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はじめに

1.こ れまでの経過

東海道線大船・藤沢駅間の新駅設置については、地元から請願が提出されて以降、藤

沢市が湘南貨物駅跡地を取得 し、1994年 に発足した藤沢市・鎌倉市・神奈川県による

湘南地区整備連絡協議会にて、調査検討が実施されている。

2.平成 27年度調査の位置付け

本調査は、「平成 22年度 村岡・深沢地区拠点づくり検討調査 (以下、過年度調査)」

を基に、平成 25年度地質調査結果、平成 23年度村岡・深沢地区拠点づくり検討調査に

おける駅利用者数、等を踏まえて、ホーム・駅舎の計画について検討を行 うものであり、

新駅設置の深度化を行 うための基礎資料とするものである。
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I章 現況調査

1-1 現況調査

調査地は、東海道本線の大船駅～藤沢駅に位置し、旧湘南貨物駅の跡地付近に位置 し

たところである。

当該調査地の北側には、市道藤沢村岡線が東西に走り、当該道路と東海道本線の間は、

藤沢市土地開発公社用地があり、現在スポーツ施設等として暫定利用されている。

また、当該調査地北東側には、武田薬品工業の湘南研究所が建設され、平成 23年 2

月に完成 している。

当該調査地の南側は、農地、神戸製鋼所藤沢事業所が位置している。

線路を横断する道路については、当該調査地東側に「宮の前橋 りょう(武 田薬品工業湘

南研究所前地下道)」 がある。歩行者 と自転車等の通行が可能となっているが、高さが 2

mほ どしかなく、自動車の通行は不可となっている。

また、当該調査地西側には、「新藤沢こ線橋」が線路の上空を横断しているが、道路幅

員が約 3mと 狭小なことから、自動車等の通行については、信号制御により交互通行の

規制がかかっている。

■ 調査地の現況

I -1
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Ⅱ章 施設規模の検討

Ⅱ-1 検討の進め方

施設規模は、過年度 |:1付査と同様、以 下の手順で算定するc

|○検討調査の前提条件 (交 通結節施設利用者数の把握 )

新駅の規模等の検討

離隔 (階段～ホーム端部)

新駅乗降客数

想定 される停車列車

ホーム形式 (「 島式」及び 「相対式」)

転移 (新駅の駅勢圏となる既存駅利用者 )

ピーク率

用途別ピーク率

乗降比

乗車客数 降中:客数 乗車客数 降車客数

乗車客数 降車客数

方面別比
方面別比

方面別列車本数

降車客処理時間

サー ビス水準 (フルーイン)

サー ビス水準 (フルーイン)

階段幅員 (乗車) 階段幅員 (降車 )

ホーム階段幅員

ホーム幅員

Ⅱ -1

拠点開発 (新規需要)分



Ⅱ-2 施設規模検討の前提条件

施設規模検討の前提となる駅利用者数 (新駅の乗降人員)は、
「
平成 23年度 村岡・深

沢地区拠点づくり検討調査 (湘南地区整備連絡協議会 )」 (以 下、平成 23年度拠点づ くり調

査)よ り、約 65,800人 /日 (乗降)と する。なお、過年度調査 「平成 22年度村岡・深沢地

区拠点づくり検討調査」では、98,000人 /日 (乗 降)と していた。

既往調査では、新駅の駅勢圏と見込まれる区域 (既存駅の利用者が新駅に 「転移」とな

る区域)、 及び新規のまちづくりによる拠点形成エ リア (開発による新駅の「新規」利用者 )

から、新駅の乗降人員を以下のとおり推計 している。

■新駅の乗降人員

(B)*:用途別 (業務系 。商業系及び住宅系)の乗降人員は、資料編参照

(資料 :「平成 23年度 村岡 。深沢地区拠点づくり検討調査」(湘南地区整備連絡協議会))

新駅利用者数 (乗降人員)

約65,800人 /日

(′へ )

転移による新駅利用者数 (乗降人員)

約35,200人 /日

(B) *

拠点開発 |こよる新駅利用者数 (乗降人員)

約30,600人 /日

業務系による新駅利用者数 (乗降人員)

約 15,800人 /日

商業系による新駅利用者数 (乗降人員)

約 10, 900人 /日

住宅系|こ よる新駅利用者数 (乗降人員)

約3,900人 /日

本調査では、上記の乗降人員を基に、新駅の施設規模を算定する。

十
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Ⅳ章 まとめ及び課題

前章までの検討結果をまとめ、実現に向けた課題を整理する。

Ⅳ-1 まとめ

○ 新駅の利用者数について

今回の検討では、「平成 23年度 村岡・深沢地区拠点づくり検討調査」で示されて

いる新駅乗降客予測 (終 日65, 800人 /日 :う ち転移が約 35, 200人 /日 、

拠点開発による新規需要が約 30,600人 /日 )を基に、ピーク時の旅客数を推定

し、ホーム階段・ホーム幅員 (階段部)を定めた。

○ 施設規模検討の結果

・ホーム幅、自由通路等については、過年度調査と比較 して、施設規模を縮小し、コ

ス ト縮減につなげることができる要素がある。

・基礎形式については、過年度調査では、標準的な構造が想定されていたが、平成

25年度地質調査結果を踏まえると杭基礎 となる。 しかし、 1箇所のみの地質デー

タによるものであるため、変動要素が大きく、今後、詳細な調査が必要である。

過年度調査 今回調査 比較

島式 11.Om 8.8rn 2.2m減
ホーム幅

相対式 6.Orn 5.2rn 0.8m減

自由通路幅 12.Orn 3.Om減

基礎形式 標準的な構造 杭基礎 杭基礎の増

駅務室 500nイ 300rlf 200ぷ減

旅客トイレ 80ぶ 70ぷ 10ぶ減

IV-1
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○ 計画検討案について

現地の状況、過年度調査結果を踏まえ、3案の検討を行った。

案 1:1線切換・島式ホーム案

(旅客下り線を移設し、島式ホームを構築する案 )

案 2:3線切換・島式ホーム案

(貨物上下線と旅客上り線を移設し、島式ホームを構築する案)

案3:1線切換・相対式ホーム案

(貨物下り線を移設 (中線撤去)し、相対式ホームを構築する案 )

○ 施設計画について

前述の制約条件を踏まえ JRの規定に基づき概略配線設計を行い、各案の配線

形を確定させた。また駅舎の駅務室・ トイレ等の規模は乗降客数が近い類似駅

を参考に設定した。駅務室はコンコース階に必要のない部屋 (休憩室・仮眠室

等)を上層に設けることにより人工地盤面積の縮小に努めた。

自由通路については、有効幅員 9mを前提に、線路に直角に横断するよう計

画 した。なお、駅 。自由通路 ともエレベーターを設置 しバ リアフリー対応 とし

ている。

以上の計画図をもとに支障する電気設備や軌道改良範囲を決定した。

各計画検討案を以下に示す c

IV-2





○概算事業費の検討

。今後、様々な検討を行 う上で参考とするため、項 目別の概算事業費を算出したc

・事業費は、大きな変動要素が多数あるため、現段階での試算額である。
。今後、深度化にあたっては、より詳細な測量・地質調査等が必要となる。

■新駅・自由通路等の概算事業費 (消 費税含まず)に ついて (単位 :億円)

① 駅・乗降場

設備費 ※l

② 自由通路

整備費 ※2

③ 軌道移設費

※3

④ 電気工事費

※4

⑤ 管理費

案1:1線切換・

島式ホーム案

案 2:3線 切換・

島式ホーム案

案3:1線切換・

相対式ホーム案

62

21

32

19

40

来1電気設備 9億円含む

※2電気設備 1億円含む

※3①②共通分 (工事用

進入路・安全「.l備等)

※4①②共通分 (電気ケー

ブル支障移転費等)

39

1414

・近年労務費・材料費等が高騰 しているため、今後工事費が増加 していく恐れがある。

・工事用ヤー ドの用地費 (借地費用)は含まないc

・新駅に必要な用地費は含まない。

・インフラ等設備及びソフ トバンクケ一ヽブル等の他社設備の移設費用は含まない。

・システム改修費等は含まない。

。消費税は含まないの

・課題の詳細については、Ⅳ-2 課題の整理 以降参照.

48

41

48

38

14

19

21

IV-4



Ⅳ-2 課題の整理

○今後の課題について

現段階では、現地の測量・地質調査等が十分に行われていないため、構造や事業費の

大きな変動要素が多数あり、今後、計画の深度化を行 う上では、詳細な調査が必要であ

る。

また、周辺地との調整や貨物線に対する影響についての検討調査も、深度化を行 う上

で必要となる。

一方で、実現化に向けては、村岡・深沢地区のまちづくりの事業と連携 した新駅設置

についても検討を進めていく必要がある。

(今後詳細な検討を行 う上で必要となる調査、調整等 )

。現地の測量、地質調査

・最新の土地利用計画を踏まえた乗降客数の検証

・周辺地との調整 (段差処理方法、用水路詳細設計、宮ノ前B等 )

。貨物線に対する影響についての調整

以下に、項 目別に今後の課題について示すc

①新駅乗降客数について

。今回調査では、平成 23年度 村岡 。深沢地区拠点づくり検討調査による新駅利用者

数に基づき検討を行つたため、今後、両市の土地利用計画 (案)を踏まえ、計画の具

体化を進める中で最新データ等による再検証が必要となる。

その結果によっては、新駅の施設規模等や事業費の増減の可能性も考えられる。

。今回、乗降客数 とした 65,800人 /日 のうち、半数近くの 30,600人 /日 が、新駅北側

と鎌倉市深沢地区での新たなまちづくりによるもので、これらのまちづくりが円滑に

進み、実現されることが前提 となる。

②新駅の規模等の検討

口新駅の乗降客数の見直しによっては、ホーム階段の幅員やホーム幅員の見直しが必要

となり、配線計画にも影響を与える可能性がある。

IV-5



駅舎の規模、レイアウトについては、類似駅を参考にしているため、駅要員数等、駅

務室の規模を決める諸元について、あらためて検討を行 う必要がある。

また、乗降客数の変動によっては、駅務室等の規模の見直しが必要となる可能性があ

る。

③配線計画の検討

。今回調査では、ペーパーロケーションでの配線計画であるため、現状平面図と現地の

状況が異なっている可能性がある。

今後深度化を行 う上では、測量等を行い詳細な配線設計を行 う必要がある。

④施工計画の検討

・今回調査では自治体側の周辺土地造成計画後の施工計画としたが、 JR用地と

の境界部について、段差が生じることとなるため、土地造成終了後の段差処理方法 (土

留式 。自然法面)について検証する必要がある。

※南側土地造成区域 と外周道路との段差のため、土留壁を施工する計画となっているが、

JR用地接続部の取 り付け方法の確認が必要である。

。案 1については、神戸製鋼 とJR用地間にある側道の道路幅員が縮小するため、用水

路に床板を敷設 し、道路幅員を確保する計画 としている。

今後の用水路における詳細な設計を行 う必要がある。

・案 1の法面拡幅部の構造は、L型擁壁及び高架橋 とする計画 とし、基礎杭を支持層 (N

値 =50)ま での延長 とした。今後の詳細設計において、基礎杭の延長を再度検討する必

要がある。

。案 1において、宮の前 Bの地下道部の線路移動量は約 0.9mで あり、ボックスカルバ

ー ト端部から線路中心部まで 1.9mと なっている。そのため、今回調査ではボックスカ

ルバー トの改良 (増築)は行わず、施工基面幅を確保するため、人道橋を設置した。

しかし、既設のボックスカルバー トの補強等が必要となる可能性があるため、今後詳細

な検討を行 う必要がある。

・JR貨物に対する影響もあることから、詳細検討時に JR貨物と協議する必要があり、

線路切換時期や線路閉鎖時間により、工事費、工期が変動する恐れがある。

IV-6



⑤概算工事費の算出

地質調査を行っていく必要がある。この結果により工事費が変動する恐れがある。

。人工地盤の杭や自由通路の杭、ホーム杭においては、支持層までの延長で算出し

ている。今後の詳細設計において杭長が変更となる場合は、工事費に大きく影響 し

てくると考えられるc

・作業ヤー ドの面積においては、周辺開発の状況によって変更となる可能性がある

ため、今後精査する必要がある。

IV-7
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取扱注意

(仮称1村睡新駅概路設計費
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