
3

2. 上位計画及び関連計画

自転車ネットワーク計画に関わる本市の上位計画及び関連計画は、以下のとおりである。

表 2-1 上位計画及び関連計画

分野 計画名 策定年月 

総合計画 第 4 次沼津市総合計画 平成 23 年 3 月 

都市計画 
第 2 次沼津市都市計画マスタープラン 平成 29 年 3 月

沼津市中心市街地まちづくり計画 平成 27 年 8 月 

交通安全 第 10 次沼津市交通安全計画 平成 28 年 3 月 

福祉 第 3 次沼津市地域福祉計画 平成 28 年 3 月 

健康 沼津市健康増進計画 平成 23 年 3 月 

スポーツ 沼津市スポーツ推進基本計画 平成 26 年 3 月 

観光 
沼津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 平成 27 年 10 月 

沼津市観光振興ビジョン 平成 18 年 3 月 

環境 沼津市環境基本計画 平成 28 年 3 月 
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2.1.総合計画

第４次沼津市総合計画（平成 23 年 3 月）

【まちづくりの方針】

1.環境にやさしく、安全・安心を実感できるまち

自然や環境を保全しながら活用するとともに、災害等に強く、快適に暮らせるまちづ

くりを進めます。 

① 環境にやさしいまち

② 安全・安心で快適に暮らせるまち

《重点推進事業》

 ・地震津波対策の強化 ・環境との共生 ・水道水の安定供給

2.元気で生き生きと暮らせるまち

誰もが潤いと安らぎを感じ、いつまでも元気でいきいきと暮らせるまちづくりを進め

ます。 

① 暖かさに満ちた親切なまち

② 夢ある人を育てるまち

③ 生涯生き生き暮らせるまち

④ 心の通う支え合いのまち

《重点推進事業》

 ・地域の拠点づくり ・子育て環境の充実 ・スポーツ環境の整備

3.魅力と活力にあふれ、にぎわいに満ちたまち

市民一人ひとりがここに住む喜びと誇りを抱き、市民自らが沼津の持つすばらしさを

広め、誰もが住みたい、訪れたいと思う、魅力と活力にあふれ、にぎわいに満ちたまちづ

くりを進めます。 

① 魅力のあるにぎわいのまち

② 活力あふれるまち

③ 静岡県東部地域を牽引するまち

《重点推進事業》

 ・沼津魅力発信 ・沼津駅周辺の総合整備 ・中心市街地の活性化

 ・医療関係産業等の振興                 

出典：第４次沼津市総合計画

○2020年（平成32年）を目標年次に、沼津市の将来の都市像と、それを実現するためのま

ちづくりの方針を示す基本構想、基本構想に基づき、様々な施策を示す基本計画、および各

施策を具現化するための主要事業を明らかにする推進計画（前期：2011～2015年、後期：

2016～2020年）から構成される。 

○沼津市の将来都市像を『人と環境を大切にする 県東部広域拠点都市・沼津』と定め、それ

を実現するためのまちづくりの方針として「環境にやさしく、安全・安心を実感できるま

ち」、「元気で生き生きと暮らせるまち」、「魅力と活力にあふれ、にぎわいに満ちたまち」を

掲げ、関連施策を重点的に取り組むこととしている。 
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2.2.都市計画

第２次沼津市都市計画マスタープラン（平成 29 年 3 月）

図 2-1 都市計画マスタープランにおける軸・拠点

出典：第２次沼津市都市計画マスタープラン

○第2次計画では、都市の活力を高めていくため、多様な地域の多様な地域特性に応じ、都

市機能の適切な集約や居住環境の向上を図る「拠点」や、拠点をつなぐことにより魅力を

高め、まちの交流を活性化させる「軸」を位置づけている。 

将来都市構造 
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沼津市中心市街地まちづくり計画（平成 27 年 8 月）

【基本方針】 

１．都市機能と魅力の集積  ４．回遊性の向上 

２．川を活かしたまちづくり  ５．公共交通の利便性向上 

３．まちなか居住の促進   ６．協働のまちづくり 

図 2-2 基本方針の概念図

出典：沼津市中心市街地まちづくり計画

○中心市街地の基本理念を『行きたくなる、暮らしたくなる、誇りたくなるまち』とし、その

実現のための６項目の基本方針を定めている。 

○中心市街地内の回遊性を向上させるため、「自転車」は環境にやさしい交通手段として、移

動しやすい環境整備が検討されている。 
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【基本方針：回遊性の向上（抜粋）】

・南北市街地の一体化をはじめ、中心市街地内を徒歩や自転車で安全かつスムーズに移

動できる環境を整えます。

・環境に優しい交通手段として自転車の利用を促進するため、通行帯や駐輪場の整備、

シェアサイクルの導入等を図ります。

【主な取り組み：自転車に関する事項】

・機能と魅力の集積による都市軸の強化：エリアマネジメントと移動の円滑化（抜粋）

  段差がなく広い歩道や専用通行帯など、徒歩や自転車で移動しやすい環境を整える

とともに、都市軸上を往来する公共交通の路線・運行頻度の強化を図るなど、中心市街

地へのアクセス向上と中心市街地からの移動の円滑化を推進します。

【将来のまちのイメージ：自転車に関する事項】

・多様な楽しみ方ができるまち：スポーツ、健康づくりの拠点形成

健康・体力の向上や維持により、誰もが生き生きとした暮らしを実現できるよう、ウ

ォーキング・ジョギング・サイクリング等に活用されている狩野川沿岸や中央公園、新

たに建設する市民体育館を拠点として、気軽にスポーツや健康づくりに親しむことが

できる機会の創出に努めます。

・歩いて楽しい回遊性の高いまち①：自転車利用の促進

自転車は、徒歩と同様手軽で環境に優しく、近距離の移動には利便性の高い交通手段

です。

走行・駐輪など自転車の利用環境を向上し、自転車で来やすく、移動しやすい中心市

街地を構築します。

また、眺望に優れた狩野川 View Line などを活用し、スポーツや観光を目的とした

自転車利用の促進を図ります。

（想定される取り組み）

・自転車通行帯の整備   ・コミュニティサイクル導入事業

・レンタサイクルの利便性向上   ・駐輪スポットの整備

・サイクルステーションの運営   ・自転車の安全利用の啓発活動

・歩いて楽しい回遊性の高いまち②：ユニバーサルデザインの推進

歩きやすい歩道や広幅員の歩道整備、立体横断施設の見直しなど、ユニバーサルデザ

インの視点に立って歩行環境や自転車利用環境の改善を図り、安全で快適な、すべて

の人にとって利用しやすいまちづくりを推進します。

出典：沼津市中心市街地まちづくり計画
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2.3.交通安全

第 10 次沼津市交通安全計画（平成 28 年 3 月）

【重点的に対応すべき対象】

 ①高齢者と子どもの安全確保 

 ②歩行者と自転車の安全確保

 ③生活道路及び幹線道路における安全確保

【取り組み】 － (5)自転車利用環境の総合的整備

クリーンかつエネルギー効率の高い持続可能な都市内交通体系の実現に向け、通勤・通学・

買物などへの手軽で便利な交通手段として、自転車の役割と位置付けを明確にし、乗用車から

自転車への転換を図る総合的な自転車利用策を推進し、また、歩行者と自転車の事故を減らす

ため、自転車は車両であるとの原則の下、自転車道や自転車専用通行帯、自転車の通行位置を

示した道路等の自転車通行空間ネットワークの整備により、自転車利用環境の総合的な整備を

推進する。また、駐車対策としては、自転車駐車秩序を確立し、良好な生活環境の確保等を図

るため、自転車利用者に対し啓発を行うとともに、計画的な自転車駐車場等の整備など、総合

的な自転車駐車対策を推進する。

ア 安全で快適な自転車利用環境の整備

都市構造に応じた都市交通としての自転車の役割と位置付けを明確にしつつ、自転車を歩行

者、自動車と並ぶ交通手段の一つとして、安全かつ円滑に利用できる自転車通行空間をネット

ワークとして整備する等、総合的な自転車利用環境を整備する必要がある。このため、自転車

や歩行者、自動車の交通量に応じて歩行者、自動車とも分離された自転車道及び自転車専用通

行帯等の指定などの交通規制を関係機関が連携して推進する。

イ 自転車駐車環境の整備

(ｱ) 自転車駐車場整備の推進

自転車の駐車スペースを確保し、安全で安心して利用できるよう自転車駐車場の利用環境

の改善を図る。

(ｲ) 放置自転車規制の強化・指導

放置自転車対策として沼津市自転車等放置禁止条例に基づき放置禁止の指導を行い、放置

自転車等の整理・撤去等の推進を図る。

(ｳ) 自転車利用者に対する啓発

歩道や視覚障害者誘導用ブロック上への自転車の駐車は、歩行者の移動の障害となるばか

りでなく、車椅子利用者や視覚障害者の生命・身体の安全を阻害する危険な行為となる。

自転車の放置による事故の誘発を防止する観点からも、自転車利用者の駐車マナーの向上を

図るため、行政及び関係団体による積極的な啓発を推進する。

また、自転車運転中の携帯電話操作や傘差し運転の禁止等が徹底されるよう広報を充実す

る。バリアフリー法に基づき、市が定める重点整備地区内における生活関連経路を構成する

道路においては、高齢者、障害者等の移動の円滑化に資するため、違法駐車を防止する取組

及び自転車駐車場等の整備を重点的に推進する。

出典：第１０次沼津市交通安全計画

○道路交通事故のない社会を目指し、道路交通の安全について、平成32年末までに交通事故

発生件数を1,700件以下にすることを目標としている。 

○同計画では施策の一つに「自転車利用環境の総合的整備」を掲げており、自転車利用環境・

駐車対策の面からの方策を講じることとしている。 
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2.4. 福祉

第３次沼津市地域福祉計画（平成 28 年 3 月）

出典：第３次沼津市地域福祉計画

○沼津市における地域福祉を取り巻く状況、これまでの地域福祉の推進に関する取り組みを

踏まえ、『誰もが元気でいきいき暮らせるまち沼津』を基本目標に掲げ、４つの柱からなる

計画の体系を掲げ施策を展開している。 
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2.5.健康

沼津市健康増進計画（平成 23 年 3 月）

出典：沼津市健康増進計画

図 2-3 沼津市健康増進計画の体系図

○市民一人ひとりが健康的な生活習慣を身につけ、健康寿命を延ばせるよう、市民、行政、

事業者等が協働して健康づくり活動の推進を図ることを目的に、その行動計画として策定

されたものである。 

標準体重を知り、維持するための食生活の支援

栄養バランスのとれた食事についての知識の普及

朝食の重要性の普及啓発

食生活改善のための支援

運動のきっかけづくりの提供と運動継続のための支援

運動に関する情報の発信と知識の普及啓発

こころの相談体制の充実

相談員の資質の向上

こころの健康に関する知識の普及啓発

児童虐待防止にかかる支援体制の強化

禁煙支援サポート体制の実施

受動喫煙防止対策の推進

たばこやアルコールが健康に及ぼす影響についての知識を普及

未成年者喫煙防止対策の推進

むし歯・歯周病予防についての知識の普及

正しい口腔ケアの普及

定期的な歯の健診のすすめ

８０２０運動の推進

健康づくりに関する知識の普及

健康診査の受診体制の整備

メタボリックシンドロームや生活習慣病該当者を減少させるための支援

生活機能低下の早期発見と介護予防

健康づくりに関する地域活動の充実

地域において活動する人材の育成及び活用

沼津の自然環境などを利用した健康づくり活動の普及

健康情報提供サービスの整備

 健 康 管 理
 (各種健診・

　健康度測定等）

た ば こ・
アルコール

歯 ・
口の健康

身近な健康づくり環境の整
備を推進します！

むし歯・歯周病を予防し、
８０２０運動をすすめていき
ます！

健康への意識を高め、健
康管理に努めていくことを
すすめていきます！

喫煙者の減少と受動喫煙
防止、適切な飲酒をすすめ
ていきます！

健康づくり
環境の整備

十分な睡眠やストレス発散
などの重要性を伝え、ここ
ろのゆとりが持てるよう支
援していきます！

日頃から、からだを動かす
習慣づくりを支援していき
ます！

休   養 ・
こころの健康

運     動

施　策

栄養バランスのとれた、規
則正しい食生活をすすめて
いきます！

方 向 性領　域

食  生  活

　　　　　１　一次予防を重視した領域ごとの健康づくり
　　　　　２　市民主体の健康づくり
　　　　　３　市民・家庭・地域・学校・職場・行政等が連携した健康づくり

　　生涯健康！　笑顔で暮らせるまち　ぬまづ
基本理念

基本方針
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2.6.スポーツ

沼津市スポーツ推進計画（平成 26 年 3 月）

【基本理念】 

するスポーツ・みるスポーツ・ささえるスポーツ 

～ 市民ひとり １スポーツの推進 ～ 

【基本方針】 

１．生涯スポーツの推進 

①ライフステージ等に応じたスポーツ活動の推進 

②地域スポーツ活動の推進 

③競技スポーツの推進 

２．スポーツ環境の整備 

①新市民体育館の整備 

②既存施設の機能強化と活用促進 

③総合型地域スポーツクラブの育成 

３．スポーツ活動を支える仕組みの充実 

①スポーツ活動を支える人材の育成・活用 

②スポーツに関する情報提供体制の充実 

③関係機関・団体との連携強化 

出典： 沼津市スポーツ推進計画

○国や静岡県のスポーツ振興に係る計画改定及び市民のニーズの変化などを踏まえて、子ど

もから高齢者まで、市民一人ひとりが生涯にわたってスポーツに親しむことができる環境

を実現できるよう策定されたものである。 
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2.7.観光

沼津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（平成 27 年 10 月）

【将来のまちの姿】 

都市的魅力と自分らしい生活を楽しめる“ぬまづ暮らし”の実現 

【基本目標】 

１．沼津市における安定した雇用を創出する 

２．沼津への新しいひとの流れをつくる 

３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

４．時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する

2-3 観光資源を最大限活用した交流人口の拡大 

2-3-⑭ サイクリストフレンドリーエリアの創造 政策企画課 

2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催を背景に、伊豆半島における自転車への注目度が高まる中、自

転車を利用した本市での新しい楽しみ方を発信することにより観光交流客数の増加を図るため、舟運を活用するな

ど既存の観光資源と自転車を組み合わせた観光コンテンツの開発、地域のおもてなし意識の醸成、交流拠点となる

施設の整備等を行う。 

自転車の周遊範囲の広さを踏まえ、近隣市町と連携して取り組みを進めることにより、観光交流客数の増加への

相乗効果を狙う。 

取組内容 

●観光資源を活用したサイクルイベントの開催 ●舟運を活用するなど海とサイクルをつなぐ観光プランの提案 

●地域のおもてなし意識向上に向けた企画の実施 ●地域と観光客との交流拠点となる施設の整備 ●サイクリス

トに応じた推奨コースの設定 ●サイクリストの利便性向上に向けた環境整備 

数値目標 基準値（H26） KPI（重要業績評価指標 H31） 

観光交流客数 381 万 5千人 500 万人 

出典：沼津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

○「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国の地域再生・地方創生への動向や県の人口ビジ

ョン・総合戦略を考慮しつつ、産官学金等の有識者で構成する総合計画審議会の審議や市

民や関係団体へのヒアリング、パブリックコメント等、幅広く意見を伺い、策定されたも

のである。 

○まち・ひと・しごと総合戦略では、将来のまちの姿を『都市的魅力と自分らしい生活を楽

しめる“ぬまづ暮らし”の実現』と定め、４つの基本目標を設定している。 

○自転車に関しては、基本目標 2「沼津への新しいひとの流れをつくる」における施策の基

本的方向性「観光資源を最大限活用した交流人口の拡大」の中で、“サイクリストフレンド

リーエリアの創造”が示されている。 

○自転車と既存の観光資源を組み合わせた様々な施策が検討されている。 
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観光振興ビジョン（平成 18 年 3 月）

図 2-4 ビジョンが目標とする人・情報・モノの流れ

出典：沼津市観光振興ビジョン

【目指すべき姿】-基本計画 

１．魅せます沼津・東部・伊豆 

A) 観光都市のブランド創出 

B) 沼津から県東部・伊豆地域への流れの創出 

C) 県東部・伊豆地域から沼津への流れの創出 

２．魅せます沼津で海の幸 

D) 海山の幸と食の充実  E) 加工・特産品の充実 

F) 食のイベント・情報提供 

３．魅せます沼津で海遊空間 

G) 海遊空間の楽しみ創出  H) 海山の体験型観光の充実 

I) イベント・コンベンションによる交流拡大 

４．魅せます沼津で海と富士山 

J) 景観スポット整備   K) 環境の保全と向上 

L) 歴史・文学資源の保全と活用 

５．魅せます沼津でおもてなし 

M) 快適観光への環境整備  N) もてなしの心を育てる 

○観光の潜在力を生かし、観光振興を経済の活性化や市民と観光客のふれあいの場を創出す

るようなまちづくりを進めるため、『県東部・伊豆地域の観光交流の核・沼津』を目標に策

定されたものである。 
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2.8.環境

沼津市環境基本計画（平成 28 年 3 月）

出典：沼津市環境基本計画 

図 2-5 沼津市環境基本計画の体系図

○沼津市が低炭素社会や循環型社会及び自然共生社会の実現を目指し、市民・事業者・市が

一体となって取り組みを進めていくうえでの指針である。 

〇生活環境分野「自転車の利用促進」及び都市環境分野「道路・自転車道の整備」において、

自転車が利用しやすい道路整備を進めるとともに、ＪＲ駅の周辺や地域の中心となるバス

停留所などに駐車場を整備する取り組みが掲げられている。 
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2.9.まとめ

以上で整理した上位・関連計画について、基本方針・目標等、自転車に関する取組・目

標に加え、本計画の策定を検討する上での調整事項（基本方針・目標、対象エリアの設

定）について、次ページにまとめる。
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表 2-2 上位・関連計画のまとめ

計画名 
計画への記載内容 本計画を検討する上での調整事項 

基本方針・目標等 自転車に関する取組・目標 基本方針・目標 対象エリアの設定 

総合 
第 4次沼津市総合計画 

（平成 23年 3月） 

【まちの将来像】 
人と環境を大切にする県東部広域拠点都市 
【まちづくりの方針】 
1.環境にやさしく、安全・安心を実感できるまち 
2.元気で生き生きと暮らせるまち 
3.魅力と活力にあふれ、にぎわいに満ちたまち 

（なし） （特になし） （特になし） 

都市計画 

第 2次沼津市都市計画マスタ

ープラン（平成 29年 3月） 

【将来都市構造】 
都市機能の適切な集約や居住環境の向上を図る「拠点」
や、拠点をつなぐことにより魅力を高め、まちの交流を活
性化させる「軸」を位置づけ 

（なし） （特になし） 
・「拠点」や「軸」と自転車ネットワークエリア 
との整合 

沼津市中心市街地まちづくり

計画（平成 27年 8月） 

【基本理念】 
行きたくなる、暮らしたくなる、誇りたくなるまち 
【基本方針】 
1.都市機能と魅力の集積 
2.川を活かしたまちづくり 
3.まちなか居住の促進 
4.回遊性の向上 
5.公共交通の利便性向上 
6.協働のまちづくり 

【取組】 
自転車利用の促進 
※想定される取組：自転車通行帯の整備、コミュニティサイクルの導入、
レンタサイクルの利便性向上、駐輪スポットの整備、サイクルステーショ
ンの運営、自転車の安全利用の啓発活動 

・自転車に期待されている役割である「自転車利 
用の促進による中心市街地の回遊性向上」を、 
本計画の基本方針・目標でどのように反映する 
か 

・「中心市街地の範囲」と自転車ネットワー 
クエリアとの整合 
※中心市街地の範囲は沼津駅を中心とし 
た概ね半径 1km エリア 

交通安全 
第 10 次沼津市交通安全計画

（平成 28年 3月） 

【目標値】平成 32 年末までに交通事故発生件数を 1,700
件以下にする（平成 27 年は 1,950 件） 
【重点的に対応すべき対象】 
① 高齢者と子どもの安全確保 
② 歩行者と自転車の安全確保 
③ 生活道路及び幹線道路における安全確保 

【取組】 
自転車利用環境の総合的整備 
ｱ 安全で快適な自転車利用環境の整備 
 （自転車通行空間ネットワークの整備等） 
ｲ 自転車駐車環境の整備 

・自転車に期待されている役割である「自転車利 
用環境の総合的整備による交通事故発生件数 
の削減」を本計画の基本方針・目標でどのように 
反映するか（目標値の設定を含む） 

・自転車事故が多いエリアと自転車ネットワ 
ークエリアとの整合 
・「歩行者と自転車交通量が多いエリア」と 
自転車ネットワークエリアとの整合 

福祉 
第 3 次沼津市地域福祉計画

（平成 28年 3月） 

【基本目標】 
「誰もが元気でいきいき暮らせるまち沼津」 
【基本方針（抜粋）】 
4.安心、快適な生活環境の確保  

（なし） （特になし） （特になし） 

健康 
沼津市健康増進計画 

（平成 23年 3月） 

【基本理念】 
「生涯健康！笑顔で暮らせるまち ぬまづ」 
【領域：運動】 
日頃から、身体を動かす習慣づくりを支援していく 

（なし） （特になし） （特になし） 

スポーツ 
沼津市スポーツ推進基本計画

（平成 26年 3月） 

【基本理念】 
するスポーツ・みるスポーツ・ささえるスポーツ 
～ 市民ひとり １スポーツの推進 ～  （なし） （特になし） （特になし） 

観光 

沼津市まち・ひと・しごと創生 

人口ビジョン 

（平成 27年 10 月） 

【基本目標（抜粋）】 
２．沼津への新しいひとの流れをつくる 
【目標】 
観光交流客数を 381 万 5 千人（H26）から 500 万人（H31）
に増加 

【取組】サイクリストフレンドリーエリアの創造 
・観光資源を活用したサイクルイベントの開催 
・舟運を活用するなど海とサイクルをつなぐ観光プランの提案 
・地域のおもてなし意識向上に向けた企画の実施 
・地域と観光客との交流拠点となる施設の整備 
・サイクリストに応じた推奨コースの設定 
・サイクリストの利便性向上に向けた環境整備 
※近隣市町と連携して取組を進める 

・自転車に期待されている役割である「サイクリス 
トフレンドリーエリアの創造」による観光交流客数 
の増加を、本計画の基本方針・目標でどのように 
反映するか 

・「サイクリストフレンドリーエリア（サイクル 
イベント・観光プラン・交流拠点・推奨コース 
等の事業エリア）」と自転車ネットワークエリ 
アとの整合（近隣市町との連携を含む） 

観光振興ビジョン 

（平成 18年 3月） 

【目標】 
県東部・伊豆地域の観光交流の核・沼津 （なし） （特になし）  （特になし）  

環境 
沼津市環境基本計画 

（平成 28年 3月） 

【望ましい環境像】 
雄大な富士を仰ぐ 美しい海岸線 豊かな山々と恵みの川 
かけがえのない自然と そこに暮らすいのちを守り 未来に
つなぐまち 沼津 

【取組】自動車からの排気ガス対策 
・自転車の利用促進 
【取組】道路・自転車道の整備 
・自転車利用環境の整備 
 自転車が利用しやすい道路整備を進めるとともに、ＪＲ駅の周辺や地 
域の中心となるバス停留場などに駐輪場を整備する 

（特になし） （特になし） 


