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平成２９年９月２９日 

まちづくり政策課 

中心市街地まちづくり戦略 
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中心市街地まちづくり戦略

沼津市まちづくり政策課

中心市街地
まちづくり
戦 略

□ 中心市街地まちづくり戦略とは

□ 本市の中心市街地における最近の状況

□ まちづくりをめぐる新しい動向

□ 既往計画における中心市街地の位置付け

□ 検討の方向性

沼津市まちづくり政策課
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中心市街地まちづくり戦略とは
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地まちづくり戦略 

市の最上位計画であり全ての分野の基本的な考え方（市の基本構想） 

第４次沼津市総合計画 

市の都市計画に関する基本的な方針 

第２次沼津市都市計画マスタープラン 

市街化区域内における居住と都市機能を誘導する区域を示す 

沼津市立地適正化計画 

中心市街地に関する計画 

沼津市中心市街地まちづくり計画、沼津市まちなか居住促進計画 

市全体 

都市計画区域 

市街化区域 

中心市街地 

各種事業の実施と既存ストックの活用･連携 

沼津駅周辺総合整備事業、町方町･通横町地区市街地再開発事業、香陵公園周辺整備 

リノベーションまちづくり、都市空間ストック（街路・公園）の再編、公共交通との連携 

街区レベル 

沼津市まちづくり政策課

沼津市まちづくり政策課

沼津駅周辺総合整備事業の概要
鉄道高架事業や土地区画整理事業を実施することにより、沼津駅周辺の交通問題の

解決と南北市街地の一体化によりまちを再生

事業の概要
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沼津市まちづくり政策課

沼津駅周辺総合整備事業の状況
沼津駅の南北では基盤整備が着実に進捗

「BiVi沼津」オープン

大手町再開発ビル
「イーラde」オープン

ふじのくに千本松フォーラム
（プラサ ヴェルデ）

多目的展示イベント施設
「キラメッセぬまづ」オープン

ふじのくに千本松フォーラム
（プラサ ヴェルデ）
全館オープン

H18

H19

H25 H26

沼津市まちづくり政策課

交通環境の変化
現在の交通環境は課題が多い

あまねガード
のぼり道ガード

沼津駅

リコー通りのぼり道通り 学園通り

さんさん通り

北部市街地

南部市街地

鉄道施設

3箇所のガード

13箇所の踏切

３箇所のガードの
通行量は

交通容量の２倍
⇒慢性的な混雑状況
※昼間12時間のうち混雑する
時間帯が約70％に達する

・通勤通学の時間帯に交通渋滞が発生
※午前7～8時の踏切遮断の状況
遮断回数：12回/1時間
遮断時間：約20分/1時間

三つ目ガード

高田踏切

日吉踏切

・勾配があ
るため自転
車の押し歩
きが必要

・日常的に交通渋滞が
発生（最大渋滞長：
410m）
・歩道が狭隘のため歩行
者・自転車のすれ違いが
困難

・日常的に交通渋滞が発生
（最大渋滞長：1,800m）
・急カーブのため大型車の通行が
困難
・集中豪雨により通行止めが発
生（H10～H28：26回）
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沼津市まちづくり政策課

交通環境の変化
新たに歩行者・自転車専用道７本を含め計１０本の道路・通路が整備され、まちの回遊
性が大幅に向上

沼津駅コンコース高架下利用 沼津駅南口広場高架関連道路（添地本田町線）

沼津駅

のぼり道ガード 三つ目ガード 高田踏切あまねガード

沼津市まちづくり政策課

交通環境の変化
鉄道高架事業等により整備される駅コンコースや南北道路を利用することで、駅南北
の移動距離は大幅に短縮

プラサ ヴェルデ

沼津駅
約３５０ｍ

新規のルート
（沼津駅コンコース経由）

鉄道高架により移動距離が
７００ｍ⇒３５０ｍに短縮

約７００ｍ

従来のルート
（あまねガード経由）
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沼津市まちづくり政策課

土地利用の変化
事業の実施により、鉄道高架下や沼津駅の周辺に市や鉄道事業者の新たな土地が

生まれるため、駅周辺にふさわしい都市機能の導入が望まれる

沼津駅の直近に新たな土地

約4.8haが生まれる 現貨物駅 約2.0ha

現車両基地北 約1.3ha

現車両基地南 約0.8ha

現貨物路線東 約0.5ha

現貨物路線西 約0.2ha

沼津駅

広大な鉄道跡地を公共利用
や民間投資による活用を図る
ことでまちの活性化を期待

沼津市まちづくり政策課

中心市街地の現状

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ (出典：住宅地図)

低未利用地の状況
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(出典：地価公示)

（千円/㎡）

1ｋｍ

駅南側

駅北側

中心市街地の現状

・地価は駅北側よりも駅南側の方が高い傾向
・全体的に地価は下落傾向

地価の推移

沼津市まちづくり政策課

②沼津駅北振興会：
9/55(16.4%)

③リコー通り商店街：
7/50(14.0%)

④駅前名店街：
0/11(0%)

①中央通り商店会：
空き店舗率4/37(10.8%)

⑦上本通り商店街：
12/77(15.6%)

⑨アーケード名店街：
6/53(11.3%)

⑫本町区商店連盟：
2/37(5.4%)

⑤大手町商店街：
6/76(7.9%)

⑥仲見世商店街：
15/128(11.7%)

⑧あげつち商店街：
1/42(2.4%)

⑩新仲見世商店街：
2/22(9.1%)

⑪銀座通り商店会：
4/57(7.0%)

全体の空き店舗率：
68/645（10.5％）

＊全国平均（13.2 ％）

＊商店街実態調査報告書参考

(参考：商工会議所調査)

中心市街地の現状

・戦後の経済成長期に駅周辺に商店街が形成され、12の商店街が現存
・2000年頃から空き店舗が増加傾向

商店街空き店舗の状況（H28.12月）

沼津市まちづくり政策課



まちづくり戦略会議 資料④ 170929

7

沼津市まちづくり政策課

民間リノベーションによるにぎわいの再生
本市におけるリノベーションまちづくり

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

民間のリノベーションの取組みに行政が支援

不動産オーナー
（遊休不動産提供）

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

ス
ク
ー
ル

ト
レ
ジ
ャ
ー

ハ
ン
テ
ィ
ン
グ

ま
ち
歩
き

事
業
化

帰ってきた人が
関わりやすいまち

の実現

家守
会社

家守
会社

家守
会社

沼津
市 建築確認等許認可の運用ルールの柔軟化

不動産オーナー発掘・啓発
遊休不動産発掘

公共空間・施設の利用ルールの弾力化

家守育成・支援 交流支援
（LINK  NUMAZU）

金融支援（環境整備）

関係者がフラットに集まれる場づくり（推進連絡会議・協議会）

民間

不動産オーナー向け 家守会社向け ビジネス
オーナー向け

沼津市まちづくり政策課

民間リノベーションによるにぎわいの再生
本市におけるリノベーションまちづくり

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

沼津市リノベーションまちづくり推進
ガイドラインの策定
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沼津市まちづくり政策課

民間リノベーションによるにぎわいの再生
本市におけるリノベーションまちづくり

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

リノベーションスクール＠沼津の開催

（第1回）

H28年9月16日（金）～18日（日）

会場：沼津情報・ビジネス専門学校

（公開プレゼン：新仲見世商店街）

（第2回）

H29年３月24日（金）～26日（日）

会場：旧瀬尾記念病院

（公開プレゼン：新仲見世商店街）

沼津市まちづくり政策課

公共空間の活用によるにぎわいづくり
本市における道路や河川空間の活用

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

公民が連携した実験的な公共空間の活用
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沼津市まちづくり政策課

公共空間の活用によるにぎわいづくり
本市における公園空間の活用

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

公民が連携した実験的な公共空間の活用

沼津自慢フェスタ

よさこい東海道

ぬまづわんわん大運動会

沼津自慢フェスタ

キッズパーク

沼津市まちづくり政策課

中心市街地周辺の地域資源

中心市街地周辺の
地域資源の活用

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

中心市街地を流れる狩野川と

その周辺には、沼津アルプスと

呼ばれる山々、沼津港を中心
とした約62kmに及ぶ海岸線が

広がっている

http://img-cdn.jg.jugem.jp/c12/1474044/20141116_1676751.jpg
http://img-cdn.jg.jugem.jp/c12/1474044/20141116_1676751.jpg
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沼津市まちづくり政策課

中心市街地周辺の地域資源

中心市街地周辺の
地域資源の活用

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

狩野川、沼津アルプス、

沼津港には多くの人が

訪れている

沼津市まちづくり政策課

地域資源とのネットワーク

中心市街地と
地域資源の連携

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

中心市街地と地域資源

をきちんとつなぐことにより

まちの回遊性が生まれ、
まちが活性化する

出典：第２次沼津市都市計画マスタープラン
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沼津市まちづくり政策課

地域資源とのネットワーク

中心市街地と
地域資源の連携

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

中心市街地と周辺の地域資源

のつなぎ方は、歩行者だけでは

なく、幹線道路網や公共交通
による連携も考慮

出典：第４次沼津市総合計画

＜都市的居住圏のまちづくりイメージ＞

駅周辺の総合整備事業により新たな都市空間を整備

沼津市まちづくり政策課

（日向市） ・鉄道高架事業や土地区画整理事業の一体的推進による駅周辺の整備
・交通広場に隣接して市民が自由に憩えるオープンスペース「交流広場」を整備
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駅周辺の総合整備事業により新たな都市空間を整備

沼津市まちづくり政策課

（旭川市） ・鉄道高架事業や土地区画整理事業、河川空間の整備などにより、円滑な自動車交通の確保、
南北市街地の一体化、シンボル的な駅や駅前広場、潤いのある公園など良好なまち並みを形成

旭川駅

出典：国土交通省資料

駅周辺の総合整備事業により新たな都市空間を整備
・鉄道高架事業と土地区画整理事業を一体的に実施することと併せ、駅前広場を大胆に再編

・一般車が通行しない歩行者中心のトランジットモール化を実現

整備前

整備後

沼津市まちづくり政策課

（姫路市）

事業に併せて環状線を整備
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駅周辺の総合整備事業により新たな都市空間を整備

沼津市まちづくり政策課

（熊本市） ・鉄道高架事業や土地区画整理事業等を一体的に整備することで民間のマンションや集客施設等を誘発
・事業後に整備予定の駅前広場や高架下利用、在来線跡地の開発計画も進展

出典：熊本県資料
現在（平成26年12月）

事業実施前（平成９年）

公共空間の活用によるにぎわいづくり

【都市の顔となる拠点を大胆に歩行空間化】

ニューヨーク｜タイムズスクエア

ロンドン｜エキシビジョン・ロード

【公共交通と一体となった質の高い空間整備】

ポートランド

ストラスブール

世界中で都市間競争が激化する中、経済、社会、環境の観点から持続可能な人間中心の都市を

目指し、各都市で、既存の都市空間ストックを活用した大胆な空間再編を実施

沼津市まちづくり政策課
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公共空間の活用によるにぎわいづくり

沼津市まちづくり政策課

道路空間の活用（豊田市）

・「クルマ」中心の道路整備から「人」に重点をおき、環境に配慮

・「クルマ」と「人」の共生モデルとなる、ユニバーサルデザインによる「まちづくり」を推進

出典：国土交通省ホームページ

沼津市まちづくり政策課

公共空間の活用によるにぎわいづくり
道路空間の活用（札幌市、鳥取市）

出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

公民が連携した実験的な公共空間の活用

出典：国土交通省ホームページ

特例占用区域

任意協定

JR鳥取駅 特例占用物件
休憩施設（ﾃｰﾌﾞﾙ、ｲｽ）

占用物件(ｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪ、
広告板等)

今後の整備
予定箇所

協定区域

整備箇所

・にぎわいと魅力の創出
・美観維持
・駐輪対策の徹底

・日常的なにぎ
わいや街の魅
力を創出
・官民連携によ
る施設の維持
管理
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沼津市まちづくり政策課

公共空間の活用によるにぎわいづくり

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ出典：国土交通省ホームページ

道路空間の再編（松山市）

・２車線の車道を1車線に縮小
する歩行者優先の道路空間
の再配分、アーケードの撤去、
無電柱化などを併せて実施

沼津市まちづくり政策課

公共空間の活用によるにぎわいづくり
沼津駅周辺総合整備事業に伴い、沼津駅南口広場や（都）沼津駅沼津港線など既存
の公共空間についても再編の可能性
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沼津市まちづくり政策課

民間リノベーションによるにぎわいの再生（空き地）
中心市街地の活性化において、行政施策の多くが苦戦する中、民間リノベーションに

よるにぎわい再生の成功事例に注目が集まる

佐賀市 わいわいコンテナ

清水義次氏提供

広場整備により賑わいが創出され、民間による周辺の空き家等の改修・

建替が行われ、飲食・物販店がオープンするなど賑わいが街なかに波及

出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

整備後

沼津市まちづくり政策課

民間リノベーションによるにぎわいの再生（空き地）
低未利用地の利用促進（松山市）

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ出典：国土交通省ホームページ

低未利用の土地、建築物等の
利用の促進により都市再生の
効果を最大化
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沼津市まちづくり政策課

民間リノベーションによるにぎわいの再生（空き店舗）
北九州市 家守型リノベーションによるまちづくり

民間のリノベーションの取組みに行政投資が呼応し、賑わいが増大

清水義次氏提供

出典：北九州市産業経済局サービス産業政策課作成資料

健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン

国土交通省
健康・医療・福祉の
まちづくりの推進ガイドライン

沼津市まちづくり政策課

■多くの市民が自立的に、
また必要に応じて地域の支
援を得て、より活動的に暮
らせるまちづくり
■日常生活圏域等における
必要な機能(※)の確保や、
歩行空間、公共交通ネッ
トワークの充実等を一体的
に取り組む都市構造のコン
パクト化の推進

※①健康､②医療､③福祉､
④交流､⑤商業､⑥公共公益

【取組効果の事例】
（年間の医療費抑制効果）＝
歩行数の増加した住民数×１日
当たりの歩数増加量×０．０６１
円／歩×３６５日

出典：筑波大学 久野研究室
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沼津市まちづくり政策課

ここまでのまとめ

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

沼津駅周辺総合整備事業の推進

・新たな都市機能の導入と南北交通の円滑化

・歩行者や自転車の回遊性の向上

先進的に取り組む都市

・国内外の各都市で、既存の都市空間ストックを人間中心の空間へと再編する動き

・民間リノベーションにより、にぎわいの再生に成功した先進事例

本市における中心市街地の現状と既存ストックの活用

・低未利用地化や空き店舗数の増加によりまちの活力が低下傾向

・民間主導の公民連携型まちづくりや公共空間の利活用の取組

中心市街地周辺の地域資源の活用と連携

・中心市街地周辺の地域資源とのネットワークの形成による回遊性の向上

・歩行者動線だけではなく、道路や公共交通による連携の必要性

沼津市まちづくり政策課

既存計画における中心市街地の位置付け

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

都市の魅力向上による中心市街地の再生と拠点性の回復

・沼津駅周辺総合整備事業による都市機能の再編

・多様な都市機能の集約、再配置を図り、中心市街地の拠点性を回復

中心市街地に集積する施設の更新や既存ストックの利活用

・老朽化した都市機能の適切な更新

・民間投資や小規模な起業の支援により、既存ストックの利活用を推進

公共交通の充実と歩いて楽しいまちづくり

・公共交通を充実させて周辺からのアクセスを容易に

・狩野川や商店街の沿道等を中心に、歩いて楽しいまちづくりを推進

快適な居住空間の創出による、まちなか居住の促進

・医療、福祉、子育て支援など生活関連サービスの充実

・良好な景観やまちなみの誘導の推進

第２次沼津市都市計画マスタープラン（平成29年３月公表）
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沼津市まちづくり政策課

既存計画における中心市街地の位置付け

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

第２次沼津市都市計画マスタープラン（平成29年３月公表）

中心市街地まちづくり方針図

【整備・誘導方針】
①沼津駅周辺総合整備事業
を中心とした多面的な取組
②狩野川を活かした健康・文
化・交流機能の強化
③まちなか居住の促進

沼津市まちづくり政策課

既存計画における中心市街地の位置付け

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

沼津市中心市街地まちづくり計画（平成27年8月公表）

沼津駅

ﾌﾟﾗｻ
ｳﾞｪﾙﾃﾞ

ｲｰﾗde

ｲｼﾊﾞｼ
ﾌﾟﾗｻﾞ

町方町
通横町
再開発

鉄道高架事業

土地区画整
理事業

市民文化ｾ
ﾝﾀｰ

新市民
体育館

中央公
園

狩野川
階段堤

協働のまちづくり

都市機能と魅力の集積

狩野川
回
遊
動
線

川を活かした
まちづくり

・都市機能の再編集約
・商業・サービスのイノベーション
・建築物の更新・リノベーション
・新たな土地の活用検討

・狩野川を活かしたエリア形成
・地域資源の連携

・徒歩・自転車での安全な移動の確保
・楽しく歩ける仕掛けの配置

・良質な住宅供給、住宅取得支援
・住環境の整備
・生活関連サービスの充実
・まちなか暮らしのイメージ発信

・沼津駅のターミナル機能強化
・公共交通（バス）が往来
・利便性（本数・バス停）向上

公共交通の利便性向上

まちなか
居住の促進

回遊性の向上

・多様な主体によるまちづくり活動の促進・支援
・まちづくりの担い手の育成

基本方針の概念図
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沼津市まちづくり政策課

既存計画における中心市街地の位置付け

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

沼津市中心市街地まちづくり計画（平成27年8月公表）

(1)機能と魅力の集積による都市軸の強化
便利で楽しい暮らしを実現する都市機能
と都市の魅力を、中心市街地の骨格であ
る南北都市軸に集約し、軸上に複数の拠
点を配することで都市軸の強化と回遊性
の向上を図ります。

(2)沼津駅周辺総合整備事業の推進
鉄道高架事業、土地区画整理事業などか
らなる沼津駅周辺総合整備事業を着実に
推進し、都市機能の再編集約や南北市街
地の一体化を図るとともに、今後新たに
活用可能となる土地の活用方法を検討し
ます。

(3)健康・文化・交流ゾーンの形成
狩野川・中央公園周辺のにぎわいと、新
市民体育館などのスポーツ・健康づくり
の拠点、市民文化センター等が狩野川を
仲立ちとして有機的に連携する「健康・
文化・交流ゾーン」の形成を目指します。

(4)まちなか居住の誘導と支援
自然と都市が調和した恵まれた環境の下、
ライフスタイルに応じた質の高い暮らし
を実現できる環境を整えるとともに「沼
津のまちなか暮らし」のイメージを発信
し、まちなか居住を促進します。

主要な取組

沼津市まちづくり政策課

既存計画における中心市街地の位置付け

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

沼津市まちなか居住促進計画（平成27年8月公表）

まちなかの
将来像
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沼津市まちづくり政策課

既存計画における中心市街地の位置付け

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

沼津市まちなか居住促進計画（平成27年8月公表）

エリア区分

沼津市まちづくり政策課

既存計画における中心市街地の位置付け

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

沼津市まちなか居住促進計画（平成27年8月公表）

エリアごとの
将来像の例
（駅南口）

商業・業務機能と居住環境が複合した利便性が高く、訪れる人、住む人の交流が生まれる都市型居住

①場所

・沼津駅南口の商業業務地

②まちづくりのイメージ

・住む人、訪れる人、働く人等、

様々な主体による交流が行われる

まち

・気持よく歩ける歩行者空間整備や、

快適な居場所づくり

③居住者のイメージ

・都市的な暮らしを指向する夫婦世帯

・首都圏や静岡への通勤者世帯

・郊外部から移転してきた高齢者世帯

・まちなかへの通勤者 等
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沼津市まちづくり政策課

検討の方向性

清水義次氏提供
出典：WAIWAI CONTAINER PROJECT ホームページ

○ 沼津駅周辺総合整備事業の実施による
駅周辺の都市機能のあり方

○ 既存の空間ストックの有効活用

○ 周辺の地域資源の活用のあり方


