
資料 1-1

「村岡・深沢地区総合交通戦略 (素案 )」 に関する

パブリックコメントの実施結果について (案 )

1.パブ リックコメン トについて

(1)意見等の募集期間

。藤沢市

2016年 (平成 28年)2月 10日 (水 )～ 2016年 (平成 28年 )3月 5日 (土 )

・鎌倉市

2016年 (平成 28年)2月 5日 (金)～ 2016年 (平成 28年 )3月 5日 (土 )

(2)意見等を提出できる方

・藤沢市

藤沢市内在住 。在勤・在学の方、事業所等を有する方およびその他利害関係

を有する方

・鎌倉市

鎌倉市内在住 。在勤 。在学の方、事業所等を有する方、納税義務を有する方

およびその他利害関係を有する方

(3)意見等の募集方法

郵送、ファックス、持参及び市のホームページの 「パブ リックコメント」意

見提出フォームにて提出

2.パブ リックコメン トの実施結果について

(1)意見数等 85件 29人 (藤沢市 18件 11人、鎌倉市 67件 18人 )

(2)「意見等の内容」及び 「湘南地区整備連絡協議会の考え方Jについて

別紙のとお り



○意見の分類

分類 件数 構成害1合

(ア ) 村岡 。深沢地区総合交通戦略 (素案)全般に関

する意見

1件 1.2%

(イ ) 村岡・深沢地区総合交通戦略 (素案)の各項 目

に関す る意見

1.村岡・深沢地区総合交通戦略の位置づけに

関す る意見

2.想定 され る課題 と解決の方向性に関す る意

見

3.戦略 目標の設定に関す る意見

4.戦略別プランに関す る意見

5.施策実施展開の考え方に関す る意 見

6 戦略別施策パ ッケージと事業実施 スケジュ

ールに関す る意見

7.戦略実施の効果 と目標値 に関す る意見

8.戦略策定後の取組 に関す る意見

9.資料編に関す る意見

「
■ 1 件

1

2件

2件

4件

6件

5件

0件

0件

4件

1

12.9%

2.4%

2.4%
16. 5%
7.0%

17.6%
0%
0%

4.7%
小 計 54件 63. 5%

(ウ )そ の他 30件 35. 3%

合 計 85件 100%

○意見の反映状況

注)「反映状況Jの説明 件 数 構成害1合

①ご意見のlla旨 を踏まえ、計画に反映しました。 3件 3 5%
②すでに計画に位置づけてあります。 5件 5.9%
③すでに別の事業で実施済みです。 0件 0%

①今後の取り組みの参考にします。 8件 9.4%
⑤基本的な考え方への反映は困難です。 9件 10.6%
⑥その他 60件 70.6%

合 計 85件 100%



(ア )村岡 。深沢地区総合交通戦略 (素案)全般に関する意見

No 意見等の内容
反映状況

(注 )

湘南地区整備連絡協議会の考え方

(神奈川県、藤沢市、鎌倉市の考え方)

1 1ページ 1.1総合交通戦

略 とは

私の知人は、葉山か ら藤沢

まで自転車で通勤 している。

自動車に極力依存 しない考え

方は、非常に良いと思 うので、

まずは、当委員及び市職員か

ら実践 して、手本を示 して下

さい。

④ 村岡・深沢地区総合交通戦略の実施に

向けた取組の参考に tノ ます。

(イ )村岡 。深沢地区総合交通戦略 (素案)の各項 目に関する意見

1.村岡・深沢地区総合交通戦略の位置づけに関する意見

No 意見等の内容
反映状況

(注 )

湘南地区整備連絡協議会の考え方

(神奈川県、藤沢市、鎌倉市の考え方)

９

“ 当初計画では 「新駅を中心

とした村岡地区まちづ くり」

となってお り、その後見直さ

れた結果なのか、今回提示の

計画では新駅設置の目的が

「藤沢駅 。大船駅に集積する

利用者数を新駅に分散 して低

減を図るJ狙いに計画が移 さ

れている。「本事業の目的が何

であるのか」、「その目的の論

理

“

J必然性」が漠然 としてい

て分か りづ らい計画 となつて

いる.

② 付岡新駅を中心としたまちづ くりに

ついては、藤沢市村岡地区の住民等によ

って平成 13年 3月 に策定 され、その後、

藤沢市長に提言 された ものであ ります。

一方、「藤沢駅・大船駅に集積する利

用者の分散Jについては、藤沢市 と鎌倉

市が共「Flに より、平成 19年度策定 した

「村岡 。深沢地区全体整備構想 (案 )J

の中で、藤沢駅 。大船駅周辺等の交通混

雑緩和のため新たな交通拠点 (新駅)の

形成が不可欠であると位置づけてお り、

この構想 (案)の 実現に向け、取 り組ん

でお ります。

なお、総合交通戦略の 目的について

は、素案 12の とお りであ ります。
つ
０

。1.2村岡・深沢地区におけ

る総合交通戦略の目的

村岡 。深沢地区にある事業

者等全てに対 し、自動車で通

勤 しないように徹底 して指導

⑥ 村岡・深沢地区総合交通戦略では、交

通を規市1す るのではなく、モ ビリティマ

ネジメン ト等により、新駅や公共交通、

徒歩、自転車利用を促進することで、自

動車利用の抑市Jを 考えています。

3



するよう要望する。

4 1 総合交通戦略検討の流

オし

総合交通戦略 として取 りま

とめます。 とあるが、取 りま

とめの際は、 自動車通勤は不

可と明記 して t)ら いたい。

⑤ 村岡・深沢地区総合交通戦略では、交

通を規制するのではなく、モ ビリテ ィマ

ネジメン ト等により、新駅や公共交通、

徒歩、自転車利用を促進することで、自

動車利用の抑制を考えていることか ら

反映は困難 と考えています。

5 。2ページ 1.4総合交通戦

略の目標年次、15対 象期間

藤沢駅、大船駅間は、約 4.6

kmで短いため、多額の税金

を投入 しての新駅設置は、必

要ない。

⑥ 土地利用計画や新駅整備は確定 した

ものではありませんが、村岡 。深沢地区

総合交通戦略 (素 案)は、村岡新駅の整

備を前提に、地方自治体と交通管理者、

交通事業者等の関係団体で検討を行い

策定 した()の です。

ご意見は、鎌倉市への村岡新駅整備に

対する意見として承ります .

6 。16検討組織

組織フローが、正 しく書か

れていない し、不要な組織で

あり、税金の無駄遣いであるc

⑥ 16検討組織は、村岡 。深沢地区のま

ちづ くりに係る流れ と、村岡・深沢地区

総合交 i二 戦略策定協議会に係 る組織 を

整理 したものです。組織については、村

岡 。深沢地区総合交通戦略を実施す るう

えで、今後も必要であると考えます.

7 。3ページ 17戦 略策定ま

での流れ

税金の無駄遣いの組織であ

り、解散するべきである.

⑥ 村岡・深沢地区総合交通戦略策定後

は、 (仮)村岡・深沢地区交通戦略会議

において、施策の進捗や効果を管理・評

価 しなが ら、必要に応 じて戦略を見直

し、継続的に施策を展開 します。

8 。1.8総合交通戦略策定後の

実施方策

新駅設置、シンボル道路を

作つてか ら、当文書の内容を

実施するのは、不可である。

⑥ 18総 合交通戦略策定後の実施 方策

は、実施 した施策を評価 し、状況にあっ

た見直 しをす るための仕組みを表 した

ものであ)り 、継続的に施策を展開す るた

めには必要な取組 と考えています.

9 。4ページ 1.9村岡・深沢

地区におけるまちづくりの検

討の経緯

組織フローが、正 しく書か

れていない し、不要な組織で

⑥ 19村岡・深沢地区におけるまちづ く

りの検討の経緯は、平成 19年度以降、

村岡・深沢地区のまちづ くり及び交通イ

ンフラの整備に向けた検討の経緯に、今

後、村岡・深沢地区のまちづ くり、村 1司・



あ り、税金の無駄遣いである。

よって、廃止すべきである。

深沢地区総合交通戦略、村岡新駅の取組

に必要な組織 との流れを整理 したもの

です。

10 。5ベージ 1.lo村岡・深沢

地区の概要

村岡地区は、新駅設置、深

沢地区は、十日国鉄跡地になっ

ている.

⑥ 1.10村岡・深沢地区の概要に、ご意

見の記載はございません。

。6ページ 1.H過年度まで

の調査における検討内容

「村岡・深沢地区全体整備構

想 (案 )」 は、学識経験者 (2

名 )、 国土交通省 (2名 )、 神

奈川県(3名 )、 藤沢市 (3名 )、

鎌倉市 (3名 )、 JR(2名 )、

UR(3名 )で東海道線の村岡

新駅設置と深沢地区 (旧 国鉄

跡地、現 JR工場跡地開発地 )

を繋ぐシンボル道路の検討で

ある.

⑥ 「村岡・深沢地区全体整備構想 (案 )J

は、主に「広域的な視点からの本地区の

将来像」や、それを実現するための「イ

ンフラ機能等の課題の対応方策J、
「まち

づくりの推進体制や今後の進め方等」に

ついて検討を行い、「土地利用構想案 J

と「道路インフラ整備の基本方針」つい

て取 りまとめたものです。

，

コ P2では「村岡新駅の実現に

向けた検討会Jが新駅設置を

正式要望する旨の記載がある

が、この検討会の位置づけが、

P4の フローの中で不 Fdl確 で

ある.

① 1.6検討組織の表記に合せ、19村
F司・深沢地区におけるまちづくりの検討

経過 と総合交通戦略の位置づけ (案)の
「村岡新駅の実現に向けた取 り組みの

継続Jを 「
(仮称)村岡新駅の実現に向

けた検討会等、取組の継続」に修正 しま

すc

2.想定される課題 と解決の方向性に関する意見

No 意見等の内容
反映状況

(注 )

湘南地区整備連絡協議会の考え方

(神奈川県、藤沢市、鎌倉市の考え方)

０
０

。7ベージ 2想 定 される課

題 と解決の方向性

藤沢駅は、ホームが 1本 し

かなく、階段 も 1箇所であり、

改良する必要があるの大船駅

⑤ 村岡・深沢地区総合交通戦略では、交

通を規縮1す るのではなく、モ ビリテ ィマ

ネジメン ト等により、新駅や公共交 i通 、

徒歩、自転車利用を促進することで、自

動 車利用の抑制 を考えていることか ら

5



については、現状で問題ない。

問題なのは、踏切が、 3箇所

ある事である.安全で健康な

生活を実現するのであれば、

自動車i重 勤を禁上 し、徒歩、

自転車利用をするように指導

する。企業、市職員は、全員、

自宅から自転車で通勤するよ

う率先 して見本を見せる必要

が重要である。

自家用車を利用 させないよ

うにすれば、全ての公共交通

が、徒歩、自転車にな り、交

通渋滞は、絶対になくなる。

反映は困難 と考えています。

14 鎌倉市深沢地域のまちづ く

りには 「新 しく開発 したこと

で起きるかもしれない渋滞対

策 として村岡に新駅を作る前

に、ある問題点を直す ことで

新 しく開発 したことで起きる

かもしれない渋滞を少 し改善

できる百
]‐ 能1生 がある」 といえ

る。その問題点 とは、深沢再

開発地域に新 しく一般車両が

入れる道路を計画 して しまっ

ていることであり、一般車両

が入れる道路は新 しく住む 3

100人 (予定)の 方々にとっ

て車での外出をしやす くし、

さらにまちに来る人たちに車

で来やす くするためのもので

あり、深沢再開発後、周辺道

路の渋滞を発生させる一つの

原因になるかもしれない.

⑥ 村岡・深沢地区総合交通戦略では、交

i亜 を規制するのではなく、モ ビリティマ

ネジメン ト等により、新駅や公共交通、

徒歩、自転車利用を促進することで、自

動車利用の抑制を考えています.

また、併せて新駅 と深沢地区を結ぶシ

ャ トルバスを運行することで、新駅アク

セス性向上による新駅の利用拡大や 自

動車和1用 が抑制 され、それにより周辺道

路の混雑 ll~1制 等が図れ る 1)の と考えて

います。
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3.戦略 目標の設定に関す る意見

No 意見等の内容
反映状況

(注 )

湘南地区整備連絡協議会の考え方

(神奈川県、藤沢市、鎌倉市の考え方)

15 ３ジ一ペ・８

定

戦略 目標の設

新駅の整備 は前tiEと なる

が、とあるが、大船駅、藤沢

駅周辺の道路の改修が必要で

ある。特に大船は、踏切をな

くす必要があるc

藤沢駅は、駅舎の改良、建

て替えが必要である。

⑥ 広域のまちづくりにかかる意見と

て承 ります。

16 。9ページ 32交 通戦略 目

標案

村岡・深沢地区の交通の整

備 をすれば、鎌倉市、藤沢市

共に安全、安心な街になる訳

ではない。村岡新駅設置によ

リメ リッ ト地区、デメ リット

地区が生まれて しまう。

⑥

4.戦略別プランに関する意見

No 意見等の内容
反映状況

(注 )

湘南地区整備連絡協議会 の考 え方

(神奈川県、藤沢市、鎌倉市の考え方)

ウ
Ｆ 駅周辺の混雑緩和について

は、駅周辺への自家用車進人

禁止等、他の地道な政策 。努

力を優先するべき。駅周辺ヘ

の 自家用車進入禁止 。一方通

行化・歩車分離式信号設置 。

自転車走行空間の設置や駐輪

場増設 。ロー ドプライシング

の実行等施策はいくらで t)あ

るのではないか。

④ 藤沢駅及び大船駅周辺の渋滞対策等

については、関係機関において、道路新

設 。改良等、様々な取り組みが行われて

おります.

なお、今回頂いたご意見は今後の取組

の参考にしますじ

18 戦略 2で 「鉄道利用■.lラ イ

フスタイルの実現Jと 記載 さ

れているが、現在の鉄道利用

者はすでに鉄道を利用 したラ

⑤ 資料編 P13の 通勤 目的の代表交通手

段 (出 発・到着)及び、P14の私事 目的

の代表交通手段 (出 発・至1着)に もある

とお り、代表交通手段に自動車が占める



イフスタイルを実現している

と,思 う。

割合は、18.6%か ら358%と 高い状況

にあります.

19 重点課題③で 「自転車道ネ

ッ トワーク、歩行者ネ ッ トワ

ー クを整備 し、徒歩や 自転車

の充実した環境を形成するこ

とで、健康で豊か さを十三分

に感 じられるまちを形成す

る1と あるが、自転車道の設

置チ形態 として、FujisawaSST

に設置されている道路左惧1ペ

イン ト型の左側一方通行型 自

転車 レーンでの計画を希望す

るc

④ シンボル道路については、6.4個別の

施策内容 (P24P25)に おいて、自転車

走行空間等を適宜配置するとしてお り

ます。

なお、藤沢市においては、平成 26

年 9月 に策定した「藤沢市自転車走行空

間のあり方」に沿つて、整備を進めると

してお ります.

20 自家用車依存からの脱去pを

めざす場合、まずは既存のバ

ス網を充実させるのが先だと

考える。鉄道は便利だが、小

回 りはきかないので、多様な

ニーズに応えられない。高齢

化を考えれば、路線の柔軟性

に富むバスに政策を集中すべ

き´

新駅用の上地は、湘南ライ

フタウンのような大きめのバ

スロータリーや、車用の 「道

の駅J(観光客向けの車用「新

5Fl」 )と して活用すればいいの

ではないか6

⑤ 64個別の施策内容 (P26)に 記載の

とお り、バス網の新設 。再編は大変重要

な施策の一つとして考え_ております。ま

た、戦略 2「極力自動車利用に依存 しな

い、鉄道利用型ライマスタイルの実現 J

のためには、バス路線の新設 。再編 とと

もに、新駅の整備が不可欠なものと考え

てお ります。

，

コ 藤沢駅近辺の467号 線 と

それにつながる道路の整備 を

おこない、交通渋滞を解消す

るほ うが有益 と思われる。特

に藤沢駅近辺では駅に用のな

い車 t♪ 通過せ ぎるを得ない構

造がます ます渋滞を作 り出 し
~て

いろ
`.

④ 藤沢市では、現在策定中の藤沢市道路

整備プログラムの中で、鵠沼奥田線を優

先的に整備する路線に位置づけるなど、

藤沢駅周辺の交通渋滞対策に取り組ん

でいます.

つ
“

，

一
・10ベージ 111戦 略 1の

将来像、412将 来像実現に

向けた現状分析

日本国は、人口減少が益 々

進む傾市Iで あ り、新駅設置に

⑥ 広域のまちづくりにかかる意見とし

て承ります.
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より、藤沢駅、大船駅周辺が

寂れてしまう。

つ
０

９
“

・4.1.3施策内容の設定

市民、企業、行政機関に、

徒歩、自転車を使用す るよ う

に指導すれば、新駅設置は、

必要ない。財政難のお り、新

駅設置に組んでいる税金を他

の政策に投入出来る。新駅設

置の企業バスの運行は、●●

●のマイクロバスの事 と思 う

が、東海道線利用の方がよい

者にとつては、デメ リッ トと

なる。

⑥ 新駅が整備 されることで公共交通の

利用率が向上 し、それにより周i丑 の交通

渋滞も緩和 されると考えています。ま

た、村岡・深沢地区総合交通戦略では、

交通を規制するのではなく、モビリティ

マネジメン ト等により、新駅や公共交

通、徒歩、自転車利用を促進することで、

自動車利用の抑制を考えています。

24 ・Hページ 41.4施 策パ ッ

ケージの検討

現在の藤沢駅、大船駅の周

辺道路 と藤沢駅駅舎の改良建

て替えで、 十分対応できる。

⑥ 広域のまちづ くりにかかる意見とし

て承 ります。

25 。12ページ 4.21戦略 2の

将来像、4.22将来像実現に

向けた現状分析

藤沢駅、大船駅及び周辺に

行く場合、公共交通機関、徒

歩、自転車以外は、乗 り入れ

禁上にする。

⑥ 村岡・深沢地区総合交通戦略では、交

通を規制するのではなく、モ ビリテ ィマ

ネジメン ト等により、新駅や公共交通、

徒歩、自転車利用を促進することで、自

動車利用の抑制を考えています.

26 。13ページ 。新駅 と深沢地

区を結ぶ シャ トルバ スの運

行、。新駅 と発着の企業バスの

運行シャ トルバスを誰が乗る

ので しょうか ?徒 歩、自転車

を使用する.企業 バスは、●

●● しかない.

⑥ シャ トルバスを運行す ることで新駅

アクセス性向上による新駅の利用拡大

や 自動車利用が抑制 され、それにより周

i型 道路の混雑抑制等が図れ る t)の と考

えています。

一

了，

コ
。14ページ 42.4施 策パッ

ケージの検討

検討するに値 しないc

⑥ 極力自動車利用に依存 しない、鉄道利

用型 ライフスタイルの実現を図るため

に、必要な施策 として考えていますc



28 。15ページ 4.31戦 略 3の

将来像、43.2将来像実現に

向けた現状分析、4.3.3施策

内容の策定

村岡駅 と深沢駅間のシンボ

ル道路は、すでに計画 (案 )が

出来てお り、税金を使用 して

検討するZ、要はないc

① 村岡・深沢地区総合交通戦略の実施に

向けた取組の参考にします。

29 。16ページ 43.4施策パッ

ケージの検討

シンボル道路は、徒歩、自

転車の使用であ り、検討する

必要はない。

⑥ シンボル道路は、県道腰越大船 と市道

大船西鎌倉線 を結ぶ重要な道路であり、

極力自動車利用に依存 しない、鉄道利用

型ライフスタイルの実現を図るために、

必要な施策 として考えています。

30 ・17ベージ 44戦 略 目標 と

実施施策の関係

深沢地区開発の JRの換地

に 10階建てのマンション約

12棟を建設する為であ り、」

Rに検討 させればよい。

⑥ 深沢地区のまちづくりにかかる意見

として承ります。

5.施策実施展開の考え方に関す る意見

No 意見等の内容
反映状況

(注 )

湘南地区整備連絡協議会の考え方

(神奈川県、藤沢市、鎌倉市の考え方)

つ
０ 大船駅、藤沢駅に通勤等で

駅前広場に乗 り入れる自動車

は、皆無にすぎない.大船駅、

藤沢駅周辺等の交通混雑は、

駅利用者でない通 り抜けの自

動車が要因である.

混雑の理由

1 大船駅東側は、横須賀線

の踏切が 2箇所あるからで

ある.横須賀線が出来たま

ま、現在に至つている。

2 東海道線の踏切が、 1箇

所あるからである。 F「
ll踏切

⑥ シンボル道路は、県道腰越大船 と市道

大船西鎌倉線を結ぶ重要な道路と考え

ています.ま た、新駅が整備 されること

で公共交通の利用率が向上 し、それによ

り周i型 の交i三渋滞も緩和されると考え

ています。
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も東海道線が出来たまま、

現在に至っている。

3.現在、湘南モノレール下

に建設中の陸橋 も 2車線で

あ り、接続道路 も狭い。建

設中の陸橋は、 4車線に し

て、通 り抜けの車を通過 さ

t「ねJゴ よい。

4.大船駅西側は、拡張 しな

い限 り、通 り抜けの車の解

ヤ肖が出来ない。

5.藤沢駅南側は、片瀬道路

の混雑緩和を図る計画で建

設中の道路が、川名で工事

が止まったままであるため

である。

6 藤沢駅北側は、村岡道路

が 片瀬道 路 に接続 してお

り、また、藤沢前を通 らな

ければ、通 り抜けられない

ためである。

上記、 1～ 6を解消 しない限

り、シンボル道路を作っても、

交通混雑は、解消できない。

※結論

上記の事か ら、村岡新駅 と

シンボル道路を税金を投入 し

て作る必要はない. JR東 日

本 (株 )が、深沢地区に所有

している約 16haの 土地の価

値を上げたいのであれば、 J
R東 日本 (株 )が 、村岡新駅

設置、シンボル道路等、 」R

東 日本 (株 )が費用を出 して

作れば良く、我々市民には、

不要であり、税金投入には、



反対であるし

，

″

つ
０ 問題内容を解決す るには、

シンボル道路だけ整備すれば

全て解決するわけではない。

周辺道路を全て改良対象にす

べきである。

先行 して周辺道路の整備 を

実施するのが重要である。

湘南深沢駅を中心に 1.5km

以内の狭除道路等の改良整備

をする.

村岡新駅を中心に 15km

以内の狭除i直路等の改良整備

をする.

⑥ 村岡・深沢地区総合交通戦略では、シ

ンボル道路の整備だけでなく、周辺交差

点の改良も実施施策 として計画 してい

ます。

周辺交差点の改良については、まちづ

くりに伴 う交通需要の増加に対応 した

道路改良を考えています。

つ
０

つ
０ 村岡線道路をシンボル道路

とl「
ll等 の道路に整備する。

深沢地区整備内に商業施設

面積 5 haになっていることか

ら、大船西鎌倉線、県道大船

腰越線、県道藤沢鎌倉線、宮

前梶原線等についても、安全

安心が重要であ り、シンボル

道路 と同等の道路に改良整備

する必要がある.

上記について、全て整備が

出来なければ安全 。安心な町

にならない。

⑥ 藤沢市では、藤沢村岡線の拡幅を計画

してお ります .

シンボル道路及び深沢地区整備事業

区域内の県道腰越大船、市道大船西鎌倉

線、市道常盤梶原線は土地区画整l_9事 業

にあわせて歩道幅員を拡幅するため、地

区周辺の歩行者の安全性は向 にす るモ)

のと考えています。

34 村岡新駅は、請願駅 と聞い

ているぅ よって、税金を使っ

ての建設をする事になる.JR
工場跡地に多額の税金を投 入

し、開発事業を進める計画で

あり、またシンボル道路に 1)

多額の税金を投入する計画に

なつている.前述は、JR大船

工場跡地の土地の価値 を 上げ

⑥ 土地利用計画や新駅整備については

確定 した 1)のではありませんが、村岡・

深沢地区総合交通戦略 (素案)は 、村岡

新駅の整備を前提に、地方自治体と交 irl

管理者、交i二 事業者等の関係団体で検討

を行い策定 した t)の です。

シンボル道路については、県道腰 i越大

船 と市道大船西鎌倉線を結ぶ路線 とし

て重要な道路 と考えていますc

つ
ん



る計画であ り、JRが 当協議会

の委員になっていることか ら

も分かる。

シンボル道路、新駅の建設

は、JRの為のものであ り、建

設費用は、全額 JRの 負担で行

うように求める。

仮に税金を 1円 でも使 って

新駅やシンボル道路を作るの

であれば、現在の市民には、

不必要なものであるため、当

計画を中止す るように要求す

る。

また、新駅が整備 され ることで公共交

通の利用率が向上 し、それにより周辺の

交 i重 渋滞 も緩和 されるため必要な施設

と考えています。

ｒ
Ｄ

０
０ 地 区内における渋滞解消の

ため、自家用車を原則的に規

制 (身障者な どには手形を発

行)し てはどうかと考える。

⑥ 村岡・深沢地区総合交 i三戦略では、交

通を規制するのではなく、モビリテ ィマ

ネジメン ト等により、新駅や公共交通、

徒歩、自転車利用を促進することで、自

動車利用の抑制を考えていますc

36 ・ 18ページ 5施策実施展開

の考え方 (51新駅整備前後

による段階的取組、5.2目 標

設定 と効果把握による着実な

推進、5.3ハー ド・ソフ ト施

策の展開、54新 駅整備時期

と深沢地区のまち開き)

村 Frul新駅、シンボル道路に

多額の税金を投入 して誰が利

用す るのか ?」 Rの マンショ

ンに居住する 3,100人 が使用

す るだけである.藤沢市宮前

地区の住民は、シンボル道路

は、使用 しない.

⑥ シンボル道路は、県道腰越大船 と市道

大船西鎌倉線 を結ぶ重要な道路 と考え

ています。また、新駅が整備 されること

で公共交通の利用率が向上 し、それによ

り周辺の交通渋滞 も緩和 されると考え

ていますり
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6.戦略別施策パ ッケージと事業実施スケジュールに関する意見

No 意見等の内容
反映状況

(注 )

湘南地区整備連絡協議会の考え方

(神奈川県、藤沢市、鎌倉市の考え方)

一

ｒ９
０ 素案 P26の 周辺交差点の

改良について、全てが改良対

象 とは限 らないと記載 されて

いるが、村岡新駅 と湘南深沢

駅をつなぐシンボル道路だけ

を作 り、周辺交差点の改良は

行わないのではないか。

⑥ 周辺交差点の改良については、交通需

要に伴い、交差点改良工事を実施するほ

か、信号現示の変更等による対応を検討

するものでありますし

38 小塚地下道先のT字路に高

谷交差点仰レ らゝ進入すると、

新駅南側の駅前広場等から線

路沿いに小塚地下道への繋が

る現況市道か らくる車両が確

認 しづらい。側道から進入す

る車両が確認できない道路構

造 となってお り、構造に問題

がある.こ のことから、今以

上に交通量が増加 しない対策

が必要 と考えるc

④ 小塚地下道前交差点については、ご

指摘のとお り、側道から進入する車両が

確認 しづらい道路構造 となってお りま

す。また、新駅を含む村岡地区、深沢地

区のまちづくりにより交通需要の増加

を想定 してお ります。それ らの対策 とし

て、本交通戦略において、周辺交差点の

改良が必要な箇所 (P26)(こ位置づけて

お ります。

39 。19ページ 戦略別施策パ ッ

ケージと事業実施スケジュー

ル

61戦 略 1 広域的な交通

環境を改善する交通ネ ッ トワ

ークの作成 ((1)将来像 と目

標、 (2)施策パ ッケージ)

村岡新駅を設置すれば、新

駅を中′とヽとして 2 km以内の道

路 も改良拡幅 (シ ンボル道路

並)し なければ、安全、安心

は、確保できない。徒歩、自

転車以外は、使用を禁止する.

⑥ シンボル道路及び深沢地区整備事業

区域内の県道腰越大船、市道大船西鎌倉

線、市道常盤梶原線は土地区画整理事業

にあわせて歩道幅員を拡幅するため、地

区周辺の歩行者
‐
の安全性は向上す るも

のと考えています。また、それ以外の道

路については、まちづ くりに伴 う交通需

要の増加に対応 した道路改良を考えて

いますが、モ ビリティマネジメン ト等に

より、新駅や公共交通、徒歩、自転車利

用を促進することで、自動車利用の抑制

を考えています
=

40 。20ベージ 6.2戦略 2 極

力自動車使用 しない、鉄道利

用型 ライフスタイルの実現、

((1)将来像 と目標、(2)施

策バ ッケーン)

⑥ 新駅が整備 され ることで公共交通の

利用率が向上 し、それにより周 i丑 の交通

渋滞 も緩和されることから、新駅は必要

な施設 と考えています。また、企業向け

モ ビリテ ィマネジメン トの推進によ り
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新駅を設置 しなくても、鉄

道利用型に出来る。企業、事

業所等が自動車i重 勤を禁止す

れば、済むことである。

公共交通利用者の拡大を図ることで、自

動車利用も抑制 されるモ)の と考えてい

ます。

41 。21ページ 6.3戦略 3:環

境にや さしく、健康をサポー

トす る交通環境 の形成 ((1)

将来像 と目標、(2)施策パ ッ

ケージ)

村岡新駅の設置、新駅を中

心にして 2 km以 内の道路の改

良拡幅 (シ ンボル道路並)に

しなければ、安全ですべての

人が利用 しやすい歩行環境を

実現する事は出来ない。

⑥ シンボル道路及び深沢地区整備事業

区域内の県道腰越大船、市道大船西鎌倉

線、市道常盤梶原線は土地区画整理事業

にあわせて歩道 1幅 員を拡幅するため、地

区周辺 の歩行者 の安全性は向上す るも

のと考えています。

また、それ以外の道路については、ま

ちづ くりに伴 う交通需要の増加 に対応

した道路改良を考えていますが、モ ビリ

ティマネジメン ト等により、新駅や公共

交通、徒歩、自転車利用を促進すること

で、自動車利用の抑制を考えています。

42 。22、 23、 24、 25ン く`――シ
'、
 6.4

個別 の施策内容

」R東海道線の大船～藤沢駅

間への新駅設置 と深沢地区開

発事業地のシンボル道路の検

討だけになつている。

⑥ 村岡・深沢地区総合交通戦略は、両地

区に特化 し、戦略的に交通施策を推進す

るものであ り、「新駅の整備」、「新駅の

駅前広場の整備」、「シンボル道路の整

備」は、複数ある施策の一つとなってい

ます.こ れ らの施策は戦略 日標の実 EElの

ため、関連する複数の施策 と一体的に取

組む ことでよ り効果が得 られ るもの と

考えています。

０
じ

ス
■

。26、 27、 28ベージ

◆必要に応 じて開発に伴 う交

通需要の増加に対応 した道路

の改良全てが改良対象 とは限

らないとあるが、本」
^岡

新駅 と

同時に全てを改良対象に しな

ければ、安全混雑の緩和は、

出来ない。 また、徒歩、自転

車が快適に和l用 出来るまちに

村岡地区は、なっていない。

⑥ 村岡・深沢地区総合交通戦略では、シ

ンボル道路の整備だけでなく、周辺交差

点の改良 も実施施策 として計画 してい

ます。

周 i二 交差点の改良については、まちづ

くりに伴 う交通需要の増加に対応 した

道路改良を考えています。

44 。29ページ ⑥ 湘南深沢駅は橋上駅舎であるため、バ
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◆湘南深沢駅の上下移動を容

易 と交通拠点機能 を高める

当計画は、JRマ ンション 10

階建 12棟を作るようにした

ものである。

リアフリーの観点から必要な施策と考

えています。

45 ・30ページ ◆自転車に依存

しないための自転車利用環境

の整備

通勤者が自転車で来ない日

は、雨天等の 日であり、一握

りである。

② ご意見のとお り、駅利用者のための駐

輪場整備を考えています。

46 ・ 31、 32ページ ◆来訪者の

ための駐輪場を整備

受入側が整備すれば良い事

である。

② ご意見のとお り、来訪者向けの駐輪場

は各施設での整備を考えています.

47 ・ 33、  34、 35、  36、  37′
ヘミーーシリ、

新駅へのバス路線の新設

徒歩、自転車を使用すれば、

バスは不要である。

⑤ 自動車依存 しない交 iFll環 境を形成す

るには、バリアフ リー化 と併せて、公共

交通を充実させることが重要であり、そ

のためにも新駅へのバス路線 の新設は

必要な施策 と考えていることか ら反映

は困難 と考えています。

48 ・◆新駅～拠点施設～湘南深

沢駅間のシャ トルバスの運行

徒歩、自転車を使用するの

で、身体に障がいがある人 し

か、利用 しないら不要の

⑤ シャ トルバスを運行す ることで新駅

アクセス性向上による新駅の利用拡大

や 自動車利用が抑制 されることにな り、

それにより周辺道路の混雑抑制等が図

れ るもの と考えていることか ら反映は

困難 と考えています。

49 。39ページ 公共交通利用ポ

イン トの導入

藤沢市、鎌倉市共に、市内

全てに導入する.

⑥ 村岡・深沢地区総合交通戦略は、両地

区に特化 したものですが、全市的な取組

にかかるご意見として承 ります .

０一Ｌ
υ

。ι10、 41ページ、 7戦略実施

の効果 と目標値、 8戦略策定

後の取組

不必要な村岡新駅設置、シ

ンボル道路を多額に)税金を投

⑥ 新駅が整備 され ることで公共交 i通 の

利用率が向上 し、それにより周辺の交i亜

渋滞 1)緩和されることから、新駅は,と、要

な施設 と考えています。またシンボル道

路は、県i童腰越大船 と市道大船西鎌倉線
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入 しても、使用効果はない. を結ぶ重要な道路 と考えています。

51 P22の新駅の整備の記述

においても、「村岡新駅の実現

に向けた検討会Jの記載はな

く、いきなり、「IR、 神奈川県、

藤沢市、鎌倉市の協議が整い

次第Jと なっている。

新駅設置においては、新

駅設置の正式要望が重要なプ

ロセスであると考えられるた

め、 P4、 P22においても、

新駅設置の正式要望を行 う主

体や、新駅設置の要望時期に

関する記述を盛 り込むべきと

考える。

⑤ 村岡 。深沢地区総 合交通戦略 (素案)は、

村岡新駅の整備が前提であ り、「
(仮称 )

村岡新駅の実現に向けた検討会」は、新

駅設置の要望す るための会ではないた

め、反映は困難 と考えていますc

9.資料編に関する意見

No 意見等の内容
反映状況

(注 )

湘南地 区整備連絡協議 会 の考 え方

(神奈川県、藤沢市、鎌倉市の考え方)

９

″

一５ 資料編 7ページに将来の人

口推計が出ているが、鎌倉市

は減少にはいってお り、藤沢

市 も明 らかにビー クアウ トし

た とい う推計であるcこ のデ

ー タをもとに、人 口増加を前

提 として計画が進められ るの

かが理解できない。特に文中

に 「当面は若年層の大きな減

少は予想 されていない」とあ

るが、 どのように した らこん

な結論が導き出せ るのか.

さらにこの統計の年齢階層

別人口害1合は、 15～ 64歳
人 口をひ とま とめに してお

り、この数字で若年層人国の

推計がどうしてできるのか.

なぜ若年層は減 らないと結論

付けられるのかG

⑥ 若年層 (15歳 か ら 34歳 )を含む 15

歳から 64歳 の人口害1合 において、藤沢

市 が平成 27年 63.5%、 平成 37年
62.7%、 鎌倉市が平成 27年 573%、 平

成 37年 57.6%と 推計 されてお り、若年

層 について も大 きな減少はない もの と

推計 してお ります。

(参考)

藤沢市将来人口推計 (若年層 )

卜122 H27 I132 I142

50,279)、、 48,306メ、 18,792人 49,470ノ、

つ
０

興
Ｊ 資料編ページ 9で、鎌倉市 ⑥ 鎌倉市・藤沢市の1子来人口につきまし

ワ
‘



も藤沢市も 65歳以上の人 口

の害1合が増加 し、15歳未満の

人 口の割合 が減 少す るもの

の、当面は若年層の大きな減

少は予測|さ れていない と書か

れているがいつの調査か。

ては、国立社会保障 。人口問題研究所が

平成25(2013)年 3月 、平成22(2010)

年の国勢調査を基に、平成22(2010)～

52(2040)年までの30年間 (5年ごと)

について推計を行つたものを示したも

のです。

54 新駅設置をす る事により、

大船駅及び藤沢駅の混雑が、

約 7%～ 6%削減できると言

われているが、根拠がはつき

り示 されていないc

大船駅については、混雑は

特に問題ない.大船の街の繁

栄になっている。

① 混雑の削減効果の考え方を資料編に

追記 します。

廣
υ

廣
υ 新駅に関連 した調査検討 と

いえば、平成 42年 (15年 さ

き)の新駅乗降客の推計では

約 65,000人だが、 1素案J資

料には、何年先の数値かが示

されていない。

① 資料編「1 村岡新駅の利用者数の推

計」に、新駅の乗降客数の推計結果につ

いては、平成 42年推計であることを追

記 しますc

(ウ )そ の他

No 意見等の内容
反映状況

(注 )

湘南地区整備連絡協議会の考え方

(神奈川県、藤沢市、鎌倉市の考え方)

56 新駅は賛成。ぜひ早期に作

っていただきたい.

・村岡から藤沢駅を使 うには

バスが必須であるが、駅付近

道路が渋滞 し時間が読めない

ことや、村岡方面を運行 して

いるバスは小 さく乗れない事

があ り、車での移動を選択す

ることが多い.新駅ができれ

ば電車で移動ができるので車

は使わなくなる。
。駅ができれば何 らかの商業

施設 (小 さいなが らも)が で

② 村岡 。深沢地区全体整備構想 (案)に
示す「新駅設置を中心とした自動車利用

に極力依存しないまちづくり」の実現に

向け、関係機関と協議・検討を進めてま

いります。
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きるので、買い物等 も車で藤

沢駅付近まで出なくて済むの

ではないかと期待 している。
ウ
イ

一ｂ 駅の早急な整備をお願いす

る。

現在、藤沢駅および駅周辺の

混雑は資料のとお りであ り、

時間帯によっては資料の写真

以上の混雑 となつている。藤

沢市は、東京方面への通勤者

及び藤沢市内の事業所への通

勤者が多く、特に朝のラッシ

ュ時は両者が入 り乱れて、ホ

ーム、通路、階段いずれ も非

常 に危険 な状態 とな って い

る。駅周辺については,バス

や一般車が非常に多 くなつて

お り,特に雨天時などはバス

が定刻運行 されず,不便が生

じている。 この結果, 自家用

車に頼 る人が増えるとい う悪

循環に陥つている。

交通の分散 , 自家用車の削

減に効果があると考えられ る

村岡新駅の早急な整備 を希望

する
=

② 村岡・深沢地区全体整備構想 (案 )

に示す「新駅設置を中心 とした自動車利

用に極力依存 しないまちづ くり」の実現

に向け、関係機関 と協議 。検討を進めて

まい りまt。

58 駅を新たに作 るほどの利用

客 が望 める とは到底 思 えな

いc辻堂に人が流れている傾

向があるのに、さらに藤沢が

寂れ てい くこ とも考 え られ

る。

⑥ 資料編 Plに記載のとお り、村岡新駅

の利用者数の推計について、転移転換す

る約 35,200人 、拠点形成エ リア及び周

辺開発による新規増加約 30,600人、計

約 65,800人 と推計 してお ります。

59 当計画は 」R東 日本 (株 )

が、裏で糸を引く計画であ り、

税金投入には反対する

⑥ 本事業は、藤沢市村岡地区と鎌倉市深

沢地区が一体となった、健康と知性を育

み、人々がふれあうまちづくりをめざす

ものです。

60 新駅を造るお金 。時間 。人

手があるなら、藤沢駅周辺の

F呼 開発に全力を尽 くすべきで

ある.

⑤ 藤沢市では、藤沢駅周辺のまちづくり

について、新駅とは別に取 り組んでおり

ますG

61 無駄に税金を使 うことは、

今後、我々の生活をおびやか

す ことしか考え られないの

⑥ 総 合交通戦略は、進展する少子・超高

齢社会への対応、交iFh渋 滞の緩和、交通

に起因する環境負荷の低減等のため、過
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で、駅は必要なく、高齢者が

望んでいる憩いの場 (緑 あふ

れ る公園)生活に必要な食糧

品店舗、病院等の施設を作 り、

高齢者の居場所に適 したこと

に税金を使ってもらいたい。

度に自動車利用に依存す ることな く、徒

歩、自転車、公共交通等の各モー ドが連

携 し適切な役割分担のもと、望ましい都

市像の実現を図るもので、もつて魅力 と

活力があふれる者『市の整備を行 うもの

です。

62 藤沢駅を発車 した上 り列車

は、順調に速度をあげていく

が、弥勒寺のきついカーブの

ため時速 8 0kmに 市1限 し、こ

れを過 ぎると再加速 して 10
0 km近 くまで達 して大船に向

か つている。 しか し、新駅が

できると、この再加速ができ

な くなって しまい、遅い速度

でそのまま本1岡駅に着 くパタ

ー ンにな り、時間的に大変な

ロスがでることになる。藤沢

駅か ら」Rに乗 り込む市民の

大半は横浜、東京方面への通

勤・通学者であ り、毎 日通勤

時間が延伸 して しまい、イTの

メリッ トもないc

新駅の場所が悪いため、上

り列車のダンゴ状態による遅

延が発生する。新駅の設置場

所か ら考えて、弥勒寺のカー

ブに入る前から、新駅に停車

L′ ている列車によって後続の

列車は青信号ではなく、黄色

信 けを受けることになる。通

常よりさらに速度を落 とす、

あるいは新駅手前で停車する

事態が起き、朝の東海道線の

運行が円滑に進まなくなる。

・特急列車が入るため、昼間

の時間帯で藤沢駅の上 り列車

の間隔が 15分強、空いて し/

ま うことがある。平塚から大

船までは特急をi量避する設備

がなく、普通電車を通常なら

ば 10分間隔で運転できると

④ 停車駅が増えるため、速達性の低下は

認識 しておりますが、新駅の設置によ

り、鉄道駅利用の分散化が図られ、藤沢

駅 。大船駅の混雑緩和等が期待できま

す。
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ころ、15分に空いて しまうc

新駅ができると平塚一大船間

の運転時間が延びるため、こ

の間隔が最大 19分になって

しまい、藤沢駅か ら東京方面

に出かけようとする市民は大

変不便になる。
つ
υ

′
υ 藤沢駅 と大船駅の鉄道乗車

時間はわずか 5分程度であ

り、その間に駅 を設置すれば、

ますます東京方面への所要時

間が増え迷惑す る。便利にな

るのは、村岡周辺の極めて限

定 された地域の住民だけで、

他の鉄道利用者には大迷惑で

ある。

現在人の流れは東京圏へ向

かつてお り、いかに早 く東京

圏へ行けるかが、その土地の

価値 と直結 している。新駅が

設置 され ると、所要時間が増

え、藤沢 (も ちろん藤沢以西

も含むが)の場所 としての魅

力を著 しく低下 させるのでは

ないか。

④ 停車駅が増えるため、速達性の低下は

認識 しておりますが、新駅の設置によ

り、鉄道駅利用の分散化が図られ、藤沢

駅 。大船駅の混雑緩和等が期待できま

すc

64 藤沢駅改札 口周辺の混雑だ

が自由通路の大船寄 りに人口

地盤を作って、業務施設を移

設すれば問題は解決す ると考

える。そもそ も神奈り|1県下で

乗降客第 4位の藤沢駅に改札

国が lヶ 所 しかないこと力`お

か しい.本す岡新駅に振 り静]け

る税金があるな ら、西 口を作

って藤沢駅の利便性を高める

方がよほど投資効果があると

月まう。

⑤ 藤沢市では、藤沢駅周辺まちづくりの

中で、錯綜する動線の解消等も含め、自

由通路の拡幅及びそれに伴 う小田急藤

沢駅の橋上化等の検討を進めてお りま

す。

一ｂ′
υ この素案を読んで、藤沢市

の新駅建設により、「JRや藤

沢市から人口増加を伴 う、相

応の大規模開発が鎌倉市に求

められるのではないか。」とい

⑥ 土地利用計画や新駅整備については

確定 したものではありませんが、村岡・

深沢地区総合交通戦略 (素案)は、村岡

新駅の整備を前提に、地方自治体 と交通

管理者、交通事業者等の関係団体で検討

９
“



う不安を感 じた。

村岡新駅は、無いよりは有

るほ うが便利だが、新駅建設

が決 定 したわけではない以

上、今後深沢地区に対 し、高

層マンションや大型 ショッピ

ングセンターの建設による、

駅への集客が求められ ること

が考えられる.従来型の大・「ll

都市開発によ り、「鎌倉 らし

さJが実現できるのか。

を行い策定 したものです。

ご意見については、深沢地区のまちづ

くりにかかる意見として承 ります。

66 鎌倉市に合った景観の優れ

た魅力的なまちづ くりは、大

型マンションを含む従来型の

大規模都市開発ではなく、 5

0年 、 100年 先を見据えた

魅 力的なまちづ くりを行 うこ

とが必要である.魅力的な都

「Flに は、 自然に魅ソフ白勺な人材

が引き付けられて集まる。陳

腐なマンション建設で、無理

に人口を増やす ことは、長期

にわたる戦略 として間違って

いるc

⑥ 土地利用計画や新駅整備については

確定 したものではありませんが、村岡 。

深沢地区総合交通戦略 (素 案)は、村岡

新駅の整備を前提に、地方自治体 と交通

管理者、交irl事 業者等の関係団体で検討

を行い策定 したものです.

ご意見については、深沢地区のまちづ

くりにかかる意見として承 ります。

67 鎌倉市は、世界に発信する

観光地で もあるため、鎌倉市

の景観は、藤沢市や JRの も

のではなく、日本の財産では

ないか。遠距離か ら、 日本で

も珍 しい懸垂式モノレーールに

乗ってきていただいた観光客

を落胆 させてよいのか.

村岡新駅の建設により、深

沢地区か ら鎌倉市の良さが消

えて しまうことが、一̂ 番心配

で t・ る.

⑥ 土地利用計画や新駅整備については

確定 したものではありませんが、村岡・

深沢地区総合交通戦略 (素案)は、村岡

新駅の整備 を前提に、地方白治体と交通

管理者、交通事業者等の関係団体で検討

を行い策定 したものです.

ご意見については、深沢地区のまちづ

くりにかかる意見として承 ります.

９
】
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68 藤沢駅、大船駅の間に新駅

の整備が不可欠 (ページ 7)

となつていて驚いた。JRさ ん

がその意向を持っているから

なのか。

東海道線はi重 勤時には数分

に 1列車が走っているが、も

う 1つ列車が止まる駅を作っ

て JRは現在の列車本数を拐1

けるのだろうか。さらに、一

度、事故等で同線が止まると、

大船・藤沢より西から通勤さ

れている多数の方が多大な迷

惑を受け、国会でも問題にな

るかもしれない.こ のような

事を考えると、JRさ んは本気

で新駅を作ろうとしていない

のではないかG

藤沢市の思いに鎌倉市が振

り回されるのはおかしい。鎌

倉市は鎌倉市民のための計画

とするべき.

⑥ 土地利用計画や新駅整備 については

確定 した ものではあ りませんが、村岡・

深沢地区総合交通戦略 (素案)は、村岡

新駅の整備を前提に、地方自治体と交通

管理者、交通事業者等の関係団体で検討

を行い策定 したものです。

ご意見は、鎌倉市への村岡新駅整備に

対する意見として承 ります。

69 日本は 5年後には高齢社会

ではなく「高齢多死化社会」

とな り、75歳以 ヒの方が今後

10年でさらに増えると政府 も

言つている。そ して、高齢多

死の 6害Jが 東京周辺の神奈川

などであるとい う現実か ら、

高度成長期従来型の住宅建設

ではなく、鎌倉市民の憩いの

場を全面に出 した案にするベ

きかと思 う.高齢者がのびの

び と健康で長生き し、子供 ら

が力いつぱい遊べる公園 。運

動公園・スポーツ施設が中心

⑥ 深沢地区のまちづくりにかかる意見

して承 ります。
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の広場 とすれば、質の高い鎌

倉住民が増 えていくととも

に、鎌倉市外からの人も多数

来る。このような活性化で鎌

倉市は高くても住みやすい地

1或 としていくことができ、ひ

いては税収 1)増 えていくので

はないか。

70 藤沢市の意向に振 り回され

ず、さすが鎌倉市という案を

鎌倉市長、鎌倉市、そして鎌

倉市民で検討す るべきと思

う。

⑥ 深沢地区のまちづくりにかかる意見

として承りますc

ウ
‘ 主たる論点は、藤沢駅 。大

船駅および周辺の混雑緩和、

地域住民の交i亘利便性の向上

のための新駅設置についてで

あ り、新駅設置の是非につい

て意見を述べる。

。深沢住民としての視点

深沢地区ににんでいる人た

ちは新駅が欲 しいのかどうか

だが、手広、町屋の人の一部

は、利便性が増すことはある

が大方の人たちにとつては遠

い存在であり、必要性は薄い

と言えるc

・ 鎌倉市民と L′ ての視点

深沢地区とりわけ新駅に近

い住民お よび大船駅の混雑を

問題 と捉えている人以外の多

くの市民は何の関係 もなく、

ここには予算的な話が出てい

ないが、市の財政が逼迫 して

いるとい うのにその貴重な財

源を藤沢市あるいはその他地

⑥ 土地利用計画や新駅整備については

確定 したものではありませんが、村岡・

深沢地区総合交通戦略 (素 案)は、村岡

新駅の整備を前提に、地方白治体と交通

管理者、交i重 事業者等の関係団体で検討

を行い策定 したものです。

ご意見については、深沢地区のまちづ

くりにかかる意見 として承 ります[
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域の人、またこれからJR跡地

にやってくる人たちのために

使 うことは反対で、使 うのな

らもつと有効な使いみちがあ

るはず。

・ 作る側の論理

新駅を作 りたい→新駅がで

きるための条件→その条件を

クリアするために課題を設定

→課題を解決する方法は新駅

だ。 というトー トロジーに陥

つていないか。まずは新駅あ

りきという設定が理解できな

い.

以上の観点か ら、この総合

交通戦略の組み立て方を見て

いくと無理があることがわか

る。まず、その基 となる 「村

岡 。深 沢地 区全体整備 構想

(案 )Jに おいて藤沢市は明確

に新駅の設置の必要性 を謳っ

ているが、鎌倉市においては

新駅には言及 していない。つ

ま り、新駅の必要性はないと

い うスタンス とい うことであ

る。

ところが、こうしたまちづ

くりの方向性が違 うにもかか

わ らず 「両市が連携 して、広

域的な整備構想づ くりに取 り

組むことが必要 |と い う強引

なこじつけを行つているcそ

して、総合交通戦略ではさら

に突っ込んで 「両市域に跨 る

まらづくり」には、新たな交

通拠点の形成が不可欠である
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と結論づけている。誰が 「両

市域に跨るまちづ くりJを望

んだのか。藤沢市に引きず ら

れているとしか思えない。

そもそ 1)村岡地区と深沢地

区とではまちづ くりの動機が

相違 していて、村岡地区は新

駅の存在が前提なので 「村岡

地区の新たな玄関口にふ さわ

しいまちづ くりJが求められ

ている一方、深沢地区は新 lFJF

が前提ではなく、新駅があろ

うとなかろうと住民の声を反

映 した深沢 らしい独 自のまち

づ くりが望まれている。従つ

て、例えば新駅を前提 とした

「シンボルi童 路Jの設置な ど

まちづ くりが固まる前に決め

られているとい う本末転倒の

議論になっている。

従つて、鎌倉市 としては、

1協議会に参加するのは構わな

いが、新駅設置については、

賛成 も反対 もしない一歩引い

た形、すなわち藤沢市単独で

(勝 手に)進めることを要請

すべきと考える。そ して、何

よりも重要なことは、JR跡地

開発に対 して、現計画を抜本

的に見直 して、市民目線をも

って真の深沢住民、鎌倉市民

のための土地利用に取 り組む

ことを切に希望する.

つ

コ

７
‘ 日本国は、人口減少時代に

なっているにもかかわらず、

深沢地区の開発も新駅が前提

⑥ 上地利用計画や新駅整備については

確定 したものではありませんが、村岡 。

深沢地区総合交通戦略 (素案)は、村岡
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の整備事業であり、鎌倉市だ

けで 100億円の税金を使 う事

業は中止するよう要求する。

新駅の整備 を前提に、地方 自治体 と交通

管理者、交通事業者等の関係団体で検討

を行い策定 したものです。

ご意見については、深沢地区の整備事

業にかかる意見 として承 ります。

73 藤沢駅については、駅舎に

問題がある.考える会か ら指

摘するまでもなく、担当課等

は、よくわかつているはずで

ある。

新駅前提の深沢地域整備事

業、シンボル道路等に鎌倉市

が、公金を投入する事は、反

対である。

⑥ 土地利用計画や新駅整備については

確定 したものではあ りませんが、村岡・

深沢地区総合交通戦略 (素案)は、村岡

新駅の整備 を前提に、地方 自治体 と交通

管理者、交通事業者等の関係団体で検討

を行い策定 したものです .

ご意見については、深沢地区の繁備事

業にかかる意見 として承 ります。

74 深沢高校の生徒が藤沢駅か

ら自転 車で多数登校 してい

る。

鎌倉市が深沢地区の開発で

3,100人増や して も、大船駅

は問題ない。

藤沢駅は、現在でも駅舎に

問題があ り、改良整備するZ、

要があるの

人口が減少するのに多額の

税金 を投入して新駅設置、シ

ンボル道路を作る必要性はな

い。

⑥ シンボル道路は、県道腰越大船 と市道

大船西鎌倉線 を結ぶ重要な道路 と考え

ています。また、新駅が整備 されること

で公共交通の利用率が向上 し、それによ

り周辺の交通渋滞 も緩和 され ると考え

ています。

75 協議会が検討 している深沢

地区は、 日本国が戦時 ドの深

沢村の時代に、地元農民か ら

田畑 を接収 し、横須賀海軍工

廠造兵部深沢分工場に し、終

戦後、GHQの 基に、大井工

機 部鉄道車両修理 工場へ転

換、昭和 25年に独立 して大船

工機部 とな り日本国有鉄道が

⑥ 深沢地区の整備事業にかかる意見と

して承 ります.
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長い間使用 していた。国鉄改

革で、 日本国か ら無償で 」R

東 日本株式会社が譲 り受けた

()の である。鎌倉総合車両セ

ンターエ場 として利用 してき

たが不要 とな り工場を廃止撤

退 したものである。前記の経

緯か ら」R東 日本株式会社は

約 16ヘクタール所有の土地

を国に返 し、国は地元に返還

すべきであるG返還 され,て か

ら検討すればよい事である。

現在の計画は不要であ り強 く

反対する。

76 経済成長に拍車が掛かると

更に人 々が都市にひきつけら

れる循環がつ くられたc日 本

では、人口の約 90%が都市に

住むが、人口減少時代に突入

し、空き家、空き地の穴があ

ちこちに開き始めたスポンジ

状の鎌倉市の現状を真摯に見

つめ、そこにあるコミュニテ

ィーを活かす道を探るべき時

代であるc村岡新駅、シンボ

ル道路を前提に した市施行、

土地区画整理事業は 32ha中

JRが所有する 16haの ための

開発事業であ り、国、県は手

を引き JRのために、税金を投

入するのは、反対する。

⑥ 深沢地区の整備事業にかかる意見と

して承 ります。

ウ
イ

ウ
ｒ 藤沢駅 と大船駅の中間駅 と

しての新駅設置を大前提 とし

ているが、問題なのは、大前

提 (中 間駅設置)そのものの

妥当性、現実性である。中間

⑥ 土地利用計画や新駅整備については

確定したものではありませんが、村岡・

深沢地区総合交通戦略 (素 案)は、村岡

新駅の整備を前提に、地方自治体と交i通

管理者、交通事業者等の関係団体で検討
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駅を設置すると輸送ダイヤ上

1分 半のロスになるが、近接

(上 り/下 りほぼ 2km内
外)の 2大ハブ駅に挟まれそ

のロスを取 り戻す暇もなく、

lll駅 間の所要時間をその分延

伸 し、ラッシュ・アワー時の

輸送力をその分減退させ、両

駅ホームの混雑は一層増すこ

とであろう。 ラッシュ・アワ

ー「寺に関するかぎり、 2駅が

3駅になるからこれで混雑が

軽減されるという単純な話で

はない。

市民が求めているのはもつ

と地道な現状分析に基づく近

い将来についての現実的推計

であり、現実的な推計でなけ

れば、まちづくり討議の基礎

とはなりえないc

を行い策定 したものです。

ご意見は、鎌倉市への村岡新駅整備に

対する意見として承ります。

78 公園 として使用、そ して災

害時には防災拠点 としてお考

え_下 さい.

公費の無駄使いである。

素案 に対 して は反 対 で あ

る.

⑥ 深沢地区のまちづくりについての意

見として承 ります.

79 シンボル道路について、素

案より角度を変えて真っ直 ぐ

富士山へ伸びるよ うにするこ

とで、他にはない魅力の創出

が期待できるc

⑥ 深沢地区のまちづ くりについての意

見 として承 ります .

80 素案では村岡新駅 を前提 と

しているが、仮に新駅が出来

なかった場合についても想定

し、深沢地区だけでも完結出

来る計画も必要かと考えるc

⑥ 深沢地区のまちづ くりについての意

見 として承 ります。
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81 鎌倉市は、市施行、土地区

画整理事業を今まで一度 もや

つたことがなく、人材
‐
もいな

い.よ つて、業者に委託 しな

ければ出来ない。そこまで し

て、多額の税金を投入 して、

村岡新駅、シンボル道路、深

沢地 区を開発す る必要 はな

いし税金投入には、反対であ

る.

26ページの図面にある道路

の拡幅整備を最優先にや るこ

とが、市民の望んでいる事で

ある。

現在、計画 している深沢地

区は、防災拠点 としての整備

を強 く要望する。戦略委員の

答申を求めたいし

⑥ 深沢地区の整備事業にかかる意見と

して承 ります。

82 3月 1日 号の 「広報かまく

らJの写真を見て、真っ先に

浮かんだのが、その後の事で

ある。

鎌倉市には、避難施設 も整

つていない、また、仮設施設

を建てる土地 もない。 現在

鎌倉市が計画を進めている深

沢地区 JR工場跡地の現計画

開発を中 ILし 、当深沢地区を

防災拠点公園に整備すること

を要望する。

⑥ 深沢地区のまちづ くりについての意

見 として承 ります。

つ
０

０
０ 一般車が入れる道路のほと

ん どを業務用車両 。公共交通

以外 i三 行止め (地権者の方以

外)と して、新 しい交i三 手段

として JR大船工場引き込み

線を使用さしてもらい、大船

⑥ 深沢地区のまちづくりにかかる意見

として承ります。
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駅東 口か ら湘南深沢駅まで路

面電車をつ くり、高頻度で走

らせて運賃を安 くすることで

便利 な路線にする。 これに乗

り、大船に行 けば、買い物を

す ることができ、大船駅で乗

り換 え通勤・通学できるよう

にな り、深沢再開発地区は車

が少な く安心で安全な (事故

の問題)公共交通を利用する

まちになる。JR大船工場の引

き込み線の土地を使用できれ

ば、通常の住宅地に比べ土地

管理者が複雑でないことなど

か ら、土地の買収に手間が少

な く路線 を引 くこ とがで き

る。 このように公共交通を利

用す る害1合 を高 くするまちづ

くりをすれば、新 しい開発に

よる渋滞を発生させるかもし

れない原因を減 らす ことがで

きると思 う。

84 鎌倉市深沢再開発地区に商

業施設 を作る計画があるが、

これは車での来店が予想 され

る。村岡に新駅ができたとし

ても車を利用 し来店す る客は

いると思 うので周辺道路混雑

の一つの原因になると思 う。

そのような商業施設は必要な

のか ?深沢には似合っている

のか ?と いったようなことも

あ り、鎌倉市は村岡の新駅に

ついて考える前に、深沢地域

のまちづ くりを見直 した方が

いい と思 う.こ の前の深沢の

⑥ 深沢地区のまちづ くりにかかる意見

して承 ります。

０
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意見交換会のまとめのように

鎌倉市の考えている案を直す

のではなく、道路の形、施設、

機能、区画等の計画を一新 し

てほしいっ

85 村岡新駅 とシンボル道路は

誰の為、設置意義あり

人 目減少が進む時代に、国

の借金 1,000兆 円誰が返す。

地方も同 じ、鎌倉市も公共

施設老朽化で財源が必要にな

る。

国に頼 らず、鎌倉市もみの

たけの政策を要望 したい。

財政規律を守れない国に明

日はんれヽ

理由、当計画は、 」Rの為

の開発事業 で あ るか らであ

るc

⑥ 深沢地区の整備事業にかかる意見と

して承 ります.
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