
第 1回 村岡・深沢地区総合交通戦略策定協議会 議事要旨

■ 日  時 :平成 27年 7月 15日 (水 ) 10:00～ 12:00

■ 場  所

■ 出 席 者

■ 配付資料
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別紙参照
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資料 2 村岡・深沢地区総合交通戦略スケジュール (案 )
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■ 次  第 :1 開 会

2 委員紹介

3.設置要綱について

4.委員長及び職務代理者の選出について

5議 事

(1)村岡・深沢地区総合交通戦略の策定について

(2)そ の他

6閉 会

■ 主な意見

1.村岡・深沢地区総合交通戦略の策定について

。両市とも別の委員会組織でまちづくりの検詞をして、方向性も出ているということ

を確認 したい。

。交通戦略策定の中身は、何をどこまでまとめるのか。また、スケジュール感はいつまでか。

イメージを共有 したい。

。今回、交通を考えるにあたり前提が分からない。あまりに議論が抽象的過ぎて意見も出てこ

ないのではないか。そのあたりの整理は、次回以降するのか。

。都市全体をこれまでのものも含めて、見渡せるようなものがあるといい。それ と同時に、連

絡協議会で別途調査されたものも分かるようしてもらいたい。

。日に見えるような分かりやすいチャー トがあるといい。今後、何をするのかだが、交通戦略

を位置づけると何がいいのか、何が変わるのかを事業者の皆さんに説明して頂きたい。

。国からの助成も安くなる。前期 5年間、こういうことをちゃんとやろうじゃないかというの

を皆で統一した。市民にも説明しやすい。こういうことで地域の交通の基盤を造っていきま

すから、まちづくりも同時並行 していくというのが、計画の背景になる。



これまでの議論の中で、P&R駐 車場整備についての話は無かつたのではないか。鎌倉市が、

旧鎌倉を中心に施策を進めているのは分かるが、この場所に置く意味が分からない。

鎌倉方向に公共交通のネットワークがあれば分かるが、そもそもモノレールは大船方向と江

ノ島方向の流れなので、少し違 うのではないかと思うので、検詞いただきたい。

議論をしていくにあたって、前提条件のような情報が足 りない。例えば、立地企業が研究所、

病院など、交通をよく利用される部分が抜けている。交通をどう練つていくかとい う視点が

必要だと思 う。そして、まちづくりで区画整理が進んでいる事業もあると思 うが、もう少 し

周辺も含める話があるのならば、そういう情報も前提条件として、議論をする上で示 しても

らった方がいいと思 う。その中で、前提条件の情報も含めながら、深度化出来るものはして

いき、もう少 し具体的に見せていくものがあって初めて、交通事業者、行政が共通認識を持

つて交通戦略を進めていけるのではないか。合わせて、国の補助がもらえる下地が出来てい

くのではないか。

新駅が出来る予定や日標があると、路線の再編をやるにしても、中長期の計画にも載せてい

かないといけないので、教えていただきたい。また、道路が全然ないとい うのが現状なので、

柏尾川 と道路を跨いで両市にバスネットワークが張れれば、観光地・病院を利用できる人が

出てくる。もう少 し、道路ネットワークを考えていただけたらと思うc

新駅が出来る予定や日標があると、路線の再編をやるにしても、中長期の計画にt=せて

かないといけないので、教えていただきたいのまた、道路が全然ないとい うのが三it「 て

柏尾川 と道路を跨いで両市にバスネットワークが張れれば、観光地・病院を■l=で き1 、1

出てくる。もう少し、道路ネットワークを考えていただけたらと思 うc

駅が出来る頃には、駅にアプローチする道路も出来ていないといけない。その時にはどのよ

うな公共交通サービスをすべきかとい う議論は出来る。深沢の方も同じように川を越える道

路がつくれるようになり、その後、周 りが立地するかは不確定な部分もある。大きな節 目の

時に、何を皆が協力してやっていくのかをちゃんと整理 して、資料に反映してはしい。

今回ある戦略にソフ ト施策がない。駅周辺の基盤整備に特化 した戦niiが 出されていて、もつ

と広い視点で交通を議論 していく。その中で、例として、企業と連携 した交通マネジメン ト

を行つたり、自転車交通をやるとすると、乗つた人がどこまで行 くのかなどの情報があって

初めて議論が出来るのではないか。

まちづくりを行 うにあたって大船駅、藤沢駅で企業バスを行つているとい う情報や新駅が出

来れば新駅に企業バスが乗り入れることも考えて、それなりの整理もしなくてはいけない。

その他

次回協議会は、10月 13日 (火 )15:00か ら藤沢商工会議Fllみ なパークにて行 う。

事業者については個別に日程をとらせていただき、議論をさせていただく。

以  上
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学識経験者 岸井 隆幸 日本大学理工学部 教授

交通事業者

UE TE 東 日本旅客鉄道株式会社 横浜支社企画部長

矢後 勇 汁]南 モノレール株式会社 運輸部長

三木 健明 神奈川中央交通株式会社 運輸計画部長

飯塚 周次 江ノ島電鉄株式会社  自all車 部長

長塚 隆介 京浜急行バス株式会社 運輸部営業一課長 代 理

村木 薫 社団法人神奈川県タクシー協会 相模支部藤沢1也 区会長

横山 英夫 社団法人神奈川県タクシー協会 鎌倉支部副1支部長

一丁 政

犬飼 武 国土交通省関東1也方整備局 建政部都市整備課長

三 宅 一元 国土交通省関東運輸局 交通政策部交通企画課長

森谷 保 神奈川県県土整備局都市部 都市計画課長

費珠山 正和 神奈川県県土整備局都市部 交通企画課長

廣瀬 茂 神奈川県藤沢土木事務所 道路都市課長

杉本 重成 神奈川警察本部交通規制課 都市交通対策室 副室長

泉谷 幸偉 神奈川県藤沢警察署 規制担当

田口 晃 神奈川県鎌倉警察署 交通課長

高橋 信之 藤沢市計画建築部長

新倉 力 藤沢市都市整備部長

遠藤 主 計 藤沢市土本部長

大 場 1子 光 鎌倉市まちづくり景観部長

渡辺 ― 鎌倉市拠点整備部長

事務局 (藤沢市) 荒川 功 藤沢市都市整備部参事兼都市整備課長

政井 利信 藤沢市都市整備課 主幹

三 澤 健 一 藤沢市都市整備課 上級主査

事務局 (鎌倉市) 下平 和彦 鎌倉市拠点整備部 次長

齋藤 政徳 鎌倉市深沢地域整備課 課長

事務局 (コ ンサル ) 三浦 清洋 公益社団法人 日本交通計画協会 室長

玉置 善生 公益社団法人 日本交通計画協会
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資 料 :第 1回  村岡・深沢地区総合交通戦略策定協議会 座席表
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1 開会

事務局  :

荒川課長 :

只今から「第 1回 村岡・深沢地区総合交通戦略策定協議会Jを開催する。

(資料配布確認 ―略― )

本 国は、大変お忙 しい中、第 1回村岡 。深沢地区総合交通戦略策定協議会に

ご出席賜 り感謝する。私ども湘南地区整備連絡協議会は、平成 10年に神奈川県

鎌倉市及び藤沢市が連携 し、村岡地区・深沢地区の地域特性を活かした新たな

まちづくりを進めることを目的として設立 した。これまで、計画・調整・情報

交換などを図り、平成 19年度には村岡・深沢地区全体整備構想 (案 )を 策定し、

新駅設置と村岡 。深沢1也 区のまちづくりは総合不可欠との方向性が記されてい

る。その後、将来乗客数の推計や将来交通需要などの調査を実施すると共に、

両地区のまちづくりの深度化を図るなど、新駅を含めた広域的なまちづくりの

進捗を図つてきた。今回皆様にご検討いただく「村 F司・深沢地区総合交通戦略」

は、藤沢駅 。大船駅におけるラッシュ時の安全性確保や両駅周辺の交通渋滞解

消と共に、村岡・深沢地区周辺の交通利便性の向上など、両地区のまちづくり

の将来性の実現や周辺地域を含む交通課題への対応を着実に進めるため策定 し

た。今後、本日を含め 4回 の開催を予定している本協議会において、関係機関

のご協力の下、交通施策やまちづくり施策などをご協議いただき、施策実現の

ための役割分担などを含め、総合交通戦略を策定する。村岡 。深沢地区のまち

づくり将来像や交通の整備方針案については、事務局から説明があるが、皆様

９

“



には公共交通の促進に向け、活発なご意見、ご議論をお願いいたしまして、簡

単ではありますが挨拶とする。

2 委員紹介

事務局  :(委員紹介 一略一 )

3.設置要綱について

事務局  :(設置要綱 一略― )

4 委員長及び職務代理者の選出について、傍聴者の確認

事務局  :「オ寸
~岡 ・深沢地区総合交通戦略策定協議会設置要綱J第 3条の規定により、選出

をお願いする。委員長の選出をお願いしたいと思 うがいかがか。

(意見なし)

事務局  :事務局案として、都市計画、交ill計 画をご専門とされ、国、神奈川県、様々な

都市の委員会、審議会の委員や会長としての経験が豊富な、日本大学理工学部

教授の岸井委員にお願いしたいと思 うがいかがか。

(異議な し)

事務局  :委員長につきましては、岸井委員にお願いする。引き続きまして、職務代理

者の選出に入る。岸井委員よりご指名をお願いしたいと思 うc

岸井委員 :本 国は欠席 してお りますが、都市交通計画、交通工学をご専門とされ、様々な

都市の地域公共交通に関する委員会などの委員として経験が豊富な、慶應義塾

大学総合政策学科の古谷委員にお願いしたいと思うがいかがか。

(異議なし)

事務局  :職務代理者につきましては、古谷委員にお願いする。それでは、ここで、岸井

岸井委員

委員長よりお言葉をいただければと思う。

本地区については、説 llPが あつた通 り、藤沢市・鎌倉市の協会にして、さらに

そこに」R等のりL道 も決まり、駅をつくろうと話が進んでいる。県、国、さら

には多くの事業者に集まっていただき、これからこの地区の公共交通を中心と

した交通体系をどう考えるかをこの場で議論 したいと思 う。とは言 うものの、

行政界を跨 ぐ時ややこしいことが多いので、日常的にも議論をしていただき、

場合によつては少数で集まって議論をするなりして、多くの方に議論の場をつ

くつていただきたい。

今後の司会進行は、岸井委員にお願いしたい。

(傍聴者の確認 ―略一 )

深沢地区総合交通戦略の策定について

事務局

岸井委員

5 村岡

3



岸井委員

事務局

岸井委員

事務局

費珠山委員 :

岸井委員

事務局

岸井委員

森谷委員

事務局

岸井委員

山口委員

事務局

今回は初回ですので、これまでの振り返 りや言動について共有することが

中心になると思う。それでは、資料の説明をお願いしたい。

(資料説明 ―略― )

それでは、説明されたものをベースとして意見交換をしたいと思 う。24年度

の両地区の拠点づくり検討調査というのは、各委員はご存知とい うことでい

いか。

主に 23年、24年に村岡・深沢地区の交通の需要に対する交通量の配分を

行い、将来駅が出来て街の開発が行われたときに、周囲の交通がどうなる

かを合わせて周囲のバス路線再編等の検討を行つたものである。

24年度調査は、協議会で検討するものなので、県は知つている。行つた結果は

一度区別はしてるが、ここにいる全員が把握は してない。ただ、検討結果の主

なものが、駅が出来たときにどうい う波及効果があるかを行ったものなので、

周辺交irlに ついては細かく行った検討ではない。少 しは行っているが、主には

駅が出来たとき、出来ないときの効果がどう違 うのかをベースに行った.

必ず しも皆 さんがご存知Jと は限 らないとい うことか。平成 24年度に行つた「
1寸 FTI・

深沢地区拠点づ くり検討調査Jの 内容が公開 してあるな ら、別添の青い紙 ファ
ノ́ゥ

にエ ッセンスとして入れていただけると、情報 として共有出来る。今回は、ま事 を

どうす るとい う訳ではなく、枠組みをどうするかとい う話なので、気になること11

あれば、後ほどご質問 していただこう思 う。シンボル道路の標準断面イメージ i」 三

ているが、これは今回、委員会で提案 されているものなのか。あるいは、どこ■て

既に動いているのか。

藤沢地域に関わる新駅から腰越大船線については、昨年度からまちづ くリガイ ドラ

インの中で、検討 している。腰越大船線か ら深沢駅については、鎌倉市の深沢地区

まちづ くリガイ ドラインの中で検討 された。

断面の議論をこの場で していいのかのそれ とも既に決まっているのか。

両市 とも別の委員会組織でまちづ くりの検討をして、方向性 も出ているとい うこと

を確認 したい。

両市 とも別の会議で検詞 した ものを載せている。

共通に理解 しておきたい質問事項はあるか。

交通戦略策定の中身は、何をどこまでまとめるのか。また、スケジュール感はいつ

までか。イメージを共有 したい。

まずは戦略の中身を決めていき、最終的には交通戦略 とい うパ ッケー ジものをつ く

り、日標年次を決めていくまでが、今回の交通戦略の中身になる。最終的には、こ

れを具現化 してい く。 目標 としては、今年度中の作成を目指す。

個々のメニューの中身ではなく、内容をいつまでに誰がや るか とい うのが今回の中

tヽ になるとい う理解でいいか。

山口委員

4



事務局

山口委員

事務局

山口委員

事務局

三宅委員

岸井委員

事務局

岸井委員

今年 1年の会議の中で、関係主体を決めていくことが主な目的であり、施策を深彫

りするのではなく、施策として留めていく。

地区の交通戦略として、これらの内容で必要十分かというところが、我々が議論す

る主な内容でいいか。

(案 )と しての項目を載せているが、項目が足 りるのか、いらないのか意見をもら

い、1年掛けて取りまとめていく。

新たな観点でのご意見はあるとは思 うが、個々の内容で必要ない項目はないように

思える。大切なのは、方向性を打ち出した上で、誰がやるのかを決めていくことで

はないか。そこまでは議論しないのか。

これまで湘南地区整備連絡協議会などで、必要性については様々な議論をしてきて

いる結果があるので、それを基に、施策として挙げている。

今回、交通を考えるにあたり前提が分からない。あまりに議論が抽象的過ぎて意見

も出てこないのではないか。そのあたりの整理は、次国以降するのか。

それぞれの街の状況でも説明 してもらえるか。

村岡地区については、村岡新駅の完成をみながら都市計画の手続きを進めていこ

うと準備 している。現在状況 しては、昨年度からまちづくリガイ ドラインを作成

してお り、本年度中には作成する予定になつている。区画整理区域や地権者の調

整などのシンボル道路となる駅前通 り線 となる位置については、地元調整も終わ

り、実際に新駅がいつ頃出来るかを神奈川県、鎌倉市、 」Rと の中で同意が得 ら

れれば、手続きを進めていきたい。鎌倉市の状況は、平成 26年度 6月 に都市計画

決定の手続きを目指 し、鎌倉市のごみ焼却施設の問題もあり、その候補地に新駅

が重な り、ごみ焼却施設の候補地の問題が解決するまで、都市計画決定の手続き

が止まっている。合わせて、議会の方に±1也利用の見直しが出ている。事業者規

模の検討を行つている状況で、26年度は手続きを進めていた。今年の 4月 17日

に、ごみ焼却施設が違 う場所に決まり、都市計画決定の手続きを改めて進める準

備をしている。今年度手続き対応を行い、来年度以降纏まったら手続きを行 う予

定である。

全体整備構想 (案 )カヨZ成 20年 3月 に出来て、それを受けて、村岡と深沢それぞ

れの議論を始め、平成 22年 3月 に村岡地区まちづくり計画を作成 し、平成 25年 5

月に鎌倉市深沢地区まちづくリガイ ドライン (案 )力 作ゞ成された。これ と同じもの

をlbl‐岡も作 りつつある。都市全体をこれまでのものも含めて、見渡せるようなもの

があるといい。それと同時に、連絡協議会で別途調査されたもの (D分 かるようして

もらいたい。

鎌倉市としては、陳情対応の中で、土地利用の見直しが出ている。その作業が今年

度予定されている。これが纏まらないと次のステップヘいけないので、土地利用を

早く纏めたい。計画論的には、そのような状況になっている。

事務局
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深沢地区まちづ くリガイ ドラインが改定されると思った らいいか。

新たに土地利用計画を作成するつ 1)り はない。22年 に作成 した土地利用計画をベ

ースに修正をかけていく。合わせて、ガイ ドラインも修正が必、要であれば変えてい

く。

日に見えるような分か りやすいチャー トがあるといい。今後、何 をす るのかだが、

交通戦略を位置づけると何がいいのか、何が変わるのかを事業者の皆 さんに説明 し

て頂きたい。

1つ 目は、個々の事業を明確に位置づけることによつて、日標を持って、年次まで

に事業を進めることが出来る。2つ 日は、国の婦i助金などを使つて事業を行 うこと

で、事業費の面でメ リッ トを明確にすることが出来る。

簡単に全体を取 りまとめると、国からの助成 も安 くなる。前期 5年間、こうい うこ

とをちゃんとやろ うじゃないかとい うのを皆で統一 した。市民にも説明 しやすい。

こ うい うことで地域の交通の基盤を造っていきますか ら、まちづ くりも同時並行 し

てい くとい うのが、計画の背景になる。具体的に次の作業はどうなるのかの

個別に (例 えばバス事業者)と 少人数でや らせていただき、次回、もう少 し深度 (ヒ

したものを出 していきたいの例えば道路については、鎌倉市・ネ申奈川県 と個別の 1)

のをやった中で、具体の ものを出 していきたい。

P&R駐 車場整備について聞きたいのだが、これまでの議論の中で、P&R駐 車場

整備についての話は無かったのではないか。鎌倉市が、1目 鎌倉を中心に施策 を進め

ているのは分かるが、この場所に置 く意味が分からない。

まちづ くりとして具体的に P&Rは 出していないのだが、鎌倉市の交通マスタープ

ランの中で、P&IRを深沢地区で実現する。幾つかあるP&Rの 中の一つ とい う位

置づけをしている。鎌倉市内の自動車流入の抑制をする目的があるので、入れてい

る。

鎌倉方向に公共交通のネ ッ トワークがあれば分かるが、そもそもモノレールは大船

方向と江ノ島方向の流れなので、少 し違 うのではないか と思 うので、検詞いただき

たい。

個別の内容については、小グループで議論 していただ くので、具体的な意味につい

ては詰めていただくことが必要になる。村岡・深沢地区総合交通戦略 とい うのは、

どのエ リアを議論 しているのか。

主に新駅 と湘南深沢駅が中心になっていて、その周辺が拠点形成エ リアとなってい

る。藤沢駅、大船駅の混雑緩和を目標に掲げているので、広域なエ リアに跨ってい

ると考えていただければと思 う。

議論をしていくにあたって、前提条件のような情報が足 りない。例えば、立地企業

が研究所、病院など、交通をよく利用 される部分が抜けている。交通をどう練 って

い くか とい う視点が必要だと思 う。そ して、まちづ くりで区画整理が進んでいる事
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業 もあると思 うが、もう少 し周辺も含める話があるのな らば、そ うい う情報 も前提

条件 として、議論 をする上で示 してもらった方がいいと思 う。その中で、前提条件

の情報 も含めなが ら、深度化出来るものは していき、もう少 し具体的に見せてい く

ものがあらて初めて、交通事業者、行政が共通認識を持って交通戦略を進めていけ

るのではないか。合わせて、国の補助が もらえる下地が出来ていくのではないか。

周 りの状況を理解 して、早期にやった方がいいものは何か、将来的にやつた方がい

いものについて、関係者が合意できるように していただきたい。

新駅が出来る予定や 目標があると、
.路

線の再編をやるに しても、中長期の計画にも

載せていかない といけないので、教えていただきたい。また、道路が全然ない とい

うのが現状なので、柏尾川 と道路を跨いで両市にバスネ ッ トワークが張れれば、観

光地・病院を利用できる人が出てくる。もう少し、道路ネットワークを考えていた

だけた らと思 う。

例えば、皆で決まつて工事を進めるにはどのくらいかかるのか。

設計 (基本設計、実施設計含めて)約 2年、着工 して工事に約 2年かかるのではな

いか。事業者 としての意思決定、自治体の中での予算、場合によっては補助金など

の手続 きなども含めると 5年、6年かかるのが通常である。

駅が出来たタイ ミングが一つ、村岡 。深沢の開発、或いはその間を繋 ぐ道路が どん

なタイ ミングで出来そ うなのか。

:6月 に (仮称)村岡新駅実現に向けた検討会を神奈川県、鎌倉市、藤沢市で立ち上,|

て協議を行っている。その協議を踏まえて、」Rと 連携をしていきたいと考えて

る。方向性が定まつてから、事業認可の手続きを行つていきたいので、2年 くら1ヽ

を想定している。事業については地権者等もあるので、区画整理は 5,6午 くらいで

完成するのではと想定している。現在、」Rと 協議 している中で、鎌倉市狽1の深沢

方面から入つていく通路がないので、駅前のシンボル道路からつくっていかないと

難 しいという話もしている。

駅が出来る頃には、駅にアプローチする道路も出来ていないといけない。その日寺に

はどのような公共交通サービスをすべきかという議論は出来る。深沢の方も同じよ

うに川を越える道路がつくれるようになり、その後、周 りが立地するかは不確定な

部分もある。大きな節 目の時に、何を皆が協力してやつていくのかをちゃんと整理

して、資料に反映 していく。

今回ある戦略にソフ ト施策がない。駅周辺の基盤整備に特化 した戦略が出されてい

て、もつと広い視点で交通を議論 していく。その中で、例として、企業と連携 した

交通マネジメン トを行つたり、自転車交通をやるとすると、乗つた人がどこまで行

くのかなどの情報があって初めて議論が出来るのではないか。

線路を跨いで道路をつくるという話があつたが、将来的にそのような考えはあるの

か。それ とも混雑緩和や駅までのアクセスする道路が主な目的なのか。
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村岡地区に関 しては、以前、線路の上に道路をつ くる計画があつたが、地域住民か

ら反対運動が起 こった経緯があるので、駅周辺の区画整理はす るが、線路上空に道

路をつ くる案は計画 していない。

まちづ くりを行 うにあたって大船駅、藤沢駅で企業バスを行っているとい う情報や

新駅が出来れば新駅に企業バスが乗 り入れ ることも考え_て 、それな りの整理 もしな

くてはいけない と考えている。

広域的な幹線道路の整備はあるのか。さらに、検討会で広 I或 的ネ ッ トワークについ

て検討す るのか。

交通戦略で地区幹線道路ネ ッ トワークと書いてあるが、今の段階では検討は考えて

いない。lbl^岡 ・深沢地区に隣接する部分に関 しては検討 してい くが、広い部分 に関

しては考えていない。

実際に計画づ くりをするには事業者の方、事業に直接関わる方の意見を聞 くことが

重要であ り、その時にどうい う状況を考えるのか、どこで切 り取るのかなど、全体

の整合をとることが必要になってくる。今回は、周辺状況の整理や共通の認識 を持

つて取 り組む、ソフ トな取 り組みも行 うなど宿題が出てきた。県 と 2市が各事業者

の協力を得て、進んでいただきたい。

事務局の方で何か連絡事項はあるか。

次回協議会は、10月 13日 (火 )15:00か ら藤沢商工会議所みなパークにて行 :[

本 国は、大変活発な議論をしていただき、事業者については個別に 日程をとらせて

いただき、議論をさせていただく。

以上をもちま して、第 1回  村岡・深沢地区総合交通戦略策定協議会を開会す る。

岸井委員

事務局

作成者 :公益社団法人 日本交通計画協会


