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6. 自転車ネットワーク整備計画の作成

6.1.自転車ネットワーク整備計画（市街地エリア）

前記、「自転車ネットワーク計画路線」で示された路線について、ガイドラインに沿っ

て、下記の観点から長期及び短期に分類し整備形態を選定する。

長期：自転車通行環境整備の完成した状態（完成形態）

短期：自転車通行環境整備を暫定的に実施した状態（暫定形態、概ね 5 年後）

6.1.1. 自転車ネットワーク整備計画（長期）

自転車ネットワークの各路線（区間）について、ガイドラインに沿い、整備形態を選定

する。ただし、本計画での整備形態は、望ましい自転車通行空間を示した計画のため、実

施にあたっては、各道路管理者が関係機関と協議し決定する。 

国道 1 号は、規制速度 60km/h のため、ガイドライン上の完成形態としては、自転

車道での整備となる。整備形態については、東駿河湾環状道路（事業化区間）完成

後の交通量変化の状況を踏まえ、車道幅員との配分を考慮した整備とする。

国道 414 号の三園橋以南の区間は、短期計画では現状の道路交通状況から並行す

る市道を代替路として選定したが、国道 414 号の都市計画幅員での整備時には、

国道 414 号の自転車専用通行帯も併せて整備する。

中心市街地のまちづくり計画や、その他の路線で都市計画幅員への道路拡幅が予定

される区間では、その整備時期に合わせた幅員構成を考慮して整備形態を選定する。

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の整備状況を踏まえて、必要に応じて、路線及び整備形態

の見直しを行う。

整備形態別自転車ネットワーク計画（延長約 70km）を次頁に示す。 
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図 6-1 自転車ネットワーク整備計画（市街地）（長期）

自転車ネットワーク整備計画（長期） 
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6.1.2. 自転車ネットワーク整備計画（短期）

短期の自転車ネットワーク整備計画では、本来すべき完成形態での整備が当面困難な

場合の対応などを考慮し、事業効果を早期に発揮するために設ける。 

長期計画で「自転車道」及び「自転車専用通行帯」とする路線の中で、道路事情等から

すぐに整備ができない路線は、暫定形態として「車道混在」の整備を行い、自転車通行空

間の整備を進めるとともに自転車ネットワークに対する市民意識を高める。 

なお、自転車歩行者道の整備中または整備済みの路線においては、その区間を自転車

ネットワーク路線から外し、自転車ネットワークを補完する経路として、走行空間を確

保する。 
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6.1.3. 対象路線の整備計画

図 6-2 自転車ネットワーク整備計画（短期）

自転車ネットワーク整備計画(短期) 
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表 6-1 対象路線の整備計画

区間

番号
路線名 区間

延長

(km)

車道部幅員

(ｍ)

道路幅員

(ｍ)
現況 短期 長期

1 国道1号 市立病院南～長泉町境 9.3 25.5 31.5～32.0 自歩道 → 自転車道

2 国道414号 沼津御用邸記念公園～玉江町交差点 1.5 8.0 12.0 - 車道混在 →

3 国道414号 玉江町交差点～沼津市役所前 1.2 13.0 17.0 - - 専用通行帯

4 国道414号 沼津市役所前～三園橋交差点 0.7 13.0 17.0 自歩道 車道混在 →

5 国道414号 三園橋交差点～三枚橋町交差点 0.2 21.0 25.0 自転車道 → →

6 国道414号 三枚橋町交差点～三ツ目ガード北 0.5 12.0 20.0 自歩道 → 自転車道

7 国道414号 三ツ目ガード北～杉崎町交差点 0.4 12.0 20.0 自歩道 → 専用通行帯

8 国道414号 杉崎町交差点～竹ノ岬交差点 0.4 11.0 20.0 自歩道 → ※2

9 国道414号　※1 （静浦バイパス） 2.5 - - 自転車道 →

10 県道52号 沼津停車場線 あまねガード南～大手町交差点 0.4 16.0 24.5 自歩道 車道混在 ※2

11 県道139号 原木沼津線 大門町～香貫大橋 2.7 11.0 18.0 自歩道 車道混在 専用通行帯

12 県道139号 原木沼津線 香貫大橋～沼津市屋内温水プール入口 0.7 8.25 10.25 - 車道混在 →

13 県道144号 下土狩徳倉沼津港線 下香貫交差点～横山トンネル 1.8 7.75 12.75 - 車道混在 →

14 県道159号 沼津港線 千本港町交差点～大手町交差点 1.7 13.0 22.0 自歩道 車道混在 専用通行帯

15 県道160号 千本城内線 浅間町交差点～乗運寺駐車場 0.2 12.0 20.0 自歩道 専用通行帯 →

16 県道160号 千本城内線 乗運寺駐車場～第二地区センター建設予定地 0.1 12.0 20.0 - 車道混在 →

17 県道162号 沼津停車場東沢田線 あまねガード北交差点～江原公園交差点（リコー通り） 1.9 16.0 25.0 自歩道 → 専用通行帯

18 県道162号 沼津停車場東沢田線 あまねガード 0.3 18.0 27.0 - - ※2

19 県道163号 東柏原沼津線 西高入口交差点～永代橋 0.8 13.0 20.0 自歩道 車道混在 →

20 県道380号 富士清水線 丸子町交差点～黄瀬川大橋交差点 3.2 9.25～16.0 20.25～27.0 自歩道 → 専用通行帯

30.5 - - 0.2 13.3 30.5

21 市道0103号線 納米里本田町線 本田町西交差点～杉崎町交差点 1.2 13.0～14.0 17.0～20.0 自歩道 → 専用通行帯

22 市道0105号線 沼津市立病院～市立病院南交差点 0.2 9.1 15.6 - 車道混在 →

23 市道0106-2号線 千本香貫山線 沼津中部浄化プラント～玉江町交差点 1.2 13.0 19.0 自歩道 車道混在 →

24 市道0106-3号線 千本香貫山線 玉江町交差点～沼津工業高校 0.9 13.0 18.0 自歩道 車道混在 →

25 市道0107号線 上香貫東間門 永代橋～沼津市役所南側 0.7 12.0 20.0 自歩道 → 専用通行帯

26 市道0108号線 平町三枚橋線 沼津駅南口交差点～三枚橋町交差点 0.3 13.5 21.5 自歩道 車道混在 ※2

27 市道0108号線 平町三枚橋線 三枚橋町交差点～沼津警察署前 0.6 12.0 20.0 自歩道 車道混在 →

28 市道0109号線 西条千本線 添池交差点～西条町歩道橋 0.3 11.9 19.9 自歩道 車道混在 ※2

29 市道0109号線 西条千本線 西条町歩道橋～浅間町交差点 0.5 13.0 21.0 自歩道 専用通行帯 →

30 市道0110-1号線他 沼津警察署前交差点～玉江町交差点 1.6 16.0 27.0 - 車道混在 →

31 市道0111-1号線 沼津リハビリテーション病院～芹沢光治良記念館 0.3 5.25 5.25 - 車道混在 →

32 市道0112-2号線 御成橋牛臥線 沼津リハビリテーション病院～港大橋東交差点 1.1 6.1 8.0 - 車道混在 →

33 市道0113号線 西間門新谷線 西高入口交差点～末広町 0.5 14.5 24.5 自歩道 車道混在 →

34 市道0113号線 西間門新谷線 末広町～大門町 0.1 14.5 24.5 自歩道 車道混在 専用通行帯

35 市道0216-1号線 市道沢田線 西高入口交差点～錦町（のぼりみち通り） 0.3 11.0 20.0 自歩道 車道混在 →

36 市道0216-1号線 市道沢田線 錦町～中沢田東交差点（のぼりみち通り） 2.3 11.0 20.0 自歩道 車道混在 専用通行帯

37 市道0221号線 国道1号岡一色～沼津大岡駅前郵便局 0.5 6.5 9.5 - 車道混在 →

38 市道0222号線 大岡駅～東芝機械沼津事業所 0.9 6.5 8.5 - 車道混在 →

39 市道0226号線 宮前町交差点～東芝機械沼津事業所 0.6 7.0 7.0 - 車道混在 →

40 市道0227号線 東芝機械沼津事業所～泉町北交差点 0.5 7.75 8.75 - 車道混在 →

41 市道0228-1号線 三枚橋岡宮線 杉崎町交差点～岡宮（学園通り・新幹線以南） 2.0 10.5 18.5 自歩道 → 専用通行帯

42 市道0228-2号線 三枚橋岡宮線 岡宮～静岡県立沼津東高校（学園通り・新幹線以北） 1.0 14.0 22.0 自歩道 → 専用通行帯

43 市道0232号線 沼津駅北口線 新宿町～国道１号東熊堂 1.1 8.6 12.6 - 車道混在 →

44 市道0234号線 双葉町交差点～あまねガード北交差点 0.5 12.5 20.5 - 車道混在 ※2

45 市道0234号線 あまねガード北交差点～三ツ目ガード北交差点 0.6 11.0 21.0 - 車道混在 ※2

46 市道0235号線 静岡県労働金庫沼津支店～新宿町 0.8 10.0 15.0 - 車道混在 ※2

47 市道0235号線 新宿町～三ツ目ガード北交差点 0.4 10.0 15.0 車道混在 → ※2

48 市道0237号線 錦町北交差点～あまねガード南 0.6 12.0 20.0 - 車道混在 ※2

49 市道0246-3号線　※1 0.4 - - 専用通行帯 →

50 市道0249号線 沼津リハビリテーション病院～島郷公園駐車場 0.5 5.0 5.0 - 車道混在 →

51 市道0265号線 桐陽高校総合グラウンド南側 0.1 5.75 8.75 - 車道混在 →

52 市道0269号線 第二地区センター建設予定地～沼津西高校 0.6 6.0 6.0 - 車道混在 →

53 市道0270号線 第二地区センター建設予定地～沼津中部浄化プラント 1.3 6.5 7.5 - 車道混在 →

54 市道1722号線 沼津南一色線 ※1 江原公園交差点～沼津IC南 1.1 23.0 27.0 自転車道 →

55 市道3076号線 国道1号岡一色～静岡県立沼津城北高校 0.4 6.0 8.0 - 車道混在 →

56 市道3453号線 学園通り泉町～桐陽高校総合グラウンド 0.4 8.0 10.0 車道混在 → →

57 市道3471号線 桐陽高校～桐陽高校総合グラウンド 0.2 6.5 6.5 - 車道混在 →

58 市道3477号線 桐陽高校～のぼりみち通り田町橋 0.5 6.0 8.5 - 車道混在 →

59 市道3829号線 西高入口交差点～沼津西高校 0.4 6.0 6.0 - 車道混在 →

60 市道3832号線 本光寺～市道町７番地 0.4 4.5 4.5 - 車道混在 →

61 市道3896号線 千本港町交差点～沼津魚市場ＩＮＯ 0.4 9.0 9.0 - 車道混在 →

62 認定外 島郷公園駐車場～沼津御用邸記念公園 0.6 - 車道混在 →

63 認定外 芹沢光治良記念館～島上寺 0.7 - 車道混在 →

64 (市道番号未定)七通り線 三つ目ガード北交差点以東 0.4 18.0 27.0 - - ※2

65 (市道番号未定)添地本田町線 添地交差点～高沢公園交差点 0.3 10.0 17.0 - - ※2

66 (市道番号未定)平町岡一色線 山王台～竹ノ岬交差点 0.4 18.0 27.0 - - ※2

30.9 0.8 25.0 30.9

67 河川管理用通路 狩野川右岸側 2.6 - - - - -

68 河川管理用通路 狩野川左岸側 4.7 - - - - -

69 あゆみ橋 - 0.2 - - - - -

7.5 - - -

68.9 1.0 38.3 61.5

自転車道 13.6 0.2 3.8 13.6

自転車専用通行帯 19.5 0.0 1.1 19.5

車道混在 22.6 0.8 33.4 22.6

※1：道路整備計画において実施中の路線。

※2：中心市街地のまちづくり計画に合わせて路線の見直しと整備形態の決定をする。

※3：河川管理用通路の整備形態は未定。

　合計：（Ａ）+（Ｂ）+（Ｃ）：現況・短期・長期の合計には（C）を含んでいない。

整備形態別集計
※短期・長期で整備形態の異なる区間、整備形態未定の区間がある

ため、整備形態別延長の合計は(A)+(B)の合計と一致しない。

表中の「自歩道」は「自転車歩行者道」、「専用通行帯」は「自転車専用通行帯」を示す。次々頁以降、整備イメージを示す。ただし、長期で※２に該当する区間と、市道で車道混在のみの区間

は除く。

■国道・県道（Ａ）

A 小計（国道・県道）

■市道（Ｂ）

B 小計（市道）

■その他（Ｃ）　※3

C 小計（その他）
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図 6-3 整備計画路線区間番号
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6.1.4. 対象路線の整備計画断面図（主な路線を抜粋）

（区間番号 1）
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（区間番号 2）
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（区間番号 3）
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（区間番号 4）
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（区間番号 5）
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（区間番号 6）



93

（区間番号 7）
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（区間番号 9）
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（区間番号 11）
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（区間番号 12）
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（区間番号 13）
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（区間番号 14）
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（区間番号 15）
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（区間番号 17）
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（区間番号 19）
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（区間番号 20）
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（区間番号 21）
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（区間番号 23）
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（区間番号 24）
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（区間番号 25）
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（区間番号 27）
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（区間番号 29）
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（区間番号 33）
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（区間番号 34）
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（区間番号 35）
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（区間番号 36）
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（区間番号 41）
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（区間番号 42）
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（区間番号 43）
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（区間番号 49）



117

（区間番号 54）
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6.2.自転車ネットワーク整備計画（郊外エリア）

自転車ネットワークの各路線（区間）について、ガイドラインに従い、整備形態を設定

する。

図 6-4 自転車ネットワーク整備計画（郊外）（長期）  

自転車ネットワーク計画（長期） 

路線名 区間
延長
(km)

現況 長期

■国道414号～沼津土肥線ルート
国道414号 口野交差点～沼津御用邸記念公園 約6 車道混在

県道17号沼津土肥線 口野交差点～伊豆市境 約39 車道混在
約45 約45

■静浦バイパス接続ルート

県道139号原木沼津線 伊豆の国市境～大平 約2 車道混在

約2 約2

約47 - 約47

自転車道
自転車専用通行帯

車道混在 約47 - 約47

小計

合計

整備形態別集計

小計

国道 414 号～沼津土肥線ルート 

県道 17 号沼津土肥線 

伊豆市境 

国道 414 号 

口野交差点 

沼津御用邸記念公園 大平 

静浦バイパス接続ルート 

伊豆の国市境 

車道混在 
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図 6-5 自転車ネットワーク整備計画（郊外）（短期）

整備形態別自転車ネットワーク計画（短期） 

車道混在 

国道 414 号～沼津土肥線ルート 

県道 17 号沼津土肥線 

伊豆市境 

口野交差点 

路線名 区間
延長

(km)
現況 短期 長期

国道414号 口野交差点～沼津御用邸記念公園 約6 - 車道混在

県道17号沼津土肥線 口野交差点～伊豆市境 約39 車道混在 ⇒

約45 約39 約45

県道139号原木沼津線 伊豆の国市境～大平 約2 - 車道混在

約2 - 約2

約47 - 約39 約47

自転車道

自転車専用通行帯

車道混在 約47 - 約39 約47

整備形態別集計

■国道414号～沼津土肥線ルート

小計

■静浦バイパス接続ルート

小計

合計


