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　2018 年から 2019 年まで平塚商工会議所の都市政策委
員会で講師としてお手伝いさせて頂いた事を纏めてお話
しさせて頂きます。
　
　人口 22万人の平塚市になぜ駅が一つしかないのか？
公共交通機関も鉄道はなぜ JR しかないのだろう？時代
は令和に変わり神奈川県内の周辺自治体を見ると平塚が
置いてきぼりなのではないかと感じてしまう・・・。
周りを見ると平塚は陸の孤島になってしまっているので
はないか？？このようなことを考えてしまっても無理も
ありません。

　まず JR 相模線は元々、東海道本線と中央本線を結ぶ
バイパス路線の役割も担っていた。その後小田急電鉄、
京王電鉄、東急電鉄など県央部から都心へのアクセスの
利便性が飛躍的に向上し、道路網も発達した現在は沿線
の通勤通学が主のローカル線である。相模線の平塚駅乗
り入れについては物理的には可能である。しかし定期運

相模線延伸～リニア新幹線へのアクセス
～平塚市にとっての交通インフラの必要性と可能性~

行するにはいくつかの大きなハードルがある。相模線内
は単線でいくつかの駅で行き違いをするためホームの長
さも決まっているので最長でも 4両編成での運用が限界
である。平塚駅のホームを考えると約 3分の 1程度の停
車位置になり利便性も課題でありまた貨物線の線路を利
用するとなると JR 貨物とのダイヤ調整も必要になる。

　平塚市内に新駅をつくったらどうか？これについても
検証した。候補として JR 貨物・相模貨物駅。この駅は
首都圏で有数の物量数で重要拠点駅であり客貨物両用は
大変難しい。ダイヤも過密でホームや駅舎利用に最適と
考えていた大きな屋根の建物には架線がなく貨車専用の
ため電化されていなかったので現実的ではなかった。
　
　川崎市と JR 東日本による「戦略的新駅」の小田栄駅
のように場所さえあれば駅を造るという方法もあるかも
しれないが現実的にするためには大手企業や住民、行政
が目的や、採算性、将来性などを構築し一体とならなけ
れば実現できないということも実感した。

　またそもそも平塚市民にとってリニア中央新幹線は魅
力的かつ必要不可欠なのだろうか？橋本駅 ( リニア新幹
線・神奈川県駅 )にアクセスするために JR相模線利用が
ベストなのだろうか？圏央道も整備され神奈川県内の交
通陸路は鉄道以外にも選択肢があるはずである。

　平塚市民の昔から馴染みのある公共交通機関は神奈川
中央交通のバス網であり選択肢のひとつではないかと私
は考える。例えば幹線道路をツインライナーのような連
結バスが運行されれば大量輸送かつ速達性も叶うはずで
ある。今回、「神奈川県内の平塚市」という位置づけで
歴史や事例をもとに探ってきたが、昭和末に県内 100 校
計画という県立高校の開校ラッシュがあり沢山の高校が
開校した。それから約20数年後、一部の県立高校や各地
にあった企業の工場などが少子化やコスト削減などで閉
校や撤退、閉鎖。跡地利用として商業施設の出店が相次
ぐなど様々な時代背景を経て、「かながわのまち」がつくっ
てきたものが解体、再構築され生まれ変わろうとしている。

　令和になった今、本当に大切なものは商都としての再
生なのか？それとも宅地を増やし人口減少に歯止めをか
けベットタウンとしての機能を拡充するか？
はたまた・・・

相州長屋湘南平塚店
店長　内田潤

　本来魅力あるまちは交通インフラがなくとも発展し、
もし必要な交通手段があるとしたら、それは必ず相手側
から話を持ってきてくれる。私はそう信じています。

相州長屋湘南平塚店
店長　内田潤様
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　2018 年から 2019 年まで平塚商工会議所の都市政策委
員会で講師としてお手伝いさせて頂いた事を纏めてお話
しさせて頂きます。
　
　人口 22万人の平塚市になぜ駅が一つしかないのか？
公共交通機関も鉄道はなぜ JR しかないのだろう？時代
は令和に変わり神奈川県内の周辺自治体を見ると平塚が
置いてきぼりなのではないかと感じてしまう・・・。
周りを見ると平塚は陸の孤島になってしまっているので
はないか？？このようなことを考えてしまっても無理も
ありません。

　まず JR 相模線は元々、東海道本線と中央本線を結ぶ
バイパス路線の役割も担っていた。その後小田急電鉄、
京王電鉄、東急電鉄など県央部から都心へのアクセスの
利便性が飛躍的に向上し、道路網も発達した現在は沿線
の通勤通学が主のローカル線である。相模線の平塚駅乗
り入れについては物理的には可能である。しかし定期運
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現在ございません。

委員会報告

相州長屋湘南平塚店　店長
平塚北RC　　ガバナー補佐
     〃　　　　会　長
　〃　 　　　幹　事

地区米山奨学会・米山学友会委員長
常盤卓嗣会員

入会記念卓話　長島誠人会員

幹事報告

◎本日は平塚北RCよりIMキャラバン隊として杉﨑AG、栗原
　幹樹（くりはら　もとき）会長、新藤正樹幹事が訪問されて
　います。
　詳しい内容はキャラバン隊よりお話があるかと思います。
　出欠の締め切りが本日までとなっておりますので、未回答
　の方は今日中にお願いします。

◎平塚音楽家協会より第37回定期演奏会のご案内が来て
　おります。
　今回は平塚市出身の作曲家：湯山昭夫氏のコンサート
　です。開催日は2月9日（日）14時開演、場所は中央公民館
　です。チケットを2枚頂いておりますので、ご希望の方は
　事務局までご連絡ください。

行するにはいくつかの大きなハードルがある。相模線内
は単線でいくつかの駅で行き違いをするためホームの長
さも決まっているので最長でも 4両編成での運用が限界
である。平塚駅のホームを考えると約 3分の 1程度の停
車位置になり利便性も課題でありまた貨物線の線路を利
用するとなると JR 貨物とのダイヤ調整も必要になる。

　平塚市内に新駅をつくったらどうか？これについても
検証した。候補として JR 貨物・相模貨物駅。この駅は
首都圏で有数の物量数で重要拠点駅であり客貨物両用は
大変難しい。ダイヤも過密でホームや駅舎利用に最適と
考えていた大きな屋根の建物には架線がなく貨車専用の
ため電化されていなかったので現実的ではなかった。
　
　川崎市と JR 東日本による「戦略的新駅」の小田栄駅
のように場所さえあれば駅を造るという方法もあるかも
しれないが現実的にするためには大手企業や住民、行政
が目的や、採算性、将来性などを構築し一体とならなけ
れば実現できないということも実感した。

　またそもそも平塚市民にとってリニア中央新幹線は魅
力的かつ必要不可欠なのだろうか？橋本駅 ( リニア新幹
線・神奈川県駅 )にアクセスするために JR相模線利用が
ベストなのだろうか？圏央道も整備され神奈川県内の交
通陸路は鉄道以外にも選択肢があるはずである。

　平塚市民の昔から馴染みのある公共交通機関は神奈川
中央交通のバス網であり選択肢のひとつではないかと私
は考える。例えば幹線道路をツインライナーのような連
結バスが運行されれば大量輸送かつ速達性も叶うはずで
ある。今回、「神奈川県内の平塚市」という位置づけで
歴史や事例をもとに探ってきたが、昭和末に県内 100 校
計画という県立高校の開校ラッシュがあり沢山の高校が
開校した。それから約20数年後、一部の県立高校や各地
にあった企業の工場などが少子化やコスト削減などで閉
校や撤退、閉鎖。跡地利用として商業施設の出店が相次
ぐなど様々な時代背景を経て、「かながわのまち」がつくっ
てきたものが解体、再構築され生まれ変わろうとしている。

　令和になった今、本当に大切なものは商都としての再
生なのか？それとも宅地を増やし人口減少に歯止めをか
けベットタウンとしての機能を拡充するか？
はたまた・・・

〇友好クラブ委員会　元吉裕員委員長
　2月の10・11日と花巻ロータリークラブへ訪問を予定して

卓話者ご紹介

○ 2018年～2019年平塚商工会議所都市政策委員会  講師
○相州長屋 湘南平塚店 店長

内田　潤（うちだ　じゅん）様

内田　潤様
杉﨑　正様
栗原幹樹様
新藤正樹様

　本来魅力あるまちは交通インフラがなくとも発展し、
もし必要な交通手段があるとしたら、それは必ず相手側
から話を持ってきてくれる。私はそう信じています。

相州長屋湘南平塚店店長の内田様と柏手副会長

ご都合で欠席の清水会長に代わって点鐘される柏手副会長

おります。昨日事務局よりメール配信をさせて頂いたと思い
ますので皆様奮ってご参加頂きたいと思います。今回、会長
幹事に椀子そば大会に挑戦して頂きますので皆様で応援し
て頂きたいと思います。宜しくお願いします。

〇プログラム委員会　三荒弘道委員長
　今日は内田先生にお話を頂きますが、後ほど皆さん楽し
みにして頂きたいと思います。来週23日でございますが、
当クラブの常盤会員に地区で米山の委員長として出向して
おりますがそのお話と、会頭職として商工会議所のお話を
して頂きますのでご出席の程宜しくお願いします。
　そして30日は当クラブの長島会員に新入会員記念卓話
という事でお話を頂きますので、皆様、どうぞ楽しみにして
頂きたいと思います。そして2月の頭、先ほどIMキャラバン
でお話を頂きましたけれど、2/6（木）は休会となります。IM
がそれに充てられますのでお間違えの無いよう宜しくお願
いします。以上でございます有難うございました。

〇地区公共イメージ委員会　小林誠会員
　ポリオのお話ですが、あとちょっとと言いながら終息ぎみ
ではあったのですが、アフガニスタン、パキスタンと110件、
どんどん増えてきている状況です。そこで地区でもチャリテ
ィーコンサートを開催する運びとなりました。日時は4/5（日）
茅ヶ崎の文化会館で13時半～16時。会費無料で参加でき
ますので、地区からまとめてAGの方に報告する形になりま
す。すごく座り心地の良い椅子が揃っておりますので、是非
お時間のある方は参加してみて下さい。宜しくお願い致し
ます。

IMのご案内をされる
杉﨑ガバナー補佐

IMキャラバン隊でご来訪の
栗原北RC会長、新藤幹事


