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快適で活力ある中心市街地の形成 ◎：新規　　○：一部新規
新規 予算額（千円）

◆鉄道高架化事業【推進課】 163,600
　県施行の鉄道高架事業に対する負担金に加え、関連交差道路の測量や
　鉄道跡地等の利用検討を行う。

◆鉄道施設移転事業【推進課】 992,400
　新車両基地用地や新貨物ターミナル用地の取得を行うほか、埋蔵文化財
　発掘調査を行う。

◎ ◆新貨物ターミナル土地収用関連事業費【推進課】 86,900
　鉄道高架事業を推進するため、土地収用法に基づく手続きを進めるため
　の土地・物件調書の作成などを行う。

◎ ◆ 中心市街地まちづくり戦略事業【まちづくり政策課】 31,430
　沼津駅周辺エリアや駅前広場などの将来像について、市民意見の聴取や
　社会実験を実施し、沼津市中心市街地まちづくりの戦略を示す。

○ ◆ まちなかにぎわい創出事業【商工振興課】 29,900
　中心市街地の魅力向上を図るため、まちのにぎわいづくりに取り組む団
　体等への支援をはじめ、中央公園や狩野川等の観光スポットや自然資
　源の相互連携・活用を通じ、中心市街地のにぎわいを創出する。
　　【新規】日本商工会議所青年部 全国大会開催支援
　　【新規】沼津中央通り商店会 街路灯改修支援

○ ◆ 自転車・歩行者ネットワーク整備事業【道路建設課】 66,470
　「沼津市自転車ネットワーク計画」に基づき、安全で快適な自転車通行空
　間の整備を進めるとともに、港大橋天神洞線の黒瀬橋のアンダーパス化
　の実現に向けて国と調整するなど、より一層の回遊性や安全性の向上を
　図る。
　　【新規】黒瀬橋アンダーパス　詳細設計

◆ リノベーションまちづくり推進事業【まちづくり政策課】 19,100
　これまでのリノベーションまちづくりの実績を活かし、民間が行うまちづくり
　活動を支援するとともに、街路整備や公共空間の利活用に関する設計業
　務委託を行う。

◎ ◆ 原・浮島地区まちづくり研究事業【政策企画課】（市長戦略室） 1,000
　貴重な歴史・文化を有するとともに、都市基盤整備が進み、今後の地域活
　性化が期待される原・浮島地区における物流拠点化等のまちづくりに係る
　研究を行う。

○ ◆ 沼津南一色線道路改良事業【道路建設課】 10,070
　道路と古墳を含む周辺までを一体的な空間として設計し、質の高い整備を
　行うことで、良好な景観の形成を図る。
　　 【新規】優れた設計案（デザイン等）を選定するための道路デザインの
　　　　　　　コンペ実施等に係る経費

※（　）内の課名は30年度現在の担当課

事業名及び事業内容

◆鉄道高架化関連事業【沼津駅周辺整備部】
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体系的な交通網の整備 ◎：新規　　○：一部新規
新規 予算額（千円）

○ ◆ 道路新設改良事業【道路建設課】 428,000
　「AOI－PARC」と駿河湾沼津スマートインターチェンジのアクセス道路な
　ど、幹線道路と生活道路の整備を行い、安全性や交通機能の向上を図
  る。
 【新規】「AOI－PARC」と駿河湾沼津スマートインターチェンジのアクセス
　　　　　道路の改良工事に着手

300

公共交通の活性化 ◎：新規　　○：一部新規
新規 予算額（千円）

〇 ◆ 公共交通活性化事業【まちづくり政策課】 29,700
　市民、交通事業者などとともに、本市の公共交通の課題を踏まえ、一体的
　・自立的で持続可能な公共交通ネットワークの実現を目指し「地域公共交
　通網形成計画」を策定する。
　　【新規】地域公共交通網形成計画策定

○ ◆ 新たな公共交通推進事業【まちづくり政策課】 17,300
　既存の交通システムにとらわれない、誰もが使いやすい公共交通のあり方
　について研究を進め、本市の公共交通の利便性向上、利用促進を図る。
　　【新規】EVバス車両導入費に対する補助
　　【新規】沼津市バス路線マップ作成
　　【新規】バス位置情報提供サービス活用に対する補助

300

産業振興 ◎：新規　　○：一部新規
新規 予算額（千円）

○ ◆ 企業立地促進事業【商工振興課】 41,871
　本市産業振興や雇用の創出を図るため、企業の設備投資などに対して
　助成するとともに、企業誘致に向けた工業用地の開発調査を実施する。
　　【新規】工業用地開発調査

○ ◆ 起業創業支援事業【商工振興課】 13,093
　起業を志す市民等や起業して間もない経営者などを支援し、起業者の
　増加及び継続的な事業活動の取り組みを推進するとともに、高校生を
　対象に起業意識の醸成を図る。
　　【新規】チャレンジオフィス推進業務
　　【新規】沼津の未来を担う高校生育成プロジェクト業務

○ ◆ 沼津しごと応援事業【商工振興課】 8,677
　本市独自の就職支援サイトを運営し、市内中小企業へのU・I・Jターン就職
　を促進するとともに、各種セミナーや合同就職面接会を開催する。
　　【新規】沼津しごと応援サイト改修

○ ◆ 奨学金返還支援事業【商工振興課】 1,386
　本市中小企業への就職と本市への定住を促進するため、奨学金の貸与を
　受けていた大学生等が、市内中小企業に就職し、市内に居住した場合、そ
　の返還金の一部を助成する。
　　【新規】返還金助成開始

事業名及び事業内容

事業名及び事業内容

事業名及び事業内容



魅力と活力にあふれ、にぎわいに満ちたまち

13

※（　）内の課名は30年度現在の担当課

産業振興 ◎：新規　　○：一部新規
新規 予算額（千円）

○ ◆地産地消総合推進事業【農林農地課】 3,900
　安全・安心な食生活の実現、さらには本市農業に対する理解を深めていた
　だくため、地産地消を推進し、その定着を図る。
　　【新規】地産地消チャレンジ事業
　　　　　　（高校生による地産地消メニューコンテスト）

○ ◆深海魚を活用した地域産業活性化事業【水産海浜課】 2,940
　戸田地区固有の地域資源である深海魚に着目し、顕在化させるとともに効
　果的な活用をすることで地域水産業の活性化を図る。
　　【新規】深海魚地産地消促進ＰＲ

◎ ◆ プレミアム付商品券発行事業【商工振興課】 1,000,000
　消費税増税に伴う、低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和す
　るとともに、地域における消費を喚起するため、プレミアム付商品券を発
　行する。

人々が訪れたくなるまち ◎：新規　　○：一部新規
新規 予算額（千円）

○ ◆ シティプロモーション推進事業【観光戦略課】 13,962
　地域資源のブランディング、都市的イメージの発信など戦略的なシティプロ
　モーションを行う。
　　【新規】シティプロモーション動画制作
　　【新規】ロケーションライブラリー制作

○ ◆ 沼津の魅力満喫事業【観光戦略課】 20,850
　戦略的な観光セールスを行うためにポータルサイトの充実などにより本市
　の魅力を発信する。
　　【新規】首都圏向け広報・営業業務
　　【新規】沼津の魅力発信エージェントセールスサイト制作
　　【新規】宮内庁所蔵馬車展示

◎ ◆ メディア広報推進経費【広報課】（広報広聴課） 18,400
　FacebookやLINEなどのSNSを積極的に活用し、情報を発信するとともに、
　市公式ホームページ等による情報発信のあり方等について検討を行い、
　メディア広報を戦略的に推進する。

○ ◆ 外国人受入環境整備事業【観光戦略課】 3,640
　公衆WiFiの維持管理や多言語情報サイトの情報更新など、インバウンド対
　応を含めた観光客拡大を図るための受入環境の整備を進めるとともに、
　海外向けの情報発信を強化する。

　　【新規】海外ユーザー向けＳＮＳ管理運営

事業名及び事業内容

事業名及び事業内容

◆地産地消関連事業
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※（　）内の課名は30年度現在の担当課

人々が訪れたくなるまち ◎：新規　　○：一部新規
新規 予算額（千円）

○ ◆ 深海魚を活用した地域産業活性化事業【水産海浜課】（再掲） 2,940
　戸田地区固有の地域資源である深海魚に着目し、顕在化させるとともに効
　果的な活用をすることで地域水産業の活性化を図る。
　　【新規】深海魚地産地消促進ＰＲ

◎ ◆ 沼津港にぎわい創出事業【水産海浜課】 1,500
　「夜の沼津港」という地域資源を活かし、昼間の観光地としてだけでなく、市
　民等が親しめるスポットとなるようイベントを実施し、更なるにぎわいの創
　出を図る。

◎ ◆ 移住就業支援事業【政策企画課】 22,200
　国・県と協力し、首都圏から移住して中小企業に就業する者へ支援金を交
付することにより、人口減少や企業の人手不足の改善を図る。

○ ◆ 観光施設管理運営経費【観光戦略課】 5,489
　大瀬地区に訪れた観光客が快適に過ごせるよう、大瀬第一・第二トイレの
　改修を行う。
　　【新規】大瀬第一・第二公衆便所洋式化他改修工事

にぎわいあふれるスポーツのまち ◎：新規　　○：一部新規
新規 予算額（千円）

○ ◆ スポーツ観光推進事業【ｽﾎﾟｰﾂ交流推進課】（ｽﾎﾟｰﾂ交流推進室） 21,059
　スポーツツーリズムによる交流人口や宿泊者数の拡大を図るため、各種
　スポーツイベントや東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿の誘致
　を進める。
　　【新規】日本フェンシング協会と連携した金メダリスト育成
　　【新規】フェンシングピストの購入

○ ◆ 魅せるスポーツ推進事業【スポーツ振興課】 2,622
　本市にゆかりのあるトップアスリートを講師として招聘し、ジュニア世代を
　対象とした各種スポーツ教室を行う。
　　【新規】大学と連携し、各種体験活動を実施。

○ ◆ 支えるスポーツ推進事業【スポーツ振興課】 393
　地域で活躍する指導者、スポーツを支えるボランティアの育成を行う。
　　【新規】大学と連携し、研修会を実施。

○ ◆ 沼津サイクルツーリズム推進事業【ｽﾎﾟｰﾂ交流推進課】（ｽﾎﾟｰﾂ交流推進室） 12,470
　広域的な観光経済の活性化及び来訪者の回遊性向上、自転車を通じた
　交流人口の拡大を図るため、サイクリストの受け入れ環境整備やイベン
　トを開催する。
　　【新規】旧静浦東小スキルパーク整備

事業名及び事業内容

事業名及び事業内容
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※（　）内の課名は30年度現在の担当課

にぎわいあふれるスポーツのまち ◎：新規　　○：一部新規
新規 予算額（千円）

○ ◆ アスルクラロ沼津ﾎｰﾑﾀｳﾝ推進事業【ｽﾎﾟｰﾂ交流推進課】（ｽﾎﾟｰﾂ交流推進室） 8,735
　スポーツを通じた活気あるまちづくりを推進するため、Ｊ３アスルクラロ沼
　津への支援を継続するとともに、「静岡県東部地域サッカースタジアム構
　想連絡会」を通じ関係団体とともに支援を行う。
　　【新規】ホームスタジアムあり方調査

○ ◆ 香陵公園周辺整備事業【香陵公園周辺整備室】 48,200
　ＰＦＩ手法による新市民体育館建設等の事業実施に向け、事業者の募集及
　び契約締結を行う。また、計画地内の埋蔵文化財調査を行う。
　　【新規】香陵公園周辺整備ＰＦＩ事業（債務負担行為限度額：130億円）

歴史・文化・伝統の顕在化 ◎：新規　　○：一部新規
新規 予算額（千円）

○ ◆御用邸記念公園保存活用事業【緑地公園課】 1,500
　新元号施行に伴い、皇室にゆかりの深い沼津御用邸記念公園において、
　新元号の施行を記念する事業を行う。
　　【新規】新元号施行記念事業

○ ◆沼津の魅力満喫事業【観光戦略課】（再掲） 2,398
　御用邸記念公園において、宮内庁所蔵の馬車を借り受け展示する。
　　【新規】宮内庁所蔵馬車展示

○ ◆なぎさクリーン事業【水産海浜課】 1,200
　清潔で快適な「なぎさ」を確保するため、漂着物流木等の処理等を行う。
　平成31年度は、新元号施行記念事業として、市民参加の清掃イベントを開
　催する。
　　【新規】市民参加島郷海岸清掃イベント

事業名及び事業内容

事業名及び事業内容

◆新元号施行記念関連事業
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※（　）内の課名は30年度現在の担当課

歴史・文化・伝統の顕在化 ◎：新規　　○：一部新規
新規 予算額（千円）

○ ◆ 史跡等保全整備事業【文化振興課】 311,820
　歴史的地域資源の整備・保存・管理を適正に行うとともに、歴史的な背景
　の整理や時系列ごとの見せ方などを工夫する。
　　(1)長浜城保存活用事業 3,240
  　     適切な維持管理とともに、イベントでの現地説明、出前講座、観光ボ
  　     ランティアガイド育成への協力などを進める。
　　(2)興国寺城跡保存整備事業 18,460
 　      北条早雲没後500年にあたるため、シンポジウムを開催するなど、
         興国寺城跡の啓発に努める。
　　(3)戸田松城邸保存修復事業 269,800
 　      平成34年度の本公開に向けた、設計監理及び建物の組立工事
　　(4)帯笑園保存活用事業 8,030
     　  地元と連携しながら、案内業務やイベント開催を実施する。

　　(5)高尾山古墳保存整備事業 4,800
　       国の史跡指定に向けて、適切な維持管理を図るとともに啓発に
　　　   努める。
         【新規】出土遺物レプリカ作成
　　(6)大瀬崎ビャクシン樹林保存活用事業 7,490
　       地元の保存会などと協力しながら、地域の宝としての活用を図る。
　       【新規】保存活用計画策定に向けた調査を実施

◆ 白隠のみち整備事業【市街地整備課】 28,400
　白隠禅師に由来する歴史的資源を活用した快適な歩行空間・沿道景観を
　創出するため、道路工事や案内看板設置などの整備を行う。

◎ ◆ 伝統文化体験事業【文化振興課】 749
　文化芸術団体と連携・協力を図り、北条早雲ゆかりの歴史資源を活用し
  て伝統文化に触れる機会を提供する。

○ ◆ 文化財活用推進事業【文化振興課】 5,600
　これまでの文化財資源を総合し、学校教育等に活用できるよう資料作成
  を行うとともに、文化財に直接触れ合うことのできるイベント などを開催
  する。

　　【新規】遺跡地図管理システム更新
　　【新規】展示室パンフレット作製及び文化財通信発行

○ ◆ 戸田造船郷土資料博物館管理運営費【文化振興課】 13,452
　戸田造船郷土資料博物館の維持管理及び運営に係る経費
　　【新規】開館50周年記念行事開催

○ ◆ 図書館資料整備事業【図書館】 41,000
　図書資料を収集・整理し適切に管理するとともに、貴重な郷土資料を
  収集・保存する。

　　【新規】当市ゆかりの旧家に関する郷土資料購入

事業名及び事業内容
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