進めていくことが重要となります。

（5）公共交通
藤沢市民の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、バス利用割合が増加しています。将来の
見通しとしては、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。

また、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、西北部地域などに
鉄道、バスのサービス圏域から外れている地域が見られます。

（6）自転車交通
藤沢市の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）が上回
る状況が見られます。

藤沢市をとりまく状況と交通課題
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このように、自転車交通については、利用実態を踏まえつつ、走行環境づくりや、藤沢
駅周辺など鉄道駅周辺の駐輪対策などにも取り組んでいくことが重要となります。

【交通手段別の状況の視点から】

○多様な交通ニーズへの対応を図るため、地域特性に応じた交通サービスの充実を図っ
ていくことが求められます。

○東京都区部・横浜市などや、藤沢市の都市拠点への移動の利便性向上を図るため、公
共交通や広域的な道路ネットワークの充実が求められます。

○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を図るため、都
市計画道路の整備などによる、道路交通の円滑化や、生活道路への通過交通排除な
どが求められます。

○自転車利用実態を踏まえながら、自転車の利用環境の向上を図っていくことが求めら
れます。

○最寄り駅まで15分程度であれば「満足」、「やや満足」が8割を超えており、公共交通
サービスのめざすべき目標と考えられます。

○インターチェンジまで30分程度であれば、「満足」、「やや満足」が約7割となってい
ます。高速道路などへのアクセス性を高めていく上でのめざすべき目標と考えられ
ます。

（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 割を超える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うかがえます。
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」の割合が約 8 割
を超える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
うバス利用に対する市民意識がうかがえます。
3）自動車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

現時点では、自宅からインターチェンジに到着するまでの所要時間については、「不満」、「や
や不満」が全体の約 6 割を占めています。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」、「やや満足」の割合が約 7 割となっています。最寄りのインターチェ
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うかがえます。

このように、鉄道、バス、自動車、自転車、徒歩のサービスに関する市民意識を把握し、
交通施策を展開していくことが重要となります。

【市民意識の視点から】
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「2．藤沢市をとりまく状況」で整理した問題点をふまえ、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

少子高齢化の進行、人口減少など社会情勢が変化する中、今後とも、市民
生活を支える、持続可能な地域公共交通を構築していくことが重要となります。
また、高齢者、子育て世代、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、多様な人々の円滑な移動を支援する取組も重要とな
ります。

そのため、既存交通サービスの確保・充実とともに、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、多様な人々の移動ニーズに応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ためには、
藤沢駅周辺などの都市拠点や、首都圏の主要都市などへの移動利便性を高め
るとともに、周辺都市との交流・連携を促進する広域道路ネットワークの形
成に向けて、引き続き取り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、藤沢駅周辺の交通
利便性向上・（仮）村岡新駅設置などによる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、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に取り組むことや、公共交通、自動車交
通など運輸部門でも温室効果ガス排出量の削減に向けた取組なども求められ
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、地球環境
など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、自動車利用から公共交通への利用促進、人や物の移動が円滑に
行える道路ネットワーク形成、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、総合的に交通施策を展開しながら、環境にやさしい
交通体系を構築していく必要があります。

3　 藤沢市が抱える交通課題

藤沢市をとりまく状況と交通課題
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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ており、それらに対処す
るための交通安全対策などが重要となります。また、高齢化がさらに進んで
いく中、高齢者などだれもが外出、移動しやすい環境づくりに取り組むことが
重要となります。

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とともに、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ユニバーサルデザイン化とあわせて、バス、タクシーな
ど車両のユニバーサルデザイン化にも、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などの災
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などのネットワー
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。

高齢化がさらに進む中、医療・介護費用の増加など財政状況も厳しさを増
していますが、道路など既存の交通施設を生かしながら交通環境の整備を着
実に進めていくことが重要となります。

藤沢市の主な交通施設としては、整備率が 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。

これらの既存交通施設を有効活用する取組を進めていくとともに、新規の
交通施設整備についても、財政状況などを踏まえつつ、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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●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

「藤沢市をとりまく状況と交通課題」から、将来の交通像を実現するため、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。

4　重要視する視点

○自立して、健康にいきいきとくらせる都市づくり

○地域特性に応じたきめ細かなまちづくり

○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

○多様化する交通ニーズへの対応

○広域連携を支える交通ネットワークの強化

○環境にやさしい交通体系の構築

○安全で安心な移動しやすい環境づくり

○災害に強い交通体系への強化

○既存の交通施設を活かした交通環境づくり

重要視する視点

活　力

地域特性

環境にやさしい

安全・安心

藤沢市をとりまく状況と交通課題
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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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2　将来の交通像のイメージ

■ 将来の交通像のイメージ
※この将来の交通像のイメージ図は、藤沢市で取り組む各交通施策を強調して
　描いたものであり、実際の位置と一致するものではありません。
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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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■現在の最寄り駅まで15分圏の状況
　現在、バス・徒歩によって最寄り駅まで15分で行ける圏域の人口割合は、約7割となってい
ます。バス・徒歩に自転車を加えると、8割を超えます。15分圏域から外れている地域として
は、村岡地区、湘南大庭地区の一部、遠藤・御所見地区などがあります。

凡例
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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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■藤沢駅まで30分圏の状況（現状）
　現状での藤沢駅まで30分圏の人口割合は、約8割となっており、湘南大庭地区の一部、遠
藤・御所見地区が30分圏域から外れています。
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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
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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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基本方針と交通施策

1. 将来の交通像に対応した基本方針
2. 基本方針を実現するための交通施策

第4章



第4章 基本方針と交通施策

1　将来の交通像に対応した基本方針

　藤沢市がめざす将来の交通像を実現するため、4本の基本方針を設定し、交通まちづくり
を進めていきます。

○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
・人口、地形、交通サービス状況、施設立地など地域特性を踏まえ、既存の交通サービ
スの確保・充実を図りながら、それぞれの地域特性に応じた移動しやすい交通体系の
構築を進めます。

・15分以内で最寄り駅まで、30分以内で藤沢駅周辺（中心市街地）まで移動できる交
通体系の実現をめざし、地域、交通事業者、関係機関、行政などが協力・連携を図り
ながら、地域交通の充実に向け交通施策を進めます。

○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
・都市拠点における回遊性及びアクセス性の向上や、拠点間や周辺都市との交流を促
進する広域交通網を整備し、ひと・モノが都市拠点や周辺都市まで快適、円滑に移動
できる交通体系の構築により、持続的な活力の創造を進めます。

・インターチェンジまで30分（産業系市街地から15分）で移動できる交通体系の実現
をめざし、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
・拠点性の高いコンパクトな都市づくりにあわせて、公共交通・自転車の利便性向上
や、自動車利用から環境負荷の小さな交通への転換を促すための意識啓発などによ
り、環境にやさしい交通体系の構築を進めます。

・渋滞箇所の解消、都市計画道路の整備などによる道路交通の円滑化を図り、ひとが
円滑に移動できる地球環境負荷の小さな交通体系の構築を進めます。

○基本方針4　ひとにやさしく・災害に強い交通まちづくり
・だれもが歩きやすく、安全で、快適に、健康でいきいきと暮らせる環境づくりをめざ
し、道路や、鉄道駅周辺施設のユニバーサルデザイン化を進めます。

・災害に強いまちづくりをめざし、避難路として有効な道路ネットワークの形成を図る
ため、都市計画道路などの整備を進め、災害に強い交通体系の構築を進めます。

・既存の交通施設の耐震化など災害に強い交通環境づくりを進めます。
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2-1 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 ///////////////////////////

（1）最寄り駅まで15分の交通体系づくり
　バスや徒歩で最寄り駅まで15分以内で行ける交通圏域は、現在、既存鉄道網を中心に広
がっており、人口割合で約7割となっています。最寄り駅まで15分圏域から外れている地域を
見ると、南部地域では辻堂地区、片瀬地区、村岡地区などの一部があります。北部地域では、
湘南大庭地区、遠藤地区、御所見地区などの一部があります。
　今後とも、通勤・通学時のピーク時において、地域特性に応じた移動しやすい交通体系を
構築していくため、最寄り駅まで15分圏域の拡大とともに、15分圏域の維持・確保に向けた
交通施策を展開します。

〈展開する交通施策〉

①鉄道網の整備・充実による15分圏域の拡大
・いずみ野線の延伸や（仮）村岡新駅設置による鉄道網の整備・充実
・鉄道網の整備・充実にあわせたバス路線の再編

②主要なバス路線の充実
・辻堂駅～湘南ライフタウン～湘南台駅間など主要なバス路線の充実
・公共交通優先システム（ＰＴＰＳ）の導入促進
・バス優先レーン、専用レーンなどの導入促進

③鉄道駅までの交通手段の充実
・既存バス路線の確保・再編と、地域提案型バス路線の新設
・土地区画整理事業など面的開発にあわせたバス路線の再編・新設
・乗合タクシー（ワゴン）やデマンド交通などの導入支援
・利用者の多いバス停環境の整備・改善
・バス乗降方法の改善促進

④幹線道路などの整備による15分圏域の拡大
・最寄り駅まで15分圏域の拡大につながる幹線道路などの整備
・ボトルネックとなる渋滞交差点の改善
・バス路線の走行環境整備・改善

2　基本方針を実現するための交通施策

・人口、地形、交通サービス状況、施設立地など地域特性を踏まえ、既存の交通サービ
スの確保・充実を図りながら、それぞれの地域特性に応じた移動しやすい交通体系の
構築を進めます。

・15分以内で最寄り駅まで、30分以内で藤沢駅周辺（中心市街地）まで移動できる交
通体系の実現をめざし、地域、交通事業者、関係機関、行政などが協力・連携を図り
ながら、地域交通の充実に向け交通施策を進めます。

基本方針と交通施策

第 

4 

章

75



（2）藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分の交通体系づくり
　現在、藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分圏の人口割合が約8割となっています。今後と
も、藤沢駅周辺に集積する様 な々都市機能を市民全体で享受できる都市をめざし、朝夕の通
勤・通学時間以外のオフピーク時でも、30分以内で藤沢駅周辺に行ける交通体系に向けた交
通施策を展開します。
　また、現在、30分圏域にあっても、バス交通については、その運行本数が様々であり、サー
ビス水準に違いが生じています。このようなバス交通のサービス水準の違いを解消していくこ
とも必要と考えています。このため、人口の集積状況などを踏まえながら、サービス水準の向
上に向けた交通施策を、最寄り駅まで15分の交通体系づくりとあわせて進めます。

〈展開する交通施策〉

①30分圏域の拡大
・最寄り駅まで15分の交通体系づくりの推進

②30分圏の拡大に向けた交通結節点の機能強化
・乗り継ぎしやすい交通結節点の環境整備
・ICカードなどによる乗り継ぎ利便性の向上
・鉄道・バスのシームレス化（運行の接続性・情報など）の促進

③30分圏域のサービス水準の向上
○1日1時間当り平均1本未満のバス路線のカバー圏域
・人口が多い地域 → 既存バス路線の再編と地域提案型バス路線の新設による充実
・人口が少ない地域 → 乗合タクシー（ワゴン）やデマンド交通などの導入支援
○1日1時間当り平均3本以上・平均1本以上のバス路線のカバー圏域
・既設バス路線の確保・充実

■ 最寄り駅や藤沢駅周辺（中心市街地）までの交通体系づくりのイメージ
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〇地域交通の既存バス路線の維持・確保
〇地域住民と交通事業者の協働による新たな地域公共交通システムの導入

■ 地域特性に応じた地域交通サービス充実のイメージ

（3）地域特性に応じた地域交通サービスの充実
　南部地域や小田急江ノ島線の沿線地域の一部、西北部地域などには、既存のバス停まで
遠いことや、高低差があることでバスが利用しにくい地域があります。高齢化が進行する中、
最寄りの鉄道駅やバス停まで移動が困難な方が増えつつあり、高齢者などの移動支援に向け
た取組が地域主体で進められているところも見られます。
　地域の身近な足となる地域交通を充実していくため、既存バス路線の維持・確保・再編と
ともに、地域特性やニーズにあった地域交通サービスの向上に向けた交通施策を展開し
ます。

〈展開する交通施策〉

①地域交通の既存バス路線の維持・確保
・既存バス路線の維持・確保・再編と地域提案型バス路線の新設
・近隣都市との広域連携によるバス路線の再編・新設などの検討
・走行環境の確保（路面補修、バス停の改善、看板撤去など）
・企業の送迎バスなどの一元化、乗合化の促進

②地域住民と交通事業者の協働による新たな地域公共交通システムの導入
・乗合タクシー（ワゴン）やデマンド交通などの導入支援

基本方針と交通施策
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（4）地域、交通事業者、関係機関、行政などの協力・連携
　少子高齢化、人口減少の進展や、都市活力の低下など社会情勢が大きく変わる中、今後と
も、地域の多様な人々の移動を支える地域交通を維持・確保し、充実していくことが重要と
なっています。
　そのため、地域、交通事業者、関係機関、行政などが協力・連携を図りつつ、地域交通の
充実に向け様 な々交通施策を展開します。

〈展開する交通施策〉

①地域、交通事業者、関係機関、行政などの協力・連携体制づくり
・地域公共交通会議の運営・充実
・自転車などの交通施策の実施に向けた連携体制づくりの検討

②地域と交通事業者の協働による地域交通導入への支援
・地域主体による新たな地域公共交通システムの導入制度の検討
・地域提案型バス導入に向けた支援
・既存路線バスの維持・確保・再編に向けた支援

②交通施策を推進するための庁内体制づくり
・関係機関などとの連携体制の強化
・庁内、市民センターとの連携体制の強化
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2-2 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////////////

（1）インターチェンジまで30分（産業系市街地から15分）の交通体系づくり
　現在、藤沢市周辺では、首都圏、全国の他都市と連絡する、首都圏中央連絡自動車道（さ
がみ縦貫道路・横浜湘南道路・高速横浜環状南線）や東名高速道路・（仮）綾瀬スマートイ
ンターチェンジの設置など自動車専用道路の整備が進められています。
　ひとやモノが円滑に移動でき、持続的な都市活力を創造していくために、インターチェンジ
まで30分の交通体系づくりに向けた交通施策を展開していきます。また、産業の活性化を図っ
ていくため、産業系市街地では、インターチェンジまで15分の交通体系づくりに向けた交通施
策を展開していきます。

〈展開する交通施策〉

①広域的な自動車専用道路の整備促進
・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）
・新湘南バイパス
・東名高速道路（（仮）綾瀬スマートインターチェンジ）

②主要幹線道路（国道・県道など）の整備促進
・国道1号、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）、県道30号（戸塚茅ヶ崎）、（仮）湘南台寒川線、
　他都市計画道路など

③幹線道路などの整備
・鵠沼奥田線、藤沢石川線、善行長後線、石川下土棚線、高倉下長後線、
　（仮）遠藤葛原線、他都市計画道路など

・都市拠点における回遊性及びアクセス性の向上や、拠点間や周辺都市との交流を促
進する広域交通網を整備し、ひと・モノが都市拠点や周辺都市まで快適、円滑に移動
できる交通体系の構築により、持続的な活力の創造を進めます。

・インターチェンジまで30分（産業系市街地から15分）で移動できる交通体系の実現
をめざし、交通施策を進めます。
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（2）広域的な公共交通ネットワークの強化
　都市間の交流・連携を支え、首都圏、全国の他都市や藤沢駅周辺（中心市街地）などの都
市拠点まで快適に移動できる活力ある移動環境を構築していくため、広域的な鉄道ネット
ワークの強化や、新たな広域連携軸（公共交通）の形成などに向けた交通施策を展開してい
きます。

〈展開する交通施策〉

①広域的な鉄道ネットワークの強化
・東海道新幹線倉見新駅の設置促進
・リニア中央新幹線の整備促進
・神奈川東部方面線による相鉄・JR線及び相鉄・東急線の相互直通運転の促進

②広域連携軸（公共交通）の整備
・いずみ野線の湘南台以西への延伸促進
・（仮）新南北軸線への新たな交通システムの整備推進

③交通拠点（都市拠点）の整備
・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）村岡新駅の設置推進
・いずみ野線延伸にあわせた健康と文化の森の整備推進

④鉄道の輸送力増強の促進
・ＪＲ東海道本線、小田急江ノ島線など輸送力増強の促進
・神奈川県鉄道輸送力増強促進会議を通じた要望活動の推進

（3）都市拠点における交通機能の強化
　藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分以内で移動できる交通体系づくりとあわせて、都市拠
点の機能強化を図り、拠点としての魅力を高めつつ、安全・快適に移動できるような移動環境
を構築していくため、都市拠点における回遊ネットワークの形成、アクセス性の向上など交通
機能の強化に向けた交通施策を展開していきます。

〈展開する交通施策〉

①都市拠点の回遊性向上
・鉄道駅周辺のバリアフリー化推進
・歩いて楽しい歩行空間づくり
・放置自転車対策の推進
・自転車利用の交通ルールの遵守やマナー向上
・商業・観光施策と連携した交通、タウン情報などの提供
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②都市拠点へのアクセス性向上
・鉄道駅周辺へのアクセス道路などの整備
・鉄道駅へのバス交通の充実
・交通規制などと連携した公共交通優先空間の導入
・交通需要マネジメントの推進
・荷さばき交通のための駐車施設整備・ルール化などの検討
・鉄道駅周辺の自転車空間ネットワークの構築
・鉄道駅周辺の駐輪環境づくり

■ 都市拠点における交通機能の強化のイメージ
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（4）片瀬・江の島周辺における交通機能の強化
　片瀬・江の島は、首都圏の広域海洋リゾート・レクリエーション拠点として、多くの観光客が
訪れ、都市のにぎわいと活力の向上をもたらす観光・交流機能を有する都市拠点として位置
付けています。近年、訪れる観光客数も、全体的に増加傾向となっております。今後とも、この
にぎわいと活力を維持、創出していくことが重要です。
　そのため、片瀬・江の島周辺の回遊性・アクセス性の向上などの交通施策を、「湘南江の島
魅力アップ・プラン」と連携を図りながら展開していきます。

〈展開する交通施策〉

①片瀬・江の島周辺の回遊性向上
・片瀬・江の島周辺のバリアフリー化の推進
・江の島を含めた湘南海岸沿岸の街並み・歴史・自然を感じる周遊環境整備
・周遊しやすいレンタサイクルなどの検討

②片瀬・江の島周辺の交通結節機能の強化
・湘南モノレール湘南江の島駅へのエレベーターの設置促進
・片瀬江ノ島駅の駅前広場などの再整備構想と交通機能の確保に向けた検討

③観光利用における公共交通利用の促進
・片瀬・江の島周辺の交通対策の促進（駐車場案内板など）
・片瀬・江の島・湘南海岸沿岸を連絡する新たな公共交通の検討
・片瀬江ノ島駅の駅前広場などの再整備構想と交通機能の確保に向けた検討
・片瀬・江の島周辺3駅の乗り継ぎやすさ向上に向けた検討
・鉄道事業者、観光団体と連携した公共交通の乗り継ぎ割引制度などの検討

■ 片瀬・江の島周辺における交通機能の強化のイメージ
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基本方針と交通施策

第 

4 

章

83



2-3 基本方針3　環境にやさしい交通まちづくり /////////////////////////////////////////////

（1）公共交通の利用促進
　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
を図るなど環境にやさしい交通体系を構築していくことが重要です。
　そのため、公共交通の利用促進、自動車交通の円滑化など環境にやさしい交通施策を展
開していきます。

〈展開する交通施策〉

①バス・タクシーなどの利便性向上
・バスなどの公共交通の乗り継ぎ割引制度などの検討
・バスロケーションシステムの導入支援
・公共交通路線パンフレットの作成

②バス・タクシーなどとの結節点整備と結節機能の強化
・バス、タクシーと乗り継ぎしやすい駅前広場への整備・改善
・タクシーの待機場所の工夫
・ICカードによるサービスの拡充の検討
・バスなど乗り継ぎ割引制度の導入の検討
・サイクルアンドバスライド導入に向けた検討
・自転車ラックバスなどの検討

・拠点性の高いコンパクトな都市づくりにあわせて、公共交通・自転車の利便性向上
や、自動車利用から環境負荷の小さな交通への転換を促すための意識啓発などによ
り、環境にやさしい交通体系の構築を進めます。

・渋滞箇所の解消、都市計画道路の整備などによる道路交通の円滑化を図り、ひとが
円滑に移動できる地球環境負荷の小さな交通体系の構築を進めます。
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（2）自動車交通の円滑化
　円滑な道路交通体系を構築するため、未整備の都市計画道路の整備などによる自動車の
走行空間づくりや、駐車環境の整備を促進するとともに、公共交通などへの利用転換を促す
意識啓発などの交通施策を展開していきます。

〈展開する交通施策〉

①自動車の走行空間整備
・都市計画道路網などの整備、見直し
・計画的整備に向けた道路整備プログラムの策定
・狭隘（きょうあい）道路など生活道路の整備・改善

②自動車などの駐車環境整備
・自動二輪車を含めた駐車場の整備促進
・荷さばき交通のための駐車施設整備・ルール化などの検討
・フリンジ駐車場の整備促進に向けた検討

③自動車利用の抑制
・マイカーを利用しない啓発活動や環境づくりなどの推進
・朝のピーク時などの交通規制などと連携した駅前広場などへの流入規制

（3）自転車の利用促進
　自転車利用に関する市民意識から、身近な移動手段で、地球環境負荷の小さい自転車の
利用環境を向上していくことが求められています。そのため、「ふじさわサイクルプラン」を策
定し、中短期で取り組むべき自転車施策を明らかにしながら、総合的に進めていきます。

〈展開する交通施策〉

自転車施策の総合的な展開
・自転車走行空間の整備
・自転車の駐輪環境整備
・自転車の利用促進
・自転車利用のルールの遵守、マナーの向上

基本方針と交通施策
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〇モビリティ・マネジメントの推進
〇環境負荷の小さい自動車の普及促進
〇既存の交通施設の有効活用

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

公共交通利用促進策の検討

既存道路空間の再配分による
自転車走行空間などの整備

（4）環境にやさしい交通環境づくり
　交通体系としても、二酸化炭素などの温室効果ガスを削減していくことが求められていま
す。環境にやさしい交通環境づくりに向けた交通施策として、環境にやさしい交通行動の意
識啓発となる、環境負荷の小さい自転車や公共交通などの利用転換を促すモビリティ・マネジ
メントの推進、環境負荷の少ない自動車の普及促進、既存交通施設の有効活用などを進め
ていくことが重要となっています。

〈展開する交通施策〉

①モビリティ・マネジメントの推進
・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
・商業施設と連携したポイント制度など公共交通利用促進策の検討

②環境負荷の小さい自動車の普及促進
・電気自動車などの普及促進
・超小型モビリティなど環境にやさしい交通システム導入の検討

③既存の交通施設の有効活用
・既存道路空間の再配分による公共交通や自転車走行空間などの整備

■ 環境にやさしい交通環境づくりのイメージ
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2-4 基本方針4　ひとにやさしく・災害に強い交通まちづくり ///////////////////////////////

（1）安全で快適な移動空間づくり
　今後も高齢化が進むことから、病院や福祉施設周辺の道路、鉄道駅施設、公共公益施設
などにおけるユニバーサルデザイン化、交通安全対策を進めることが重要となります。
　そのため、安心・安全・快適に移動できる空間づくりに向けた交通施策を展開します。

〈展開する交通施策〉

①ユニバーサルデザイン化の推進
・バリアフリー化重点地域の位置付け（鉄道駅、病院、福祉施設の周辺など）
・バス・タクシーなどの結節点のバリアフリー化
・歩道の拡幅や段差、傾斜の解消などの歩行環境の整備・改善
・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
・案内施設、パンフレットの充実

②交通安全対策の推進
・交通規制と連携した生活道路への通過交通の進入制限
・交通事故多発地域などの情報提供（ヒヤリハットマップの作成など）
・交通ルールや交通マナーの啓発
・交通管理者と連携した地域の安全確保に関するモニタリング体制の構築

（2）健康増進につながる移動環境づくり
　公共交通や徒歩などによる移動の安全性が確保された、移動しやすい環境づくりにより、
市民の外出機会が増えるなど、健康増進につながる移動環境づくりに向けた交通施策を展開
します。

〈展開する交通施策〉

移動環境の整備
・だれもが安全・安心して歩きやすい環境づくりの推進
・だれもが公共交通を利用して移動しやすい環境づくりの推進

・だれもが歩きやすく、安全で、快適に、健康でいきいきと暮らせる環境づくりをめざ
し、道路や、鉄道駅周辺施設のユニバーサルデザイン化を進めます。
・災害に強いまちづくりをめざし、避難路として有効な道路ネットワークの形成を図る
ため、都市計画道路などの整備を進め、災害に強い交通体系の構築を進めます。

・既存の交通施設の耐震化など災害に強い交通環境づくりを進めます。
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交通安全対策の推進

移動環境の整備

交通基盤の整備

ユニバーサルデザイン化の推進

（3）災害に強い交通まちづくり
　災害時の安全性確保の観点から、狭隘（きょうあい）道路の改善などとともに、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に向けた交通施策を展開します。
　また、主要な鉄道駅を中心に、鉄道事業者、商業者などの関係機関と協議・連携を図りな
がら、帰宅困難者対策協議会を設置し、災害時対策の検討を進めます。

〈展開する交通施策〉

交通基盤の整備
・狭隘（きょうあい）道路の改善
・災害避難路となる都市計画道路などの整備
・避難経路に関する情報提供　
・交通施設の耐震化の促進
・主要鉄道駅を中心とした災害時対策の検討

（4）既存交通施設の適正な維持管理の推進
　既存交通施設の安全性を求める声が強くなっています。人口減少、産業活力の影響から、
財政状況も厳しさを増す中にあっても、既存交通施設の適正な維持管理を行っていくことは
重要となっています。そのため、適正な維持管理に向けた交通施策を展開していきます。

〈展開する交通施策〉

既存交通施設の適正な維持管理の推進
・交通施設の安全点検の強化・充実
・アセットマネジメントによる交通施設の維持・更新に関する計画的な管理

■ ひとにやさしく・災害に強い交通環境づくりのイメージ

〇安全で快適な移動空間づくり
〇健康増進につながる移動環境づくり
〇災害に強い交通まちづくり
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地域別の交通施策

1. 地域分類
2. 各地域の交通施策
  2−1　藤沢駅・（仮）村岡新駅周辺地域
  2−2　辻堂駅周辺地域
  2−3　湘南台駅周辺地域
  2−4　片瀬・江の島周辺地域
  2−5　長後駅周辺地域
  2−6　六会日大前駅周辺地域
  2−7　善行駅周辺地域
  2−8　湘南大庭周辺地域
  2−9　西北部地域

第5章



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

・

・

・

・

・

・

・

・

・
・

・
・

・

・

・
・

・

・

・
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■ 地域分類図 
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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

0% 20%

29.5%

25.3%

31.2%

23.0%

30.5%

32.2%

3.0% 2.0% 4.5%

23.7% 10.0% 24.5%

3.5% 2.2% 1.6%

17.0% 17.1% 28.1%

30.4% 10.1% 27.4%

2.2%3.3%3.6%

5.6% 2.8% 1.9%

20.8% 10.6% 27.0%

28.7% 13.5% 24.2%

20.9% 13.2% 27.6%

4.2%

3.1% 2.9% 2.2%

2.6% 1.9%

15.7%

0.9%

8.5%

1.0%

2.7%

0.4%

5.2%

100.0%

94.8%

96.4%3.6%

12.2% 87.4%

1.7%

94.6%

1.2%

89.4%

3.8% 0.3%

1.2%

6.0% 72.9%

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

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

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】
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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）

・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

第 

5 

章

地域別の交通施策 【藤沢駅・（仮）村岡新駅周辺地域】

97



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。

100



【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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いずみ野線延伸

交通拠点
（湘南台駅周辺）

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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0 500250 1000m
N 江ノ島駅

湘南江の島駅湘南
モノ
レー
ル

湘南海岸
公園駅

横浜
藤沢
線

小田急江ノ島線 江ノ島電鉄

国道134号

鵠沼駅

片瀬江ノ島駅

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 >

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
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■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

第 

5 

章

地域別の交通施策 【六会日大前駅周辺地域】
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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）

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

第 

5 

章

地域別の交通施策 【善行駅周辺地域】
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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

■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
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章

地域別の交通施策 【善行駅周辺地域】

123



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】

125



（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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辻堂駅

辻
堂
駅
遠
藤
線

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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地域別の交通施策 【湘南大庭周辺地域】

127



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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（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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1. 推進方策のフォローアップ
2. 将来の交通像に対応した評価指標
3. 主要プロジェクトの戦略的展開
4. 交通施策のアクションプランの策定

推進方策
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第6章 推進方策

1　推進方策のフォローアップ

　交通まちづくりに携わる市民、交通事業者、行政など、それぞれの主体が互いに役割分担し、
連携、協力しながら、持続可能な総合交通体系の実現をめざします。

　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
進捗状況にあわせて、定期的に評価指標のモニタリングを実施しながら、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。
　あわせて、社会情勢や市民ニーズの変化に基づく確認・見直しが可能なよう、交通に関する市
民意識調査を定期的に行い、各種交通施策に対する満足度についての調査を行っていきます。
　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。

将来の交通像に対応した基本方針に基づく
交通施策の計画

基本方針に基づく交通施策の実施

各種評価指標の確認による達成度の検証

交通施策の計画に関する進行管理・見直し

Plan（計画）

Do（施策実施）

Check（評価）

Action（見直し）

■ 達成度の検証と定期的な見直しのイメージ

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

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

基本方針3　環境にやさしい交通まちづくり

基本方針4　ひとにやさしく・災害に強い交通まちづくり

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〜』

将 来 の 交 通 像 の 実 現

134



　2030年（平成42年）の「将来の交通体系」の実現に向けては、「めざす交通体系」ごとに、定
量的なアウトプットや市民満足度調査による評価指標を次のように設定します。
　各交通施策の実施による評価指標の目標に対する達成度を検証することにより、施策の効果
や達成状況を確認します。また、満足度など現時点では、定量化できない評価指標についても、各
交通施策を実施する中で、市民の意識・満足度を調査し、定期的に検討します。

2　将来の交通像に対応した評価指標

めざす交通体系1

評価指標 現状 目標

藤沢駅まで30分圏の人口割合 84% 90%

評価指標 現状 目標

地域特性に応じた公共交通サービス（乗合タクシー
（ワゴン）やデマンド交通など）の導入エリア数 — 6エリア

最寄り駅までの所要時間に関する満足度 — 向上をめざします

公共交通の利便性に関する満足度 — 向上をめざします

評価指標 現状 目標

最寄り駅まで15分圏の人口割合
（自転車を考慮した場合）

72%
（82%）

90%
（95%）

○『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』

推進方策
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めざす交通体系2

めざす交通体系3

評価指標 現状 目標

藤沢IC・寒川北IC・綾瀬IC・栄ICまで
30分圏の人口割合 33% 100%

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

2％
(0.1㎢／7.5㎢)

80％
(6.0㎢／7.5㎢)

評価指標 現状 目標

鉄道・バス・自転車の利用割合 約43％ 現状を維持※

自動車の利用割合 約30％ 現状を維持※

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』

〇『環境にやさしい交通体系』

評価指標 現状 目標

自動車走行環境に関する満足度 — 向上をめざします

インターチェンジまでの所要時間に関する満足度 — 向上をめざします

評価指標 現状 目標

自転車走行空間の整備延長 — 5㎞

自転車走行環境に関する満足度 — 向上をめざします

※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。
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めざす交通体系4

評価指標 現状 目標

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）

90％
（19／21駅）

100％
（21／21駅）

ノンステップバスの導入率 19％ 70％

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

55％
（21／38橋）

100％
（38／38橋）

都市計画道路の整備率 74％
（121㎞／162㎞）

84％
（136㎞／162㎞）

〇『ひとにやさしく・災害に強い交通体系』

評価指標 現状 目標

ＵＤ（ユニバーサルデザイン）タクシーの導入台数 0.2％
（1台／520台） 10％

市内の歩行環境に関する満足度 — 向上をめざします

避難経路の道路環境に関する満足度 — 向上をめざします

※バリアフリー施設とは、移動等円滑化の促進に関する基本方針に基づく、エレベーター又はスロープを設置するこ
とを始めとした段差を解消する施設のことを言います。

推進方策
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　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。

3　主要プロジェクトの戦略的展開

3-1 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
　「最寄り駅まで15分の交通体系づくり」、「藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分の交通体系づく
り」の実現をめざし、藤沢市の骨格となる広域連携軸（公共交通）や、地域公共交通網の整備を
進めます。

（2）交通拠点（都市拠点）における交通機能の強化
　「最寄り駅まで15分の交通体系づくり」、「藤沢駅周辺（中心市街地）まで30分の交通体系づく
り」の実現をめざし、藤沢市の交通拠点（都市拠点）の整備を進めます。

〈中短期で展開する交通施策〉
■広域連携軸（公共交通）
　○いずみ野線の延伸

市北部における東西方向の利便性強化や本市の新たな活力創造の場として創出する
健康と文化の森地区、東海道新幹線新駅方面などへの広域公共交通網の強化に向け、
湘南台以西へのいずみ野線の延伸を進めます。

　○（仮）新南北軸への新たな交通システムの整備推進
都市拠点間の連携強化や湘南大庭周辺地域、西北部地域などの南北方向の利便性

強化に向け、辻堂駅と市西北部をつなぐ（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。

■地域公共交通
　○地域公共交通の整備推進

広域連携軸（公共交通）の整備にあわせたバス路線の整備、再編、既存バス路線の維
持・確保、乗合タクシー・乗合ワゴンなどデマンド交通の導入に向けた交通施策を進めます。

〈中短期で展開する交通施策〉
■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

藤沢市の中心市街地である藤沢駅周辺における再活性化に向け、行政、商業者、事
業者などがそれぞれ主体的に検討・調整を行いながら事業を進めていくことを示した「藤沢
駅周辺地区再整備構想・基本計画（2012年（平成24年）3月策定）」に基づく南北自由通
路の拡幅や駅前広場の改良などの事業を戦略的に展開します。
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3-2 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』

（1）広域的な道路ネットワークの整備
　首都圏、全国の他都市まで快適に移動できる広域的な道路ネットワークの強化を図るため、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）の広域的な自
動車専用道路や、横浜藤沢線など主要幹線道路の整備促進とあわせて、幹線道路などの整備
を進めます。

　○（仮）村岡地区都市拠点総合整備の推進
都市間の交流・連携を支え、藤沢駅周辺に集中する交通負荷の軽減や、公共交通への

利用転換されることによる環境負荷の軽減、また、村岡地区などの利便性向上に向け、ＪＲ
東海道本線への（仮）村岡新駅設置を促進するとともに村岡新駅設置による新たな交通
拠点の形成を一体的かつ戦略的に展開します。

　○健康と文化の森の整備推進
いずみ野線延伸あるいは、都市拠点である健康と文化の森のまちづくりにあわせて、設
置予定である新駅を中心に、新たな交通拠点の形成を一体的かつ戦略的に展開します。

　○片瀬・江の島周辺における交通機能の強化
観光・交流機能を有する都市拠点である片瀬・江の島周辺では、片瀬・江の島・湘南海

岸沿岸を連絡する新たな公共交通の検討や、片瀬江ノ島駅の駅前広場の再整備構想の
検討など、「湘南江の島魅力アップ・プラン」と連携を図りながら、交通施策を戦略的に展開
します。

〈中短期で展開する交通施策〉
　○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
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3-3 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
　自転車関連施策については、「ふじさわサイクルプラン」における中短期で取り組むべき自
転車施策を交通施策のアクションプランにも位置付けて進めます。

（2）モビリティ・マネジメントの推進
　環境負荷の小さい自転車や公共交通などへの利用転換を促すソフト面での交通施策であ
る「モビリティ・マネジメント」を、市民、学校、企業と連携を図りながら進めます。

3-4 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
　超高齢社会を迎えるなか、関係機関などと連携を図りながら、ユニバーサルデザインによる
交通環境の整備・充実や、交通安全対策、健康増進につながる移動環境づくり、災害に強い
都市基盤整備の改善や整備などを進めます。

〈中短期で展開する交通施策〉
　○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

〈中短期で展開する交通施策〉
　○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

〈中短期で展開する交通施策〉
　○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
　○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
　○主要鉄道駅を中心とした災害対策の検討
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主要プロジェクト
の戦略的展開で
位置付けている
中短期で展開す
る交通施策など
を選択

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
交
通
施
策
の
推
進

藤 沢 市 交 通 マスタープラン
（ 交 通 施 策 に関 する 基 本 的 な 方 針）

交 通 施 策 のアクション プラン
　※交通施策のアクションプランは都市・地域総合交通戦略要綱（国土交通省）
　　に基づく計画などとして位置付けられるものになります。

各 交 通 施 策 の 計 画 的 な 実 施

ふじさわサイクルプラン
（自転車施策に関する総合的な計画）

　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
体となって進めて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 な々国庫
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。

4　交通施策のアクションプランの策定

■ 交通マスタープランの実現に向けた流れ

（ ）
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1. 用語の解説
2. 藤沢市交通マスタープラン策定の経過
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資料編

1　用語の解説

【あ行】

●アセットマネジメント
　道路や橋梁などの公共施設について、将来的な損傷・劣化などを予測・把握し、最も費用
対効果の高い維持管理を行う考え方。

●温室効果ガス
　大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスは、太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を
暖める働きがあり、これらのガスを温室効果ガスという。代表的なものとして、二酸化炭素
（CO2）、メタン（CH4）、亜酸化窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCS）、六フッ
化硫黄（SF6）等があげられる。

●オフピーク時
　朝夕のピーク時以外の時間帯（閑散時）。概ね10時から16時までの時間帯。

【か行】

●神奈川県鉄道輸送力増強促進会議
　神奈川県内全域に渡る鉄道輸送力の増強や利便性の向上を促進させることにより、混雑
緩和や県民の生活と産業の進展に寄与することを目的とした組織。神奈川県と県内全ての市
町村及び経済団体（商工会議所連合会、商工会連合会）で構成され、鉄道輸送力増強などに
関する情報収集や、国及び鉄道事業者への要望活動などを行っている。

●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。

●帰宅困難者対策協議会
　災害などが発生した場合における公共交通機関の運行の停止又は遅延により、鉄道駅
周辺において、帰宅が困難となる者、または、やむを得ず当該地域から徒歩により帰宅する者
（帰宅困難者など）に対して、必要な対策、支援を図ることを目的として任意に設置する協議
会である。協議会の構成としては、鉄道事業者、バスなど事業者、大規模集客施設事業者、
商店会連合会、教育機関、警察、消防、県、市などの行政機関からなる。

●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。

●効果管理用算定
　毎年変わる二酸化炭素排出量の計算方式では、基準年度との比較がしにくい（ベースが変
動する）ため、基準年度に二酸化炭素排出量を算出したときの係数を現在のエネルギー使用
量にかけ、同じ基準で推移がわかるようにする算定方式であり、藤沢市域全体のエネルギー
消費量、廃棄物処理量などをもとに、電力の排出係数を1990年の値（0.380）に固定し算定。
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●公共交通優先システム（PTPS：Public Transportation Priority System）
　バスが接近すると前方信号の青時間を延ばし、バスの速度が低下しないようにする仕組み。
●交通需要マネジメント（ＴＤＭ：Transportation Demand Management）
　道路整備などのハード面ではなく、自動車から鉄道・バスなどへの利用転換や、会社の始
業時間の変更による交通需要の平準化、物流の共同配送化など、主にソフト面での対策によ
り混雑解消しようとする取組。

●混雑度
　道路の混雑程度を示す値の一つで、交通量と道路の許容量に対する比で示す値。

●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。

【さ行】

●サイクルアンドバスライド
　まちなかへの自動車の流入を抑制して、バスの利用を促進するために、自転車でバス停に
来てバスに乗り換えるシステム。

●自転車ラックバス
　前面に自転車を載せられる路線バス。自転車の飲酒運転や傘を差しながらの片手運転な
どによる交通事故の防止などの効果が期待される。

●自動二輪車
　道路交通法に規定される車両区分で、大型自動二輪車及び普通自動二輪車のこと。

●シームレス化
　シームレスとは、「継ぎ目のない」の意味。公共交通分野におけるシームレス化とは、乗継ぎ
等の交通機関間の「継ぎ目」や交通ターミナル内の歩行や乗降に際しての「継ぎ目」をハード・
ソフト両面にわたって解消することにより、出発地から目的地までの移動を全体として円滑か
つ利便性の高いものとすること。具体的には、バリアフリー対策、同一ホームによる乗り換え、
相互直通運転化、接続ダイヤの設定、乗継運賃割引の拡大、共通乗車券の設定など。

●集中トリップ
　ある地域に到着するトリップ。

●スマートインターチェンジ
　高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降りができるよ
うに設置されるインターチェンジであり、通行可能な車両（料金の支払い方法）を、ETCを搭
載した車両に限定しているインターチェンジ。

【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。
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●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。

●端末交通手段
　1つのトリップが複数の交通手段から構成されるとき、代表交通手段からみて、より低い優
先順位の交通手段を利用する、連続したすべてのアンリンクトトリップを端末トリップと呼び、
端末トリップの中で最も優先順位の高い交通手段を端末交通手段と呼ぶ。

●地域提案型バス
　既存のバスでは走行が困難な狭い道路や、公共交通サービス水準が低い地域などに対
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。

●地域公共交通会議
　地域のニーズに即した乗合運送サービスの運行形態、サービス水準、運賃などに関する事
項、地域公共交通施策に関する事項、その他これらに関し必要となる事項を協議するため、
道路運送法に基づき、地方公共団体が主宰者となり、地域の関係者と合意形成を図る場とな
る会議。協議会の構成としては、市民、バスなど事業者、運輸関係者、警察、国、県、市などの
行政機関からなる。

●昼間人口
　「夜間人口（＝居住人口）」に対する用語として、主に日中にその地域に滞在している人口の
ことを言い、「夜間人口－その地域から他地域へ通勤・通学している人口＋他地域からその
地域へ通勤・通学してきている人口」によって求められる。

●超小型モビリティ
　自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足となる１人
～２人乗り程度の車両。

●低炭素社会
　究極的には、温室効果ガスの排出を自然が吸収できる量以内にとどめる（カーボン・ニュー
トラル）社会。実現するためには、産業・行政・国民など社会のあらゆるセクターが、その選択
や意志決定において、省エネルギー・低炭素エネルギーの推進や、資源生産性の向上などに
より、二酸化炭素の排出を最小化（カーボン・ミニマム）するための配慮を徹底することを
当然とする社会のこと。

●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
交通の一形態。たとえば、乗り合い方式で運行ワゴン、タクシーなどがある。

●デマンドバス
　デマンド交通の一つで、乗り合い方式で運行するバスのこと。
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●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】

●荷さばき交通
　商業・業務施設等への集配のための交通。荷さばきの多くが路上で行われており、荷さば
きの路上駐車が交通混雑の一因となっている。

●乗合タクシー（ワゴン）
　バスを走らせるほど需要がない地域や深夜などに限定し、特別な許可により運行が認めら
れたタクシー。ルートが決まっており、運賃も乗車人数による頭割りではなく定額制。

●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。

【は行】

●バスの一元化
　バス事業者によって異なるバス路線やバス停の名称、運賃、運行ダイヤを統一することで、
利用者にとって利便性の高いバスを運行すること。

●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。「バス専用レーン」と「バス優先レー
ン」の2種類がある。

●バス専用レーン
　路線バス専用の車線。基本的には路線バスや緊急走行中の緊急自動車のみが通行可能
で、それ以外の一般車通行は禁止されている。ただし交差点での左折、道路外に出るための
左折、道路工事等による車線規制時、また緊急走行中の緊急車両に道を譲る場合はこの限り
でない。また原動機付自転車と軽車両は、個別規制の場合を除き、原則として走行することが
できる。

●バス優先レーン
　路線バスの優先通行帯。バス専用レーンと異なり、路線バス以外の車両も走行することが
できるが、路線バス接近時は速やかに優先レーンより出て道を譲らなければならない。また渋
滞により路線バスが接近したときに優先レーンから出ることができないときは優先レーンを通
行することが禁止されている。
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●バスロケーションシステム
　バスの現在位置や到着までの待ち時間などの情報を利用者に提供するシステム。

●発生トリップ
　ある地域を出発するトリップ。

●発生集中量
　ある地域から出発したトリップの数（発生量）とその地域に到着したトリップの数（集中
量）の合計。単位はトリップエンド（ＴＥ）。

●ヒヤリハットマップ
　事故は起きていないものの「ヒヤリとした」、「ハッとした」という箇所や危険と感じた箇所
をわかりやすくマップ化したもの。

●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。

●パークアンドライド
　自宅から自家用車で最寄りの駅またはバス停まで行き、車を駐車させた後、バスや鉄道な
どの公共交通機関を利用して都心部の目的地に向かうシステム。

●フィーダーバス
　フィーダーとは、河川の支流という語源から、交通機関の支線のことを指す。幹線道路に接
続して、支線の役割をもって運行される路線バス。幹線交通に交通を集中したり、幹線交通
から交通を分散したりする役割を持つバスのこと。

●福祉バス
　各種行事に参加する障がい者、お年寄りなどの安全面の確保や利便性を向上させることを
目的として運行しているバス。

●フリンジ駐車場
　まちの中心部に自動車が入ってこないように、まちの外縁部（フリンジ）に作られた駐車場
のこと。利用者はこの駐車場に自動車をとめ、徒歩やその他の公共交通手段で中心部に出入
りする。

148



●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】
●夜間人口
　一定の住居に3ヶ月以上にわたって住んでいる者の数を常住人口といい、夜間人口はその
通称。その地域に働きに来ている人などからなる昼間人口に対して用いられる用語。

●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。

【ら行】
●ラダー型（はしご型）
　藤沢市都市マスタープランで位置付けられている将来都市構造の交通体系の配置の考
え方。

●レンタサイクル
　観光・行楽・通勤・通学・商用などの目的における短距離移動を補完するための交通手段と
して、自転車を有料あるいは無料で貸し出しするもの。

【英数字】
●ＩＣカード
　情報（データ）の記録や演算をするために集積回路(IC)を組み込んだカードのこと。交通分
野では、Suica や PASMO など IC 乗車カードをいう。

●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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2-1 藤沢市交通マスタープラン//////////////////////////////////////////////////////////////////
（1） 策定までの足取り

2　藤沢市交通マスタープラン策定の経過

策定協議会 パブリックコメント等 郷土づくり推進会議 都市計画審議会 議　会

2013年
（平成25年）

1月 1/28
第１回策定協議会

2月

3月 3/25
第２回策定協議会

4月

5月 5/31
第３回策定協議会

6月
6/10～7/18
郷土づくり
推進会議

7月

8月 8/22
第４回策定協議会

9月

10月 10/24
第5回策定協議会

11月 11/26
【素案報告】

12月
12/17～1/26
13地区別
意見交換会

12/5
【素案報告】

2014年
（平成26年）

1月

2月
1/10～2/10
パブリック
コメント

2/20
【案報告】

3月 3/26
第6回策定協議会

3/25
【案報告】
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（2） 藤沢市交通マスタープラン策定協議会
　　①藤沢市交通マスタープラン策定協議会設置要綱

藤沢市交通マスタープラン策定協議会設置要綱

（目的及び設置）
第1条 本市の交通施策の基本的な方針となる「交通マスタープラン」を策定するため、
 藤沢市交通マスタープラン策定協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌事項）
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。
　（１） 藤沢市交通マスタープラン案の策定
　（２） その他目的達成のために必要な事項

（構成）
第3条 協議会は、委員30人以内で構成する。

（委員）
第4条 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
　（1） 市民
　（2） 学識経験のある者
　（3） 関係団体の職員
　（4） 関係行政機関の職員
　（5） 市職員

（任期）
第5条 委員の任期は、藤沢市交通マスタープランの策定が完了する時までとする。

（会長等）
第6条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
　2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
　3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、
 その職務を代理する。

（会議)
第7条 協議会は会長が招集し、会長がその議長となる。
　2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
　3 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、
 その説明又は意見を聴くことができる。

（庶務）
第8条 協議会の庶務は、計画建築部都市計画課において処理する。

（雑則）
第9条 この要綱に定めるもののほか、議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項
 は、会長が協議会に諮って定める。

附　則
この要綱は、平成24年11月8日から施行する。

資料編

資
料
編

151



　　②委員名簿

区分 人数 （敬称略）

市
　
民
　
等

7名

市
イ チ コ

古 　 元
モ ト オ ミ

臣 鵠沼地区

川
カ ワ ム ラ

村 　 聖
セ イ

藤沢地区

鈴
ス ズ キ

木 　 隆
タ カ オ

夫 湘南大庭地区

高
タ カ ハ シ

橋 　 忠
タ ダ オ

雄 御所見地区

綱
ツ ナ シ マ

島 　 真
マ サ ト

人 湘南台地区

山
ヤ マ ダ

田 　 護
マモル

善行地区

加
カ ト ウ

藤 　 正
マ サ ミ

美
社会福祉法人 藤沢市社会福祉協議会 会長
第2回～（第1回　山

ヤ マ ダ
田　榮

サカエ
）

学
識
経
験
者

3名

岸
キ シ イ

井 　 隆
タ カ ユ キ

幸 日本大学理工学部 教授

岡
オ カ ム ラ

村 　 敏
ト シ ユ キ

之 東洋大学国際地域学部 教授

古
フ ル タ ニ

谷 　 知
ト モ ユ キ

之 慶応義塾大学総合政策学部 准教授

鉄
道
事
業
者

6名

山
ヤ マ グ チ

口 　 拓
タ ク 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社 企画部長

第3回～（第1回、第2回　伊
イ ト ウ

藤　喜
ヨシヒコ

彦）

黒
ク ロ ダ

田 　 聡
サトシ

小田急電鉄株式会社 交通サービス事業本部 交通企画部長

池
イ ケ ダ

田 　 厚
コ ウ ジ ロ ウ

二 郎 相模鉄道株式会社 常務取締役経営管理部長

山
ヤ マ ダ

田 　 正
マ サ フ ミ

文 江ノ島電鉄株式会社 取締役鉄道部長

荒
ア ラ カ ワ

川 　 義
ヨ シ ノ リ

則 横浜市交通局 高速鉄道本部長

矢
ヤ ゴ

後 　 勇
イサム

湘南モノレール株式会社 運輸部次長

一
般
乗
合
旅
客

運
送
事
業
者
等

4名

三
ミ キ

木 　 健
タ ケ ア キ

明 神奈川中央交通株式会社 運輸計画部長

斉
サ イ ト ウ

藤 　 勇
イサム

江ノ島電鉄株式会社 取締役自動車部長

清
セ イ ノ

野 　 尚
タカシ

京浜急行バス株式会社 総務部長

村
ム ラ キ

木 　 薫
カオル

社団法人 神奈川県タクシー協会相模支部 藤沢地区 会長

国
関
係
者

3名

能
ノ セ

勢 　 和
カ ズ ヒ コ

彦
国土交通省関東地方整備局建政部 都市整備課長
第3回～（第1回、第2回　尾

オノウエ
上　佑

ユウスケ
介）

森
モ リ

　 　 勝
カ ツ ヒ コ

彦 国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所長

榎
エ ノ モ ト

本 　 考
タ カ ア キ

暁 国土交通省関東運輸局企画観光部 交通企画課長

県
関
係
者

2名
寶
ホ ウ シ ヤ マ

珠 山 　 正
マ サ カ ズ

和
神奈川県県土整備局都市部 交通企画課長
第3回～（第1回、第2回　三

サエグサ
枝　薫

カオル
）

志
シ ム ラ

村 　 知
ト モ ア キ

昭
神奈川県 藤沢土木事務所長
第3回～（第1回、第2回　木

キノシタ
下　幸

ユ キ オ
夫）

交
通
管
理
者

3名

樋
ヒ グ チ

口 　 雅
マ サ ヒ ロ

浩
神奈川県警察本部 交通部交通規制課 都市交通対策室 副室長
第2回～（第1回　鴻

コウノス
巣　龍

リュウタロウ
太郎）

竹
タ ケ ダ

田 　 文
フ ミ ア キ

明
神奈川県藤沢警察署 交通課長
第6回（第1回～第5回　金

カ ネ コ
子　健

ケ ン ジ
治）

原
ハ ラ

　 　 博
ヒ ロ ブ ミ

文 神奈川県藤沢北警察署 交通課長

市 1名 高
タ カ ハ シ

橋 　 信
ノ ブ ユ キ

之 藤沢市 計画建築部長

計 29名
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　　③策定協議会の開催

開催日・会場 内容

第1回
策定協議会

2013年（平成25年）
1月28日
藤沢市保健所
南保健センター3F研修室

●交通マスタープランの全体概要について
●藤沢市を取り巻く状況と想定される交通課題
　について

第2回
策定協議会

2013年（平成25年）
3月25日
藤沢市保健所
南保健センター3F研修室

●藤沢市を取り巻く状況と想定される交通課題
　について
●藤沢市の将来の交通像について
●将来の交通像を実現するための基本方針について

第3回
策定協議会

2013年（平成25年）
5月31日
藤沢市民会館
1階第2展示ホール

●藤沢市交通マスタープランの策定について
・藤沢市を取り巻く状況と交通課題について
・藤沢市がめざす将来の交通像について
・将来の交通像を実現するための基本方針と
　交通施策について
・地域別の交通の方向性について
●自転車検討会の設置について

第4回
策定協議会

2013年（平成25年）
8月22日
藤沢南消防署
3階講堂

●藤沢市交通マスタープランの策定について
●自転車検討会の報告について

第5回
策定協議会

2013年（平成25年）
10月24日
神奈川県藤沢合同庁舎
別棟会議室

●藤沢市交通マスタープランの策定について
●自転車検討会の報告について

第6回
策定協議会

2014年（平成26年）
3月26日
藤沢市民会館
1階第2展示ホール

●藤沢市交通マスタープランの策定について
●交通マスタープラン策定後の取組について
●自転車検討会の報告について
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