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4. 自転車ネットワーク計画路線の策定

4.1.自転車ネットワーク計画策定の基本的考え方

各種調査結果を踏まえ、市街地エリアにおける自転車通行空間に、郊外エリアにおける

自転車通行空間（サイクリングロード）を含めた「沼津市自転車ネットワーク計画」を策

定する。

「沼津市自転車ネットワーク計画」策定の基本的な考え方は以下のとおりである。

市街地エリアにおいては、幹線道路の中から自転車ネットワーク計画の基本方針

に合致する路線（区間）を、自転車ネットワーク路線として選定する。

ネットワーク候補路線（区間）について、現地調査から問題点を確認し、実現性

のある計画とするため、問題箇所では代替路を検討する。

現況での自転車通行環境整備とともに、道路整備計画において実施される自転車

通行環境整備も考慮して、自転車ネットワーク計画路線を選定する。

沼津駅周辺総合整備事業及びその関連事業に関わる路線については、事業の進捗

に併せて自転車ネットワーク計画を適宜変更する。

郊外エリアにおいては、別途検討されている伊豆地域自転車走行空間（沼津土肥

線）の計画を受けて、市街地エリアの自転車ネットワークとの連続性を考慮した

計画を作成する。

自転車ネットワーク計画路線について、整備形態（自転車道、自転車専用通行帯、

車道混在）を検討する。整備形態は、その路線（区間）の規制速度と自動車交通

量とから「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（以下、ガイドライ

ン）に従い、現況の幅員構成をもとに選定する。その際、必要に応じて歩道を含

む幅員構成を見直す。

自転車通行環境整備実施済の区間は、当面、その整備形態を継続するものとする

が、ガイドラインに準じていない形態では、長期的には道路空間の再配分を含め

て、整備形態の変更を計画する。

自転車ネットワーク計画は、評価指標によるモニタリングを実施し、適宜、ネッ

トワーク計画を見直すものとする。
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4.2.自転車ネットワーク候補路線

4.2.1. 市街地

市街地エリア内の幹線道路について、基本方針の路線選定基準に合致する路線区間を

自転車ネットワーク候補路線として選定する。 

基本方針項目別に自転車ネットワーク候補路線図を以下、記載する。 

基本方針項目別の自転車ネットワーク候補路線を重ね合わせて、全体の自転車ネット

ワーク候補路線とする。 

基本方針1:だれもが安全・安心、快適に自転車を利用できる環境の創出

【路線選定基準】 

①自転車事故危険箇所（県警データ） 

②高校から指摘があった危険箇所 

③高校へアクセスする路線 

基本方針2:日常生活における自転車の利用促進

【路線選定基準】 

①日常主要施設（行政施設・商業施設、病院）へアクセスする路線 

②沼津駅から 3㎞圏内の駅アクセス路線 

基本方針3:観光・地域資源を活用した自転車の利用促進

【路線選定基準】

①観光施設へアクセスする路線 

②サイクリングマップの路線（港周辺、狩野川、ぐるっと”ぬまいち”） 
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図 4-1 基本方針 1に合致する路線（区間）

基本方針1 だれもが安全・安心、快適に自転車を利用できる環境の創出 

【路線選定基準】 

基準 1：自転車事故危険箇所（県警データ） 

基準 2：高校から指摘があった危険箇所 

基準 3：高校へアクセスする路線 

★：自転車事故件数が 4 件以上（平成 28 年）

  資料：静岡県警事故発生 MAP 
▲：高校から指摘があった危険箇所
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図 4-2 基本方針 2に合致する路線（区間）

基本方針2 日常生活における自転車の利用促進 

【路線選定基準】 

基準 1：日常主要施設（行政施設、商業施設※、

病院）へアクセスする路線 

基準 2：沼津駅から 3㎞圏内の駅アクセス路線 

※店舗面積 5,000m2以上の商業施設を対象
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図 4-3 基本方針 3に合致する路線（区間）

基本方針3 観光・地域資源を活用した自転車の利用促進 

【路線選定基準】 

基準 1：観光施設へアクセスする路線 

基準 2：サイクリングマップの路線 

（港周辺、狩野川、ぐるっと”

ぬまいち”） 
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図 4-4 自転車ネットワーク候補路線図（基本方針との対応）

自転車ネットワーク候補路線図（基本方針との対応） 
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4.2.2. 郊外

郊外エリア内の自転車ネットワークは、以下の基本方針のうち、基本方針 3 に該当す

る路線区間を選定する。 

基本方針 3に合致する自転車ネットワーク候補路線図を次頁に記載する。 

基本方針1:だれもが安全・安心、快適に自転車を利用できる環境の創出

【路線選定基準】 

①自転車事故危険箇所（県警データ） 

②高校から指摘があった危険箇所 

③高校へアクセスする路線 

基本方針2:日常生活における自転車の利用促進

【路線選定基準】 

①日常主要施設（行政施設・商業施設、病院）へアクセスする路線 

②沼津駅から 3㎞圏内の駅アクセス路線 

基本方針3:観光・地域資源を活用した自転車の利用促進

【路線選定基準】

①観光施設へアクセスする路線 

②サイクリングマップの路線（港周辺、狩野川、ぐるっと”ぬまいち”） 
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図 4-5 基本方針 3に合致する路線（区間）

基本方針3 観光・地域資源を活用した自転車の利用促進 

【路線選定基準】 

基準 1：観光施設へアクセスする路線 

基準 2：サイクリングマップの路線 

（港周辺、狩野川、ぐるっと”

ぬまいち”） 

国道 414 号～沼津土肥線ルート

静浦バイパス接続ルート
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郊外エリアの自転車ネットワークは、市街地エリアでの自転車ネットワークと接続し、

観光周遊ルートとして機能する。 

郊外エリアの自転車ネットワークは、国道 414 号～主要地方道沼津土肥線のルートが

基本となる。他のルートとしては、ぐるっと”ぬまいち”のサイクリングコース（下図参

照）となっている狩野川沿いのルートがある。このルートは、沼津市以外に清水町、函南

町、伊豆の国市を通ることから、隣接市町との連携が必要である。また、このルートから

分岐し、現在整備中の国道 414 号静浦バイパスに接続して市街地エリアに入り、沼津港

方面に向かうルートも考えられる。他に、沼津港からの舟運（三津港、大瀬港）との連携

も考慮する。 

図 4-6 ぐるっと“ぬまいち”サイクリングコース
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図 4-7 自転車ネットワーク計画路線（郊外エリア）

国道 414 号～沼津土肥線ルート 

国道 414 号 

県道 17 号沼津土肥線 

舟運との連携 

他市町との連携 
市街地エリア 

口野交差点 

伊豆市境 

静浦バイパス接続ルート 

沼津御用邸記念公園 伊豆の国市境 
大平 

自転車ネットワーク計画路線（郊外エリア） 
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4.3.現地調査からの問題点

現地調査からの問題点と代替路・整備形態等の方針

表 4-1 現地調査からの問題点と代替路・整備形態等の方針

路線（区間） 現地調査からの問題点 代替路・整備形態等の方針 

国道 1 号 規制速度 60km/h 区間であるが、

現状の幅員構成では自転車通行

空間の分離が困難

東駿河湾環状道路完成後の交通量

変化の状況により変更を検討

国道 414 号

沼津駅周辺

（沼津駅周辺総合整備

事業区間）

現状は片側だけ自転車歩行者道

路（通行指定）

沼津駅周辺総合整備事業の進捗に

併せて変更

国道 414 号

三園橋以南

交通量が多く、沿道施設からの出

入り交通も多い

路肩が狭い

代替路（国道 414 号の都市計画幅員

での整備までの時点）

自転車ネットワーク計画路線（一部

区間）を国道414号から並行路線（市

道）に短期的に変更

一般県道沼津停車場東

沢田線

（リコー通り）

現状では一部、自転車歩行者道 完成形態としては、歩道を含む幅員

構成を見直し自転車専用通行帯に

変更

当面の処置として、自転車歩行者

道の通行位置明示

一般県道沼津停車場東

沢田線

（あまねガード）

自転車通行不可 沼津駅周辺総合整備事業に併せて

変更

一般県道富士清水線（旧

国道 1 号）

現状では一部、自転車歩行者道 完成形態はとしては、歩道を含む幅

員構成を見直し自転車専用通行帯

に変更

当面の処置として、自転車歩行者道

の通行位置明示

市道 0103 号線

（納米里本田町線）

市道 0216-1 号線

（のぼりみち通り）

JR 東海道本線交差のアンダーパ

ス区間の通行環境が問題

歩道を含む幅員構成を見直し自転

車専用通行帯に変更

沼津駅周辺総合整備事業に併せて

変更

狩野川河川管理用通路 黒瀬橋付近：アンダーパスなし

（市道と平面交差）

我入道付近：自転車走行困難区間

あり（階段、道路条件）

国と協議
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図 4-8 現地調査からの問題点と代替路・整備形態等の方針
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4.4.自転車ネットワーク計画路線（市街地エリア）

前記、「現況での自転車通行環境整備」、「現地調査からの問題点と代替路・整備形態等の

方針」を考慮し、市街地エリアの自転車ネットワーク計画路線を設定する。

また、ここには以下の道路整備計画において実施される自転車通行環境整備についても

追加考慮する。

国道 414号静浦バイパス
都市計画道路沼津南一色線

市道 0246-3号線

設定した自転車ネットワーク計画路線を次頁に示す。
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図 4-9 自転車ネットワーク計画路線（市街地エリア）

自転車ネットワーク計画路線（市街地エリア） 


