沼津市中心市街地活性化基本計画

新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所）

変
更
後
４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ
の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
沼津駅北口の旧国鉄施設跡地 支援措置：
事業名：沼津駅北拠点地区 沼津市
暮らし・にぎわい再生事業
（約 2.2ha）を活用して、国際 社 会 資 本 整 備
的な会議にも対応できる会議場 総合交付金（暮
（展示イベント施設、市民
施設や展示イベント施設、市民 らし・にぎわい
交流施設、駐車施設）
交流施設、ホテル等を整備し、 再生事業）
魅力とにぎわいのある広域的都
内容：東部コンベンション
市拠点を整備することにより、 実施時期：
センター整備事業の一部、
歩 行 者 通 行 量 の 増 加 に 寄 与 す 平成 21 年度～
展示イベント施設、市民交
平成 24 年度
る。
流施設、駐車施設の整備
実施時期：平成 17 年度～
平成 24 年度
事業名：（都）納米里本田 （略）
町線道路改良事業
（略）
事業名：双葉町公園整備事 （略）
業
（略）
事業名：沼津駅南第一地区 沼津市
土地区画整理事業
内容：沼津駅南部の土地区
画整理事業
Ａ＝3.3ha
実施時期：平成 14 年度～
平成 24 年度

事業名：静岡東部拠点第二 沼津市

（略）

（略）

（略）

（略）

鉄道高架事業に併せ、駅南地
区の土地区画整理事業を実施
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
面的かつ一体的な整備を行うこ
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指
し、中心市街地の活性化に寄与
する。
当該事業区域は、沼津駅に隣
接しているが、小規模な宅地が
密集し、行止まり道路があるな
ど回遊性に欠けている。
事業実施により歩行者を優先し
た賑わいある空間作りや、鉄道
施設跡地の有効活用による分譲
マンション等の導入を図る。
鉄道高架事業に併せ、拠点エ

支援措置：
社会資本整備
総合交付金(都
市再生区画整
理事業)

変
更
前
４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ
の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
沼津駅北口の旧国鉄施設跡地 支援措置：
事業名：東部コンベンショ 沼津市
（約 2.2ha）を活用して、国際 暮らし・にぎわ
ンセンター整備事業（展示
的な会議にも対応できる会議場 い再生事業
イベント施設、市民交流施
施設や展示イベント施設、市民
設、駐車施設）（再掲）
交流施設、ホテル、分譲マンシ 実施時期：
内容：東部コンベンション
ョン等を整備し、魅力とにぎわ 平成 21 年度～
センター整備事業の一部、
いのある広域的都市拠点を整備 平成 23 年度
展示イベント施設、市民交
することにより、歩行者通行量
流施設、駐車施設の整備
と居住人口の増加に寄与する。
実施時期：平成 17 年度～
平成 25 年度
事業名：（都）納米里本田 （略）
町線道路改良事業
（略）
事業名：双葉町公園整備事 （略）
業
（略）

実施時期：
平成 22 年度～
平成 24 年度

新規追加

①社会資本整
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（略）

（略）

（略）

（略）

リア（12.5ha）と新車両基地エ
リア（5.95ha）計約 18.5ha の土
地区画整理事業を実施し、公共
施設の整備改善、宅地の利用増
進、土地の有効活用、土地利用
の整序化等、面的かつ一体的な
整備を図り、静岡県東部地域に
おける広域的な中核拠点の形成
を目指し、中心市街地の活性化
に寄与する。

地区土地区画整理事業
内容：沼津駅北部の土地区
画整理事業
①Ａ＝12.5ha（都市再生区
画整理事業区域）
②Ａ＝18.5ha(都市再生整
備計画区域)
実施時期：平成 19 年度～
平成 36 年度

事業名：町方町・大門町・
通横町地区第一種市街地
再開発事業
内容：アーケード地区等の
再生

町方町・大
門町・通横
町地区第一
種市街地再
開発組合

実施時期：平成 24 年度～
29 年度

事業名：狩野川護岸修景整 沼津市
備事業
内容：狩野川河川敷、護岸
部などの河川空間の整備
区域：あゆみ橋～三園橋
間、永代橋～御成橋間
実施時期：平成 22 年度～
事業名：中央公園整備事業 沼津市
内容：公園施設の充実

備総合交付金
(都市再生区画
整理事業)

新規追加

実施時期：平成
24 年度～平成
26 年度
②支援措置：社
会資本整備総
合交付金(都市
再生整備計画)

実施時期：平成
22 年度～平成
26 年度
町方町地区（アーケード地区） 支援措置：社会
は、建物の老朽化による耐震性 資 本 整 備 総 合
やまちの魅力の低下など様々な 交付金（市街地
課題が生じている。
再開発事業等）
このため当該地区を、居住・
商業・コミュニティーなどの都 実施時期：
市的な生活関連サービス機能で 平成 24 年度～
複合的に構成された上質な空間 26 年度
を創造することで、歩行者通行
量及び定住人口の増加につなげ
る。
まちづくりの推進にあって
は、定期借地権を活用した再開
発事業により、既存店舗の継承
に新たな商業機能を加えるとと
もに、道路にコミュニティー空
間を創出することで、まちの商
業核の創出を目指している。
中心市街地にある「あゆみ橋」 支援措置：社会
を中心とした河川空間とその周 資 本 整 備 総 合
辺を「憩いとにぎわいの空間」 交付金（都市再
として整備し中心市街地の活性 生整備計画）
化を図ることにより、歩行者通
実施時期：
行量の増加に寄与する。
平成 22 年度～
平成 25 年度

新規追加

（４）からの移設

水辺の空間を活用したまちづ 支援措置：社会
くりを進めるセントラルパーク 資 本 整 備 総 合
構想において憩いやにぎわいの 交付金(都市再

（４）からの移設
2

場として位置づけられる中央公 生整備計画)
園を、健康づくりや憩いの場、 実施時期：平成
ま ち 歩 き の 起 点 と し て 多 く の 24 年度～平成
方々が利用できるよう整備する 26 年度
ことにより、中心市街地の活性
化に寄与する。
（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
事業名：東駿河湾広域都市 静岡県
沼津駅周辺の鉄道を一定区間 支援措置：街路
計画都市高速鉄道事業東
連 続 し て 高 架 化 す る こ と に よ 事業（連続立体
海旅客鉄道東海道本線及
り、南北交通の円滑化と沼津駅 交差事業）
び東海旅客鉄道御殿場線
周辺の交通機能の再整備を進
（沼津駅付近連続立体交
め、安全で利便性の高いまちづ 実施時期：平成
差事業）
くりを推進する。
15 年度～平成
事業実施にともない、将来を 21 年度
内容：東海道本線 3.7km、
見越した民間投資や事業誘致が
御殿場線 1.6 ㎞を高架化
見込め、中心市街地の活性化が
踏切除去 13 箇所、立体交
図られる。
差化される幹線道路８路
線
実施時期：平成 24 年度～
平成 26 年度

実施時期：平成 15 年度～
平成 34 年度
事業名：JR 東海道本線・ 静岡県
JR 御殿場線
内容：連続立体交差 L＝
5.3km（東海道本線 3.7km、
御殿場線 1.6 ㎞を高架化）
実施時期：平成 15 年度～
平成 34 年度
事業名：沼津駅南第一地区 沼津市
土地区画整理事業
内容：沼津駅南部の土地区
画整理事業
Ａ＝3.3ha
実施時期：平成 14 年度～
平成 24 年度

沼津駅周辺の鉄道を一定区間
連続して高架化することによ
り、南北交通の円滑化と沼津駅
周辺の交通機能の再整備を進
め、安全で利便性の高いまちづ
くりを推進する。
事業実施にともない、将来を
見越した民間投資や事業誘致が
見込め、中心市街地の活性化が
図られる。
鉄道高架事業に併せ、駅南地
区の土地区画整理事業を実施
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
面的かつ一体的な整備を行うこ
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指
し、中心市街地の活性化に寄与
する。
当該事業区域は、沼津駅に隣
接しているが、小規模な宅地が
密集し、行止まり道路があるな

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
事業名：東駿河湾広域都市 静岡県
沼津駅周辺の鉄道を一定区間 支援措置：街路
計画都市高速鉄道事業東
連 続 し て 高 架 化 す る こ と に よ 事業（連続立体
海旅客鉄道東海道本線及
り、南北交通の円滑化と沼津駅 交差事業）
び東海旅客鉄道御殿場線
周辺の交通機能の再整備を進
（沼津駅付近連続立体交
め、安全で利便性の高いまちづ 実施時期：平成
差事業）
くりを推進する。
15 年度～平成
事業実施にともない、将来を 34 年度
内容：東海道本線 3.7km、
見越した民間投資や事業誘致が
御殿場線 1.6 ㎞を高架化
見込め、中心市街地の活性化が
踏切除去 13 箇所、立体交
図られる。
差化される幹線道路８路
線
実施時期：平成 15 年度～
平成 34 年度
事業名：JR 東海道本線・ 静岡県
JR 御殿場線

支援措置：社会
資本整備総合
交付金（道路事
業(街路)）

内容：連続立体交差 L＝
5.3km（東海道本線 3.7km、
御殿場線 1.6 ㎞を高架化）

実施時期：
平成 21 年度～
平成 25 年度

実施時期：平成 21 年度～
平成 25 年度

支援措置：社会
資本整備総合
交付金(地域活
力基盤創造計
画)

事業名：沼津駅南第一地区 沼津市
土地区画整理事業
内容：沼津駅南部の土地区
画整理事業
Ａ＝3.3ha

実施時期：
平成 21 年度～
平成 24 年度

実施時期：平成 14 年度～
平成 24 年度
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沼津駅周辺の鉄道を一定区間
連続して高架化することによ
り、南北交通の円滑化と沼津駅
周辺の交通機能の再整備を進
め、安全で利便性の高いまちづ
くりを推進する。
事業実施にともない、将来を
見越した民間投資や事業誘致が
見込め、中心市街地の活性化が
図られる。
鉄道高架事業に併せ、駅南地
区の土地区画整理事業を実施
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
面的かつ一体的な整備を行うこ
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指
し、中心市街地の活性化に寄与
する。
当該事業区域は、沼津駅に隣
接しているが、小規模な宅地が
密集し、行止まり道路があるな

支援措置：地域
活力基盤創造
交付金
実施時期：
平成 21 年度～
平成 25 年度

支援措置：土地
区画整理事業
実施時期：
平成 6 年度～平
成 24 年度

ど回遊性に欠けている。
事業実施により歩行者を優先
した賑わいある空間作りや、鉄
道施設跡地の有効活用による分
譲マンション等の導入を図る。

ど回遊性に欠けている。
事業実施により歩行者を優先
した賑わいある空間作りや、鉄
道施設跡地の有効活用による分
譲マンション等の導入を図る。
※図表（略）
事業名：沼津駅南第二地区 沼津市
鉄道高架事業に併せ、駅南地
土地区画整理事業
区の土地区画整理事業を実施
し、公共施設の整備改善、宅地
内容：沼津駅南部の土地区
の利用増進、土地の有効活用等、
画整理事業
面的かつ一体的な整備を行うこ
Ａ＝12.1ha
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指
実施時期：平成 25 年度～
し、中心市街地の活性化に寄与
平成 36 年度
する。
事業名：静岡東部拠点第一 独立行政法
鉄道高架事業に併せ、駅北地
地区土地区画整理事業
人都市再生 区 の 土 地 区 画 整 理 事 業 を 実 施
機構
し、公共施設の整備改善、宅地
内容：沼津駅北部の土地区
の利用増進、土地の有効活用等、
画整理事業
面的かつ一体的な整備を図り、
Ａ＝12.1ha
静岡県東部地域における広域的
な中核拠点の形成を目指し、中
実施時期：平成 11 年度～
心市街地の活性化に寄与する。
平成 28 年度
地区内の主な施設整備
・キラメッセ沼津（H10）
・沼津駅北口駅前広場（H14）
・BiVi 沼津（H18）
・東部コンベンションセンター
展示イベント施設
会議場施設 他（H26 年度）
・ホテル（2 箇所）
・分譲マンション
事業名：静岡東部拠点第二 沼津市
地区土地区画整理事業
内容：沼津駅北部の土地区
画整理事業
Ａ＝18.5ha
実施時期：平成 19 年度～
平成 36 年

事業名：自転車通行環境整 （略）

鉄道高架事業に併せ、拠点エ
リア（12.5ha）と新車両基地エ
リア（5.95ha）計約 18.5ha の土
地区画整理事業を実施し、公共
施設の整備改善、宅地の利用増
進、土地の有効活用、土地利用
の整序化等、面的かつ一体的な
整備を図り、静岡県東部地域に
おける広域的な中核拠点の形成
を目指し、中心市街地の活性化
に寄与する。
（略）

※図表（略）
支援措置：社会
資本整備総合
交付金(道路事
業(区画))
実施時期：平成
25 年度

（４）からの移設

事業名：静岡東部拠点第一 独立行政法
鉄道高架事業に併せ、駅北地
地区土地区画整理事業
人都市再生 区 の 土 地 区 画 整 理 事 業 を 実 施
機構
し、公共施設の整備改善、宅地
内容：沼津駅北部の土地区
の利用増進、土地の有効活用等、
画整理事業
面的かつ一体的な整備を図り、
Ａ＝12.1ha
静岡県東部地域における広域的
な中核拠点の形成を目指し、中
実施時期：平成 11 年度～
心市街地の活性化に寄与する。
平成 28 年度
地区内の主な施設整備
・キラメッセ沼津（H10）
・沼津駅北口駅前広場（H14）
・BiVi 沼津（H18）
・東部コンベンションセンター
展示イベント施設
会議場施設 他（H26 年度）
・ホテル（2 箇所）
・分譲マンション

支援措置：社会
資本整備総合
交付金(地域活
力基盤創造計
画)
実施時期：平成
21 年度～平成
23 年度

支援措置：社会
資本整備総合
交付金(地域活
力基盤創造計
画)

事業名：静岡東部拠点第二 沼津市
地区土地区画整理事業

実施時期：平成
21 年度～平成
25 年度

実施時期：平成 19 年度～
平成 36 年度

（略）

事業名：自転車通行環境整 （略）

内容：沼津駅北部の土地区
画整理事業
Ａ＝18.5ha
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支援措置：土地
区画整理事業
実施時期：平成
6 年度～平成 23
年度

鉄道高架事業に併せ、拠点エ
リア（12.5ha）と新車両基地エ
リア（5.95ha）計約 18.5ha の土
地区画整理事業を実施し、公共
施設の整備改善、宅地の利用増
進、土地の有効活用、土地利用
の整序化等、面的かつ一体的な
整備を図り、静岡県東部地域に
おける広域的な中核拠点の形成
を目指し、中心市街地の活性化
に寄与する

実施時期：平成
19 年度～平成
34 年度

（略）

（略）

支援措置：土地
区画整理事業

備モデル地区事業
（略）
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業

備モデル地区事業
（略）
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業
事業名、内容及び実施時期

実施主体

事業名：東部コンベンショ 静岡県
ンセンター整備事業（会議 大和ハウス
場施設、ホテル）
工業株式会
社
内容：東部コンベンション
センター整備事業の一部、
会議場施設、ホテルの整備
実施時期：平成 17 年度～
平成 25 年度

事業名：町方町・大門町・ （略）
通横町地区まちづくり推
進事業
（略）

目標達成のための位置づけ
及び必要性

国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期

沼津駅北口の旧国鉄施設跡地
（約 2.2ha）を活用して、国際
的な会議にも対応できる会議場
施設や展示イベント施設、市民
交流施設、ホテル等を整備し、
魅力とにぎわいのある広域的都
市拠点を整備することにより、
歩行者通行量の増加に寄与す
る。

（略）

事業名、内容及び実施時期

実施主体

事業名：東部コンベンショ
ンセンター整備事業（会議
場施設、ホテル、分譲マン
ション）

静岡県
大和ハウス
工業株式会
社（事業代
表企業）

内容：東部コンベンション
センター整備事業の一部、
会議場施設、ホテル、分譲
マンションの整備
実施時期：平成 17 年度～
平成 25 年度
事業名：町方町・大門町・ （略）
通横町地区まちづくり推
進事業
（略）
事業名：狩野川護岸修景整 沼津市
備事業

（略）

（２）①に移設
内容：狩野川河川敷、護岸
部などの河川空間の整備
区域：あゆみ橋～三園橋
間、永代橋～御成橋間
実施時期：平成 22 年度～
事業名：沼津駅南第二地区 沼津市
土地区画整理事業
（２）②に移設
内容：沼津駅南部の土地区
画整理事業
Ａ＝12.1ha
実施時期：平成 22 年度～
平成 36 年度
事業名：中央公園整備事業 沼津市
（２）②に移設

内容：公園施設の充実
実施時期：平成 22 年度～
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目標達成のための位置づけ
及び必要性

国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期

沼津駅北口の旧国鉄施設跡地
（約 2.2ha）を活用して、国際
的な会議にも対応できる会議場
施設や展示イベント施設、市民
交流施設、ホテル、分譲マンシ
ョン等を整備し、魅力とにぎわ
いのある広域的都市拠点を整備
することにより、歩行者通行量
と居住人口の増加に寄与する。

（略）

中心市街地にある「あゆみ橋」
を中心とした河川空間とその周
辺を「憩いとにぎわいの空間」
として整備し中心市街地の活性
化を図ることにより、歩行者通
行量の増加に寄与する。

鉄道高架事業に併せ、駅南地
区の土地区画整理事業を実施
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
面的かつ一体的な整備を行うこ
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指
し、中心市街地の活性化に寄与
する。
水辺の空間を活用したまちづ
くりを進めるセントラルパーク
構想において憩いやにぎわいの
場として位置づけられる中央公
園を、健康づくりや憩いの場、

（略）

平成 23 年度

事業名：沼津駅周辺人にや 沼津市
さしいまちづくり推進事
業
内容：沼津駅周辺のバリア
フリー化等
実施時期：平成 19 年度～

事業名：景観形成推進事業 沼津市
内容：景観計画の策定、景
観条例の制定
実施時期：平成 14 年度～
平成 22 年度

事業名：駐車場案内システ 沼津市
ム
内容：専用周波数の電波
で、システム参加駐車場の
混雑状況を放送
実施時期：平成 13 年度～
平成 22 年度
事業名：狩野川左岸（三園 （略）
橋～江川排水機場）経路整
備事業
（略）

事業名：沼津駅周辺人にや 沼津市
さしいまちづくり推進事
業

沼津駅を中心とした地区を重
点地区と位置づけ、快適で安全
な歩行者空間の創出、交通結節
点の利便性・安全性の向上など
を基本方針として、歩道の拡幅、
グレーチング目の細目化、視聴
覚障害者誘導ブロックの設置な
どのバリアフリー化を進めてい
くことにより、歩行者通行量の
増加に寄与する。
景観法を用い良好な景観の形
成に向け取組む。良好な景観を
推進・誘導することで、都市環
境の質的改善を図り、県東部地
域の中核都市に相応しい、うる
おいのある豊かな生活環境の創
造及び個性的で活力あるまちづ
くりを推進する。
土地区画整理事業等に伴い実
施される建築物の更新に合わせ
て、景観計画等に基づいた建築
物の形態・意匠・色彩などを周
辺の背景や自然景観、まち並み
景観と調和するよう誘導するこ
とで、道路や駅前広場等の景観
の向上に努めることにより、来
街者数の増加に寄与することが
できる。
中心市街地の駐車場待ち車両
の行列、駐車場探しのうろつき
車両による道路交通への悪影響
の緩和を図り、混雑状況や位置
情報の提供を行うことにより、
交通分散や効率的な駐車場利用
の促進と中心市街地の活性化を
図る。
（略）

内容：沼津駅周辺のバリア
フリー化等
実施時期：平成 19 年度～
平成 22 年度
事業名：景観形成推進事業 沼津市
内容：景観計画の策定、景
観条例の制定
実施時期：平成 14 年度～
平成 21 年度

事業名：駐車場案内システ 沼津市
ム
内容：専用周波数の電波
で、システム参加駐車場の
混雑状況を放送
実施時期：平成 13 年度～
（略）

事業名：狩野川左岸（三園 （略）
橋～江川排水機場）経路整
備事業
（略）
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まち歩きの起点として多くの
方々が利用できるよう整備する
ことにより、中心市街地の活性
化に寄与する。
沼津駅を中心とした地区を重
点地区と位置づけ、快適で安全
な歩行者空間の創出、交通結節
点の利便性・安全性の向上など
を基本方針として、歩道の拡幅、
グレーチング目の細目化、視聴
覚障害者誘導ブロックの設置な
どのバリアフリー化を進めてい
くことにより、歩行者通行量の
増加に寄与する。
景観法を用い良好な景観の形
成に向け取組む。良好な景観を
推進・誘導することで、都市環
境の質的改善を図り、県東部地
域の中核都市に相応しい、うる
おいのある豊かな生活環境の創
造及び個性的で活力あるまちづ
くりを推進する。
土地区画整理事業等に伴い実
施される建築物の更新に合わせ
て、景観計画等に基づいた建築
物の形態・意匠・色彩などを周
辺の背景や自然景観、まち並み
景観と調和するよう誘導するこ
とで、道路や駅前広場等の景観
の向上に努めることにより、来
街者数の増加に寄与することが
できる。
中心市街地の駐車場待ち車両
の行列、駐車場探しのうろつき
車両による道路交通への悪影響
の緩和を図り、混雑状況や位置
情報の提供を行うことにより、
交通分散や効率的な駐車場利用
の促進と中心市街地の活性化を
図る。
（略）

（略）

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
事業名：沼津駅北拠点地区 沼津市
沼津駅北口の旧国鉄施設跡地 支援措置：
暮らし・にぎわい再生事業
（約 2.2ha）を活用して、国際 社 会 資 本 整 備
（展示イベント施設、市民
的な会議にも対応できる会議場 総合交付金（暮
交流施設、駐車施設）（再
施設や展示イベント施設、市民 らし・にぎわい
掲）
交流施設、ホテル等を整備し、 再生事業）
魅力とにぎわいのある広域的都
内容：東部コンベンション
市拠点を整備することにより、 実施時期：
センター整備事業の一部、
歩 行 者 通 行 量 の 増 加 に 寄 与 す 平成 21 年度～
展示イベント施設、市民交
平成 24 年度
る。
流施設、駐車施設の整備

実施時期：平成 17 年度～
平成 25 年度

実施時期：平成 17 年度～
平成 24 年度
（２）②略
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業
事業名、内容及び実施時期
事業名：沼津っ子ふれあい
センター運営事業
（略）
事業名：ぬまづ健康福祉プ
ラザ管理運営事業
（略）
事業名：ＮＰＯ活動支援事
業
（略）
事業名：沼津駅周辺人にや
さしいまちづくり推進事
業
（再掲）
内容：沼津駅周辺のバリア
フリー化など

（２）②略
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業

（略）

（略）

国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期
（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

沼津市

沼津駅を中心とした地区を重
点地区と位置づけ、快適で安全
な歩行者空間の創出、交通結節
点の利便性・安全性の向上など
を基本方針としてバリアフリー
化を進めていくことにより、歩
行者通行量の増加に寄与する。

実施主体

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
事業名：東部コンベンショ 沼津市
沼津駅北口の旧国鉄施設跡地 支援措置：
ンセンター整備事業（展示
（約 2.2ha）を活用して、国際 暮らし・にぎわ
イベント施設、市民交流施
的な会議にも対応できる会議場 い再生事業
設、駐車施設）
施設や展示イベント施設、市民
交流施設、ホテル、分譲マンシ 実施時期：
内容：東部コンベンション
ョン等を整備し、魅力とにぎわ 平成 21 年度～
センター整備事業の一部、
いのある広域的都市拠点を整備 平成 23 年度
展示イベント施設、市民交
することにより、歩行者通行量
流施設、駐車施設の整備
と居住人口の増加に寄与する。

目標達成のための位置づけ
及び必要性

事業名、内容及び実施時期
事業名：沼津っ子ふれあい
センター運営事業
（略）
事業名：ぬまづ健康福祉プ
ラザ管理運営事業
（略）
事業名：ＮＰＯ活動支援事
業
（略）
事業名：沼津駅周辺人にや
さしいまちづくり推進事
業
（再掲）
内容：沼津駅周辺のバリア
フリー化など

実施時期：平成 19 年度～

実施時期：平成 19 年度～
平成 22 年度
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（略）

（略）

国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期
（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

沼津市

沼津駅を中心とした地区を重
点地区と位置づけ、快適で安全
な歩行者空間の創出、交通結節
点の利便性・安全性の向上など
を基本方針としてバリアフリー
化を進めていくことにより、歩
行者通行量の増加に寄与する。

実施主体

目標達成のための位置づけ
及び必要性

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と
一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

事業名、内容及び実施時期

実施主体

事業名：沼津駅南第一地区 沼津市
土地区画整理事業（再掲）
内容：沼津駅南部の土地区
画整理事業
Ａ＝3.3ha
実施時期：平成 14 年度～
平成 24 年度

事業名：静岡東部拠点第二 沼津市
地区土地区画整理事業（再
掲）
内容：沼津駅北部の土地区
画整理事業
①Ａ＝12.5ha（都市再生区
画整理事業区域）
②Ａ＝18.5ha(都市再生整
備計画区域)
実施時期：平成 19 年度～
平成 36 年度

事業名：町方町・大門町・ 町方町・大

目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
及び必要性
及び実施時期
の事項
鉄道高架事業に併せ、駅南地 支援措置：
区の土地区画整理事業を実施 社 会 資 本 整 備
し、公共施設の整備改善、宅地 総合交付金(都
の利用増進、土地の有効活用等、 市 再 生 区 画 整
面的かつ一体的な整備を行うこ 理事業)
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指 実施時期：
し、中心市街地の活性化に寄与 平成 22 年度～
する。
平成 24 年度
当該事業区域は、沼津駅に隣
接しているが、小規模な宅地が
密集し、行止まり道路があるな
ど回遊性に欠けている。
事業実施により歩行者を優先し
た賑わいある空間作りや、鉄道
施設跡地の有効活用による分譲
マンション等の導入を図る。
鉄道高架事業に併せ、拠点エ ① 社 会 資 本 整
リア（12.5ha）と新車両基地エ 備 総 合 交 付 金
リア（5.95ha）計約 18.5ha の土 (都市再生区画
地区画整理事業を実施し、公共 整理事業)
施設の整備改善、宅地の利用増
進、土地の有効活用、土地利用 実施時期：平成
の整序化等、面的かつ一体的な 24 年度～平成
整備を図り、静岡県東部地域に 26 年度
おける広域的な中核拠点の形成
を目指し、中心市街地の活性化 ②支援措置：社
に寄与する。
会資本整備総
合交付金(都市
再生整備計画)

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業
と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
該当なし
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項

新規追加

新規追加

実施時期：平成
22 年度～平成
26 年度
町方町地区（アーケード地区） 支援措置：社会
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通横町地区第一種市街地 門町・通横 は、建物の老朽化による耐震性 資 本 整 備 総 合
再開発事業（再掲）
町地区第一 やまちの魅力の低下など様々な 交付金（市街地
種市街地再 課題が生じている。
再開発事業等）
このため当該地区を、居住・
内容：アーケード地区等の 開発組合
再生
商業・コミュニティーなどの都 実施時期：
市的な生活関連サービス機能で 平成 24 年度～
実施時期：平成 24 年度～
複合的に構成された上質な空間 26 年度
29 年度
を創造することで、歩行者通行
量及び定住人口の増加につなげ
る。
まちづくりの推進にあって
は、定期借地権を活用した再開
発事業により、既存店舗の継承
に新たな商業機能を加えるとと
もに、道路にコミュニティー空
間を創出することで、まちの商
業核の創出を目指している。
（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
事業名：地域優良賃貸住宅 沼津市
高齢者向け優良賃貸住宅供給 支援措置：社会
整備事業（高齢者向け優良
促進事業は、高齢者向けの良好 資本整備総合交
賃貸住宅供給促進事業）
な住環境を持つ賃貸住宅の供給 付金（地域住宅
を促進するため、建設に要する 計画に基づく事
内容：高齢者の居住の用に
費用の一部などを補助するもの 業）
供する賃貸住宅の供給
で、事業実施により居住者人口
の 増 加 に 寄 与 す る こ と が で き 実施時期：
平成 22 年度～
実施時期：平成 18 年度～
る。
平成 27 年度
平成 27 年度
事業名：沼津駅南第一地区 沼津市
鉄道高架事業に併せ、駅南地 支援措置：社会
土地区画整理事業（再掲）
区 の 土 地 区 画 整 理 事 業 を 実 施 資本整備総合交
し、公共施設の整備改善、宅地 付 金 ( 地 域 活 力
内容：沼津駅南部の土地区
の利用増進、土地の有効活用等、 基盤創造計画)
画整理事業
面的かつ一体的な整備を行うこ
Ａ＝3.3ha
とで、静岡県東部地域における 実施時期：
広域的な中核拠点の形成を目指 平成 21 年度～
実施時期：平成 14 年度～
し、中心市街地の活性化に寄与 平成 24 年度
平成 24 年度
する。
当該事業区域は、沼津駅に隣
接しているが、小規模な宅地が
密集し、行止まり道路があるな
ど回遊性に欠けている。
事業実施により歩行者を優先
した賑わいある空間作りや、鉄
道施設跡地の有効活用による分
譲マンション等の導入を図る。

新規追加

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
事業名：地域優良賃貸住宅 沼津市
高齢者向け優良賃貸住宅供給 支援措置：地域
整備事業（高齢者向け優良
促進事業は、高齢者向けの良好 住宅交付金
賃貸住宅供給促進事業）
な住環境を持つ賃貸住宅の供給
を促進するため、建設に要する 実施時期：
内容：高齢者の居住の用に
費用の一部などを補助するもの 平成 18 年度～
供する賃貸住宅の供給
で、事業実施により居住者人口 平成 22 年度
の 増加に寄与 することが でき
実施時期：平成 18 年度～
る。
平成 22 年度
事業名：沼津駅南第一地区 沼津市
鉄道高架事業に併せ、駅南地 支援措置：土地
土地区画整理事業（再掲）
区 の土地区画 整理事業を 実施 区画整理事業
し、公共施設の整備改善、宅地
内容：沼津駅南部の土地区
の利用増進、土地の有効活用等、 実施時期：
画整理事業
面的かつ一体的な整備を行うこ 平成 6 年度～平
Ａ＝3.3ha
とで、静岡県東部地域における 成 24 年度
広域的な中核拠点の形成を目指
実施時期：平成 14 年度～
し、中心市街地の活性化に寄与
平成 24 年度
する。
当該事業区域は、沼津駅に隣
接しているが、小規模な宅地が
密集し、行止まり道路があるな
ど回遊性に欠けている。
事業実施により歩行者を優先
した賑わいある空間作りや、鉄
道施設跡地の有効活用による分
譲マンション等の導入を図る。
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※図表（略）
鉄道高架事業に併せ、駅南地
事業名：沼津駅南第二地区 沼津市
区の土地区画整理事業を実施
土地区画整理事業（再掲）
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
内容：沼津駅南部の土地区
面的かつ一体的な整備を行うこ
画整理事業
とで、静岡県東部地域における
Ａ＝12.1ha
広域的な中核拠点の形成を目指
し、中心市街地の活性化に寄与
実施時期：平成 25 年度～
する。
平成 36 年度
事業名：静岡東部拠点第一 独立行政法
鉄道高架事業に併せ、駅北地
地区土地区画整理事業（再 人都市再生 区 の 土 地 区 画 整 理 事 業 を 実 施
掲）
機構
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
内容：沼津駅北部の土地区
面的かつ一体的な整備を図り、
画整理事業
静岡県東部地域における広域的
Ａ＝12.1ha
な中核拠点の形成を目指し、中
心市街地の活性化に寄与する。
実施時期：平成 11 年度～
平成 28 年度
地区内の主な施設整備
・キラメッセ沼津（H10）
・沼津駅北口駅前広場（H14）
・BiVi 沼津（H18）
・東部コンベンションセンター
展示イベント施設
会議場施設 他（H26 年度）
・ホテル（2 箇所）
・分譲マンション
事業名：静岡東部拠点第二 沼津市
鉄道高架事業に併せ、拠点エ
地区土地区画整理事業（再
リア（12.5ha）と新車両基地エ
掲）
リア（5.95ha）計約 18.5ha の土
地区画整理事業を実施し、公共
内容：沼津駅北部の土地区
施設の整備改善、宅地の利用増
画整理事業
進、土地の有効活用、土地利用
Ａ＝18.5ha
の整序化等、面的かつ一体的な
整備を図り、静岡県東部地域に
実施時期：平成 19 年度～
おける広域的な中核拠点の形成
平成 36 年度
を目指し、中心市街地の活性化
に寄与する。
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業
事業名、内容及び実施時期

実施主体

目標達成のための位置づけ
及び必要性

※図表（略）
支援措置：社会
資本整備総合交
付金(道路事業
(区画))

（４）からの移設

実施時期：平成
25 年度

支援措置：社会
資本整備総合交
付金(地域活力
基盤創造計画)
実施時期：平成
21 年 度 ～ 平 成
23 年度

支援措置：社会
資本整備総合交
付金(地域活力
基盤創造計画)

実施時期：平成
21 年 度 ～ 平 成
25 年度

事業名：静岡東部拠点第一 独立行政法
鉄道高架事業に併せ、駅北地
地区土地区画整理事業（再 人都市再生 区 の土地区画 整理事業を 実施
掲）
機構
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
内容：沼津駅北部の土地区
面的かつ一体的な整備を図り、
画整理事業
静岡県東部地域における広域的
Ａ＝12.1ha
な中核拠点の形成を目指し、中
心市街地の活性化に寄与する。
実施時期：平成 11 年度～
平成 28 年度
地区内の主な施設整備
・キラメッセ沼津（H10）
・沼津駅北口駅前広場（H14）
・BiVi 沼津（H18）
・東部コンベンションセンター
展示イベント施設
会議場施設 他（H26 年度）
・ホテル（2 箇所）
・分譲マンション
事業名：静岡東部拠点第二 沼津市
鉄道高架事業に併せ、拠点エ
地区土地区画整理事業（再
リア（12.5ha）と新車両基地エ
掲）
リア（5.95ha）計約 18.5ha の土
地区画整理事業を実施し、公共
内容：沼津駅北部の土地区
施設の整備改善、宅地の利用増
画整理事業
進、土地の有効活用、土地利用
Ａ＝18.5ha
の整序化等、面的かつ一体的な
整備を図り、静岡県東部地域に
実施時期：平成 19 年度～
おける広域的な中核拠点の形成
平成 36 年度
を目指し、中心市街地の活性化
に寄与する。
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業

国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期

事業名、内容及び実施時期

実施主体

事業名：沼津駅南第二地区 沼津市
10

目標達成のための位置づけ
及び必要性
鉄道高架事業に併せ、駅南地

支援措置：土地
区画整理事業
実施時期：平成
6 年度～平成 23
年度

支援措置：土地
区画整理事業

実施時期：平成
19 年 度 ～ 平 成
34 年度

国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期

土地区画整理事業（再掲）
（２）②に移設
内容：沼津駅南部の土地区
画整理事業
Ａ＝12.1ha
実施時期：平成 22 年度～
平成 36 年度
事業名：東部コンベンショ 大和ハウス
ンセンター整備事業（分譲 工業株式会
マンション）（再掲）
社（事業代
表企業）
内容：東部コンベンション
整備事業の一部、分譲マン
ションの整備

事業削除

区の土地区画整理事業を実施
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
面的かつ一体的な整備を行うこ
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指
し、中心市街地の活性化に寄与
する。
沼津駅北口の旧国鉄施設跡地
（約 2.2ha）を活用して、国際
的な会議にも対応できる会議場
施設や展示イベント施設、市民
交流施設、ホテル、分譲マンシ
ョン等を整備し、魅力とにぎわ
いのある広域的都市拠点を整備
することにより、歩行者通行量
と居住人口の増加に寄与する。

事業名：魚町共同住宅等建 東レ建設株
地上 15 階建、総戸数 80 戸の
設事業
式会社
分譲住宅、店舗 2 区画、事務所
3 区画からなり中心市街地の居
事業内容：共同住宅、店舗、
住人口の増加に寄与する。
事務所の建設

実施時期：平成 17 年度～
平成 25 年度
事業名：魚町共同住宅等建 東レ建設株
地上 15 階建、総戸数 80 戸の
設事業
式会社
分譲住宅、店舗 2 区画、事務所
3 区画からなり中心市街地の居
事業内容：共同住宅、店舗、
住人口の増加に寄与する。
事務所の建設

事業期間：平成 19 年～平
成 22 年
事業名：高島町共同住宅建 大和ハウス
地上 13 建、総戸数 46 戸の分
設事業
工業株式会 譲住宅からなり、中心市街地の
社静岡支店 居住人口の増加に寄与する。
事業内容：共同住宅

事業期間：平成 19 年～平
成 22 年
事業名：高島町共同住宅建 大和ハウス
地上 13 階建、総戸数 46 戸の
設事業
工業株式会 分譲住宅からなり、中心市街地
社静岡支店 の居住人口の増加に寄与する。
事業内容：共同住宅

事業期間：平成 20 年～平
成 21 年
事業名：高沢町共同住宅建 フジ都市開
地上 11 階建、総戸数 30 戸の
設事業
発株式会社 分譲住宅からなり、中心市街地
の居住人口の増加に寄与する。
事業内容：共同住宅

事業期間：平成 20 年～平
成 21 年
事業名：高沢町共同住宅建 フジ都市開
地上 11 階建、総戸数 30 戸の
設事業
発株式会社 分譲住宅からなり、中心市街地
の居住人口の増加に寄与する。
事業内容：共同住宅

事業期間：平成 20 年～平
成 21 年
事業名：浅間町共同住宅建 静岡鉄道株
地上 13 階建、総戸数 95 戸の
設事業
式会社
分譲住宅からなり、中心市街地
の居住人口の増加に寄与する。
事業内容：共同住宅

事業期間：平成 20 年～平
成 21 年
事業名：浅間町共同住宅建 静岡鉄道株
地上 13 階建、総戸数 95 戸の
設事業
式会社
分譲住宅からなり、中心市街地
の居住人口の増加に寄与する。
事業内容：共同住宅

事業期間：平成 21 年～

事業期間：平成 21 年～
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事業名：米山町共同住宅建 ヨシコン株
地上 6 階建、総戸数 37 戸の分
設事業
式会社
譲住宅からなり、中心市街地の
居住人口の増加に寄与する。
事業内容：共同住宅

新規追加

事業期間：平成 22 年～
事業名：大手町二丁目共同 大和ハウス
地上 14 階建、総戸数 39 戸の
住宅建設事業
工業株式会 分譲住宅からなり、中心市街地
社
の居住人口の増加に寄与する。
事業内容：共同住宅

新規追加

事業期間：平成 22 年～

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事
項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①略
（２）②略
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業
国以外の支援
目標達成のための位置づけ
その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
措置の内容及
及び必要性
の事項
び実施時期
事業名：沼津商工会議所会 （略）
（略）
館建設事業
（略）
事業名：商店街大型店連携 （略）
（略）
事業
（略）
事業名：町方町・大門町・ （略）
（略）
通横町地区まちづくり推
進事業（再掲）
（略）
事業名：中央公園にぎわい （略）
（略）
創出事業
（略）
事業名：空き店舗対策事業 （略）
（略）
（略）
事業名：中心市街地活性化 （略）
（略）
出店促進事業
（略）
事業名：沼津自慢屋運営事 沼津市
あじのひらきや沼津茶、沼津 支援措置：ふる
業
仲見世商店 銘菓など数多くの沼津の特産物 さ と 雇 用 再 生

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する
事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①略
（２）②略
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業
国以外の支援
目標達成のための位置づけ
その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
措置の内容及
及び必要性
の事項
び実施時期
事業名：沼津商工会議所会 （略）
（略）
館建設事業
（略）
事業名：商店街大型店連携 （略）
（略）
事業
（略）
事業名：町方町・大門町・ （略）
（略）
通横町地区まちづくり推
進事業（再掲）
（略）
事業名：中央公園にぎわい （略）
（略）
創出事業
（略）
事業名：空き店舗対策事業 （略）
（略）
（略）
事業名：中心市街地活性化 （略）
（略）
出店促進事業
（略）
事業名：沼津自慢屋運営事 沼津市
あじのひらきや沼津茶、沼津
業
沼津市物産 銘菓など数多くの沼津の特産物
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街振興組合
内容：沼津の特産物を紹介
するアンテナショップの
運営

を一堂に集めて販売する「沼津
自慢屋」を営業する。
観光客や地元住民など中心市
街地の歩行者の増加に寄与す
る。

振興協議会

特別基金事業
内容：沼津の特産物を紹介
するアンテナショップの
運営

実施時期：平成
21 年度～平成
23 年度

実施時期：平成 21 年度～

実施時期：平成 21 年度～
事業名：テナントミックス （略）
運営事業
（略）
事業名：沼津駅沼津港間連 沼津市
携事業
沼津港交通
対策実行委
内容：沼津駅沼津港間や沼 員会
津港周辺を結ぶバスの運
行
実施時期：平成 21 年度～
事業名：レンタサイクル導 （略）
入事業
（略）
事業名：えき～みなとぶら 沼津市
りまち歩き事業

中心市街地の駐車場を PR す
ることで、沼津港の駐車場との
相互利用やバスの利便性の向上
を図ることで、沼津駅と沼津港
の連携の向上を図り、中心市街
地の歩行者通行量の増加を図
る。

実施時期：平成 21 年度～
事業名：レンタサイクル導 （略）
入事業
（略）
事業名：えき～みなとぶら 沼津市
りまち歩き事業

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

実施時期：平成 20 年度～

事業名：テナントミックス （略）
運営事業
（略）
事業名：沼津駅沼津港間連 沼津市
携事業
沼津魚市場
（株）
内容：沼津駅沼津港間や沼 他
津港周辺を結ぶバスの運
行

（略）

沼津駅から沼津港の間で、店
舗の一部を借りての観光イベン
ト情報の提供や一時休息所、ト
イレの使用など来訪者が安らげ
る「まちかどスポット」を提供
する。
また、回遊するための手段と
して「自転車タクシー」や「人
力車」を導入することにより歩
行者通行量の増加に寄与する。
（略）

内容：沼津駅～沼津港間で
のレストスポットの導入
等

事業名：我入道の渡し船管
理運営事業
（略）
事業名：アーケード名店街
ついたち市
（略）
事業名：あげつち稲荷市
（略）
事業名：静岡県東部地域コ
ンベンションビューロー
運営事業
（略）
事業名：起業創業支援事業
（ステップオフィス運営
事業）

を一同に集めて販売する「沼津
自慢屋」を試験的に開業する。
観光客や地元住民など中心市
街地の歩行者の増加に寄与す
る。

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

実施時期：平成 20 年度～
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中心市街地の駐車場を PR す
ることで、沼津港の駐車場との
相互利用やバスの利便性の向上
を図ることで、沼津駅と沼津港
の連携の向上を図り、中心市街
地の歩行者通行量の増加を図
る。

沼津駅から沼津港の間で、店
舗の一部を借りての観光イベン
ト情報の提供や一時休息所、ト
イレの使用など来訪者が安らげ
る「まちかどスポット」を提供
する。
また、回遊するための手段と
して「自転車タクシー」を導入
することにより歩行者通行量の
増加に寄与する。
（略）

内容：沼津駅～沼津港間で
のレストスポットの導入

事業名：我入道の渡し船管
理運営事業
（略）
事業名：アーケード名店街
ついたち市
（略）
事業名：あげつち稲荷市
（略）
事業名：静岡県東部地域コ
ンベンションビューロー
運営事業
（略）
事業名：起業創業支援事業
（ステップオフィス運営
事業）

（略）

（略）
事業名：ぬまづ産業振興プ
ラザ運営事業
（略）
事業名：沼津夏まつり
（略）
事業名：よさこい東海道開
催事業
（略）
事業名：ぬまづサマーガー
デン
（略）
事業名：港、湧水、せせら
ぎウォーク
（略）
事業名：ウィンターステー
ジ
（略）
事業名：こいのぼりフェス
ティバル
（略）
事業名：緑化推進
（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

中心市街地と狩野川に隣接す
事業名：まちあるきステー 沼津市
株式会社Ｓ る 中 央 公 園 の 立 地 条 件 を 活 か
ション運営事業
ＢＳプロモ し、更衣室・シャワー・情報提
供などの機能を備えた「沼津ま
内容：中央公園内で更衣 ーション
ちあるきステーション」を設置
室・シャワー・情報提供な
運営する。
どの機能を備えた施設を
運営
沼津の誇る水辺の空間利用を
促すとともに、来街者への利便
性向上、まちなかへの回遊促進
実施時期：平成22年度～
を図り、歩行者通行量の増加に
寄与する。
新仲見世商店街に子どもたち
事業名：ものづくり体験館 沼津市
株式会社Ｓ がものづくりの技能や技術を見
運営事業
ＢＳプロモ て、触れて、学ぶことができる
「沼津ものづくり体験館 スキ
内容：子どもたちがものづ ーション
ルパ」を開設運営する。
くりの技能や技術を体験
将来の地域産業の担い手であ
できる施設を運営
る子どもたちのものづくりに対
する興味を喚起するとともに歩
実施時期：平成22年度～
行者通行量の増加に寄与する。

（略）
事業名：ぬまづ産業振興プ
ラザ運営事業
（略）
事業名：沼津夏まつり
（略）
事業名：よさこい東海道開
催事業
（略）
事業名：ぬまづサマーガー
デン
（略）
事業名：港、湧水、せせら
ぎウォーク
（略）
事業名：ウィンターステー
ジ
（略）
事業名：こいのぼりフェス
ティバル
（略）
事業名：緑化推進
（略）
支援措置：ふる
さと雇用再生
特別基金事業

新規追加

実施時期：平成
22 年度～平成
23 年度

支援措置：ふる
さと雇用再生
特別基金事業

新規追加

実施時期：平成
22 年度～平成
23 年度
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（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①（略）
（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
駅周辺の鉄道を一定区間連続 支援措置：街路
事業名：東駿河湾広域都市 静岡県
して高架化することにより、南 事業（連続立体
計画都市高速鉄道事業東
北交通の円滑化と沼津駅周辺の 交差事業）
海旅客鉄道東海道本線及
交通機能の再整備を進め、安全
び東海旅客鉄道御殿場線
で利便性の高いまちづくりを推 実施時期：平成
（沼津駅付近連続立体交
進する。
15 年度～平成
差事業）（再掲）
事業実施にともない、将来を 21 年度
見越した民間投資や事業誘致が
内容：東海道本線 3.7km、
見込め、中心市街地の活性化が
御殿場線 1.6 ㎞を高架化
図られる。
踏切除去 13 箇所、立体交
差化される幹線道路８路
線

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①（略）
（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
駅周辺の鉄道を一定区間連続 支援措置：街路
事業名：東駿河湾広域都市 静岡県
して高架化することにより、南 事業（連続立体
計画都市高速鉄道事業東
北交通の円滑化と沼津駅周辺の 交差事業）
海旅客鉄道東海道本線及
交通機能の再整備を進め、安全
び東海旅客鉄道御殿場線
で利便性の高いまちづくりを推 実施時期：平成
（沼津駅付近連続立体交
進する。
18 年度～平成
差事業）（再掲）
事業実施にともない、将来を 34 年度
見越した民間投資や事業誘致が
内容：東海道本線 3.7km、
見込め、中心市街地の活性化が
御殿場線 1.6 ㎞を高架化
図られる。
踏切除去 13 箇所、立体交
差化される幹線道路８路
線

実施時期：平成 15 年度～
平成 34 年度
（３）略
（４）略

実施時期：平成 18 年度～
平成 34 年度
（３）略
（４）略
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◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所

◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所
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