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1. 計画の背景と目的

自転車は、買い物や通勤、通学等、日常生活における身近な交通手段やサイクリング等

のレジャーの手段等として、多くの方に利用されており、身近で有用な移動手段として重

要な役割を担っている。一方で、本市においては、市街地を中心に自転車を当事者とした

交通事故が多く発生している。また、郊外では、伊豆市でのオリンピック自転車競技の開

催決定を契機に、海岸線の道路を利用するサイクリストも増えていることから、安全性の

向上を第一に、道路や交通状況に応じた自転車通行空間の整備が必要となっている。

このため、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成 28 年 7 月 国土交通

省道路局・警察庁交通局）」に基づき、自転車は「車両」であり、車道を通行することが大

原則という観点で、安全で快適な自転車利用環境の整備を推進するための「沼津市自転車

ネットワーク計画」を策定する。

ネットワーク計画の策定フローを次頁に示す。
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図 1-1 自転車ネットワーク計画策定フロー
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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。 



7

【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。 



12

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） 
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3. 基本方針及び対象エリアの設定

3.1.位置・地勢

3.1.1. 位置

図 3-1 沼津市の位置

出典：第２次沼津市都市計画マスタープラン

○沼津市は、静岡県の東部に位置し、東京から100km 圏に属しており、東京駅から東海道

新幹線で約1時間10分の距離にある。 

○市の東側は三島市・長泉町・清水町・函南町、西側は富士市、南側は伊豆の国市・伊豆市

に接しており、面積は186.96km2である。 
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3.1.2. 地形

図 3-2 沼津市の地形

出典：国土数値情報

○沼津駅を中心とした鉄道沿線地域は平坦である一方、北部や南部などの郊外部は標高

が高くなっている。 
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3.1.3. 土地利用

図 3-3 土地利用現況図

出典：第２次沼津市都市計画マスタープラン 

○鉄道沿線地域に市街地が形成され、公共公益施設用地や住宅地など都市的な土地利用

がなされている。 

○一方で、郊外部は山林や農地が多くなっている。 

＊上記の土地利用の区分は、土地利用現況調査結果を取りまとめたものです。 

農地：田、畑   山林：山林（愛鷹山山頂周辺は除く）   住宅地：住宅用地 

商業用地：商業用地（山間地のゴルフ場含む）   工業用地：工業用地 

公共公益施設用地：水面、自然地、公益施設用地、道路用地、交通施設用地、公共空地 

その他：上記以外の土地利用 

＊戸田地区は都市計画区域外のため、都市計画基礎調査の対象外です。 

このため、平成 27 年土地課税台帳をもとに、土地利用現況図を作成しています。 

（出典が異なるため、一部、土地利用の区分が異なります） 
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3.2.人口・施設分布

3.2.1. 人口の推移

表 3-1 年齢 3 区分別人口と高齢化率の推移

総人口 年少人口 
生産年齢

人口 
老年人口 

年少人口

割合 

生産年齢

人口割合 

老年人口

割合 

1980 208,668 49,931 141,719 17,018 23.9% 67.9% 8.2% 

1985 215,343 46,273 148,735 20,335 21.5% 69.1% 9.4% 

1990 216,160 39,079 152,700 24,381 18.1% 70.6% 11.3% 

1995 216,470 34,276 151,792 30,402 15.8% 70.1% 14.0% 

2000 211,532 30,885 144,228 36,419 14.6% 68.2% 17.2% 

2005 208,000 28,224 136,574 43,202 13.6% 65.6% 20.8% 

2010 202,221 25,911 126,489 49,821 12.8% 62.5% 24.6% 

2015 194,675 23,328 115,368 55,979 12.0% 59.3% 28.8% 

2020 186,410 20,601 107,536 58,273 11.1% 57.7% 31.3% 

2025 176,846 18,055 100,971 57,820 10.2% 57.1% 32.7% 

2030 166,508 15,898 93,533 57,077 9.5% 56.2% 34.3% 

2035 155,810 14,537 84,630 56,643 9.3% 54.3% 36.4% 

2040 145,140 13,592 74,651 56,897 9.4% 51.4% 39.2% 

図 3-4 年齢３区分別人口の推移

資料：「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（年齢不詳は除く）

○年少（14歳以下）、生産年齢（15～64歳）、老年（65歳以上）の３区分による人口

推移（2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所による推計）をみると、沼津市

の 2010 年（平成 22 年）の生産年齢人口割合は 62.5％、老年人口は 24.6％で、

静岡県全体での割合（62.5％、23.8％）より老年人口の割合がわずかに高い。 

○沼津市では1995年（平成７年）以降生産年齢人口の減少が続き、今後も総人口の動

向とほぼ並行して減少が続くと見込まれている。 

○一方、老年人口は2020年まで増加し、その後は概ね横ばいで推移するが、総人口が

減少するため、結果として老年人口割合は上昇が続く。2040年には生産年齢人口割

合が51.4％まで低下、老年人口は39.2％まで上昇すると見込まれている。 

（単位：人） 
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3.2.2. 夜間人口密度

図 3-5 夜間人口密度

資料：平成 22年 国勢調査

○夜間人口密度は、沼津駅周辺の市街地、他の鉄道駅近傍地域で高くなっている。 
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3.2.3. 従業人口密度

図 3-6 従業人口密度

資料：平成 22年 国勢調査

○従業人口密度は、夜間人口密度と概ね同じ傾向であるが、沼津駅周辺地域で特に高く

なっている。 
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3.2.4. 人口集中地区（DID地区）の推移

図 3-7 人口集中地区の推移

出典：第２次沼津市都市計画マスタープラン

図 3-8 人口集中地区の推移

出典：第２次沼津市都市計画マスタープラン

○人口集中地区は、長期的に面積が拡大する一方で人口密度は減少傾向にあり、徐々に

都市の拡散が進行している。 

【人口集中地区】 

人口密度が 1 平方キロメートルあたり 4,000 人以上の基本単位区が互いに隣接して人口が 

5,000 人以上となる地区 
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3.2.5. 日常施設分布

図 3-9 主要日常施設分布

資料：国土数値情報

○行政施設、病院、商業施設等の主要な日常施設は、沼津駅周辺の市街地に集積している。 

（全国大型小売店総覧 2017 より）
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3.2.6. 学校（高校以上）分布

図 3-10 学校（高校以上）の分布

資料：国土数値情報

○市内の高校（高専含む）は、沼津駅から３km程度の圏内に集積しており、特に沼津駅

の北側に多い。 
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3.2.7. 観光交流施設分布

図 3-11 観光交流施設分布

資料：沼津市

○観光交流客数の多い施設は、沼津駅周辺の市街地に多く立地している。 

○郊外部においても「三浦（静浦・内浦・西浦）地域」の海岸線沿いなどに立地している。 
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3.3.交通基盤

3.3.1. 広域交通網（高速道路・鉄道）

図 3-12 広域交通基盤

出典：第２次沼津市都市計画マスタープラン 

○東名高速・新東名高速道路、国道1号、東海道本線等を有し、首都圏をはじめとした広

域からのアクセス利便性が高い。 



28

3.3.2. 公共交通網

図 3-13 公共交通

出典：第２次沼津市都市計画マスタープラン 

○バス路線は沼津駅を中心に構成されているものの、市街地においても路線の空白及び運

行頻度が低い地域がある。 
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3.3.3. 道路
自動車交通量

図 3-14 自動車交通量 

資料：平成 22年度道路交通センサス

○一般道路では、国道1号の交通量が4万台/12時間以上と突出しているほか、市街地

では１万台～３万台の道路が多い。 

○一方、郊外部ではすべての路線が１万台未満である。 

東名高速道路 

新東名高速道路 

1

22 

17

18 

127 

414

380 

414
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道路混雑度

図 3-15 道路混雑度
資料：平成 22年度道路交通センサス

○国道１号、国道 414 号、県道 22 号線、県道 380 号線など、市街地の主要幹線道路

では慢性的な渋滞が発生している。 

1
22 

17

18

127 

414

380 

414 
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3.4.人の動き

3.4.1. 代表交通手段別分担率

図 3-16 沼津市の目的別代表交通手段別分担率

出典：第 2 回東駿河湾都市圏パーソントリップ調査（H16）

図 3-17 沼津市における自転車利用の目的構成
出典：第 2 回東駿河湾都市圏パーソントリップ調査（H16）
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通勤 通学 帰宅 業務 私用

○沼津市における代表交通手段分担率は、全目的で自転車が 10.4％、自動車が 62.4％

となっている。 

○目的別に見ると、自転車分担率は通学で高い一方、自動車分担率は業務や通勤で高い傾

向にある。 

○自転車利用の目的構成は、帰宅を除くと私用が25％と最も多く、次いで通勤が16％、

通学が10％を占める。 

自転車発生集中量 

105,479 トリップ
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3.4.2. 都市圏全体との自転車分担率の比較

図 3-18 沼津市の目的別自転車分担率と周辺市町との比較

出典：第 2回東駿河湾都市圏パーソントリップ調査（H16） 

10.4%

16.7%

11.4%

2.9%

10.6% 10.4%

7.9%

11.8%

7.8%

2.3%

7.4% 7.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

通勤 通学 帰宅 業務 私用 全目的

沼津市 東駿河湾都市圏全体

○沼津市の代表交通手段自転車分担率を周辺市町と比較すると、すべての目的で高い傾向

にある。 

○沼津市の自転車分担率が高い要因として、中心部周辺の平坦な地域に人口や主要施設が

集積し、自転車の発生集中量や分担率が高いことが考えられる（P23,24参照）。 
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3.4.3. 他都市との自動車分担率の比較

図 3-19 全国の同規模都市における代表交通手段別分担率

出典：平成 22年全国都市交通特性調査 

○沼津市の代表交通手段自動車分担率を全国の同規模都市（地方中核都市圏の人口40万

人未満の中心都市）と比較すると概ね同等であり、自動車への依存度が高くなっている。 
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3.4.4. 地域別の代表交通手段別分担率

図 3-20 地域別の交通手段別分担率

出典：第 2回東駿河湾都市圏パーソントリップ調査（H16）

○地域別の交通手段別分担率を見ると、中心部周辺において、トリップ数が多く、自転車

分担率も高くなっている。 

○これは、人口・施設が集積していることに加え、平坦で自転車が利用しやすい地形など

が要因として考えられる。 

○一方で、自動車分担率は中心部周辺においても約6割と高くなっている。 
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3.4.5. 地域別の自転車発生集中交通量（代表交通手段）

図 3-21 地区別自転車発生集中交通量

出典：第 2回東駿河湾都市圏パーソントリップ調査（H16）

○地域別の自転車発生集中交通量では、中心部及び周辺地域で多くなっている。 

○こうした地域が沼津市全体の自転車分担率を引き上げていると推察される。 
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3.4.6. 代表交通手段別の所要時間分布

図 3-22 代表交通手段別所要時間別トリップ数（都市圏全体）

出典：第 2回東駿河湾都市圏パーソントリップ調査（H16） 

図 3-23 距離帯別の交通手段別所要時間の比較
出典：国土交通省 新たな自転車の利用環境を考える懇談会資料（H19）

○代表交通手段が自転車トリップの所要時間は6～10分（１～２km程度）の短距離帯が

最も多くなっている。 

○一方、自動車も同様に６～10 分が最も多く、この距離帯では自動車より自転車の所要

時間が短いとされることから、自転車への転換可能性が高いトリップが一定数存在する

と考えられる。 
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3.4.7. 他市町との人の動き
昼夜間人口比率

図 3-24 県内主要都市（人口 10万人以上）の昼夜間人口比率

表 3-2沼津市の昼夜間人口および他市町との流動人口

出典：国勢調査（平成 22年）

107.5

103.3
101.7

100.4 99.7 99.5
96.8

94.7 94.3
91.4

80.0

90.0

100.0

110.0

沼津市 静岡市 磐田市 掛川市 浜松市 富士市 三島市 富士宮市 焼津市 藤枝市

県内主要都市（人口10万人以上）の昼夜間人口比率

通勤 通学 通勤 通学

202,304 217,376 107.5 26,717 3,325 38,062 5,653

夜間人口 昼間人口
昼夜間

人口比率

常住地ベース
他市町への通勤・通学者数

従業・通学地ベース
他市町からの通勤・通学者数

○沼津市の昼夜間人口比率は107.5と県内主要都市（人口10万人以上）では最も高い。 

○他市町からの通勤・通学者数は、通勤が約38,000人、通学が約5,700人と合計44,000

人程度存在する。 

○一方、他市町への通勤者は約27,000人、通学者は約3,300人と合計30,000人程度

存在する。 
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市町別の通勤・通学流動

表 3-3 他市町との流動（通勤・通学）

（※上位 20 位までを表示） 資料：国勢調査（平成 22 年）

図 3-25 静岡県内の市町村の位置
出典：静岡県ホームページ

市町村名 トリップ数 市町村名 トリップ数
1 三島市 4,258 1 三島市 994
2 富士市 4,109 2 静岡市 452
3 清水町 3,384 3 清水町 236
4 長泉町 3,028 4 富士市 187
5 裾野市 2,838 5 横浜市 137
6 御殿場市 1,564 6 裾野市 112
7 静岡市 1,373 7 伊豆の国市 103
8 伊豆の国市 1,277 8 長泉町 97
9 函南町 621 9 千代田区 62
10 富士宮市 358 10 函南町 57
11 伊豆市 357 11 平塚市 51
12 熱海市 353 12 世田谷区 44
13 横浜市 213 13 小田原市 43
14 港区 183 14 伊豆市 42
15 品川区 143 15 御殿場市 37
16 伊東市 142 16 渋谷区 35
17 千代田区 134 17 新宿区 34
18 小山町 106 18 焼津市 27
19 小田原市 104 19 八王子市 26
20 中央区 99 20 厚木市 26

常住地ベース【通勤】 常住地ベース【通学】

市町村名 トリップ数 市町村 トリップ数
1 三島市 7,584 1 長泉町 1,067
2 富士市 6,555 2 三島市 721
3 清水町 4,483 3 裾野市 672
4 長泉町 3,895 4 富士市 654
5 裾野市 2,780 5 御殿場市 542
6 伊豆の国市 2,420 6 清水町 408
7 函南町 2,242 7 富士宮市 250
8 静岡市 1,898 8 伊豆の国市 236
9 御殿場市 1,614 9 熱海市 202
10 富士宮市 1,010 10 函南町 186
11 伊豆市 878 11 静岡市 173
12 伊東市 365 12 伊東市 165
13 熱海市 333 13 伊豆市 84
14 小山町 186 14 小山町 80
15 横浜市 177 15 湯河原町 31
16 藤枝市 148 16 小田原市 28
17 小田原市 144 17 藤枝市 19
18 焼津市 106 18 焼津市 14
19 湯河原町 64 19 真鶴町 9
20 浜松市 52 20 東伊豆町 8

従業地・通学地ベース【通勤】 従業地・通学地ベース【通学】

○他市町との通勤・通学流動では、三島市・富士市をはじめ、鉄道で直結する近隣市町間

が多い。 

○常住地ベース（沼津市から）では、通勤は三島市、富士市、清水町、長泉町、裾野市が

それぞれ概ね3,000人以上、通学では三島市へが1,000人程度と多い。 

○従業地・通学地ベース（沼津市へ）では、通勤は上記の５市町が同じく概ね3,000人

以上、通学は長泉町、三島市、裾野市、富士市、御殿場市が500人以上と多い。 

常住地ベース（沼津市から他市町へ） 従業地・通学地ベース（他市町から沼津市へ）
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他市町との通勤・通学流動における代表交通手段

図 3-26 常住地ベース（沼津市から他市町への通勤・通学）の代表交通手段分担率

資料：国勢調査（平成 22 年）

図 3-27 従業・通学地ベース（他市町から沼津市への通勤・通学）の代表交通手段分担率

資料：国勢調査（平成 22年）

○他市町との通勤・通学流動における代表交通手段では、鉄道が２割強と沼津市関連トリ

ップ全体3.5％（P.31参照）に比べて大幅に高い。 

○一方で、自家用車が6割強と圧倒的に高く、国道１号等の混雑状況を踏まえると、自動

車から公共交通への転換が期待される。 
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他市町との通勤・通学流動における鉄道端末交通手段

図 3-28 常住地ベース（沼津市から他市町への通勤・通学）の鉄道端末分担率

資料：国勢調査（平成 22年）

図 3-29 従業・通学地ベース（他市町から沼津市への通勤・通学）の鉄道端末分担率

資料：国勢調査（平成 22年）

50.8%

15.3%

2.2%

7.6%

2.9%

21.2%

常住地ベース（沼津市から他市町への通勤・通学）の

鉄道端末分担率
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オートバイ

自転車

（N=8,604）

52.5%

15.0%

1.5%

9.1%

2.7%

19.2%

従業・通学地ベース（他市町から沼津市への通勤・通学）の

鉄道端末分担率

徒歩

乗合バス

勤め先・学校のバス

自家用車

オートバイ

自転車

（N=11,460）

○他市町との流動における鉄道利用者の端末交通手段は、自転車が常住地ベースで約

1,800トリップ、従業・通学地ベースが約2,200トリップ存在し、分担率はいずれも

約2割を占める。 

自転車のトリップ数：1,824 

分担率：21.2％ 

自転車のトリップ数：2,198 

分担率：19.2％ 
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他市町との流動における鉄道端末交通自転車分担率の比較

図 3-30 常住地ベース（当該都市から他市町への通勤・通学）の鉄道端末交通自転車分担率

資料：国勢調査（平成 22年）

図 3-31 従業・通学地ベース（他市町から当該都市への通勤・通学）の鉄道端末交通自転車分担率

資料：国勢調査（平成 22年）

○県内の主要都市における鉄道端末交通自転車分担率を比較すると、沼津市は常住地ベー

ス（1.9％）、従業・通学地ベース（2.0％）といずれも上位となっている。 

常住地ベース（当該都市から他市町への通勤・通学）の 

鉄道端末交通自転車分担率 
※人口10万人以上の市町 

※人口10万人以上の市町 
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沼津駅における鉄道端末交通手段別所要時間分布

表 3-4 JR沼津駅（東海道線）における交通手段別アクセス時間分布

資料：第 2回東駿河湾都市圏パーソントリップ調査（H16） 

図 3-32 距離帯別の交通手段別所要時間の比較

出典：国土交通省 新たな自転車の利用環境を考える懇談会資料（H19）

○沼津駅における鉄道端末交通自転車利用者の所要時間は、15分以下が約7割を占め、

駅から２～３km程度の居住者及び、通勤・通学者等が多いと推察される。 

○一方、沼津駅では自転車よりも自動車アクセスの方が多く、送迎等による自動車利用も

一定数存在すると見込まれる。 

自転車：15 分以下で約 7割 自動車：15 分以下で約 8割 
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高齢者に関する人の動き

高齢者の代表交通手段別分担率

図 3-33 高齢者の交通手段別分担率

出典：第 2回東駿河湾都市圏パーソントリップ調査（H16） 

○沼津市における高齢者の代表交通手段別分担率は、自動車が約55％を占める一方、自

転車は13.6％に留まっている。 
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高齢者の運転免許保有別外出率

図 3-34 免許保有の有無別高齢者のトリップ数

出典：第 2回東駿河湾都市圏パーソントリップ調査 

○高齢者の免許保有有無別のトリップ数を見ると、高齢者は非保有者が保有者の半分未満

に留まり、自動車を運転できないと外出が抑制される傾向にある（非高齢者は 8 割程

度）。 

保有

非保有
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3.5.交通安全

3.5.1. 自転車事故
自転車事故件数の推移

図 3-35 市内の自転車事故件数の推移

資料：交通事故統計（静岡県警察本部）

図 3-36 他都市との人口あたり自転車事故件数（平成 27年）の比較

資料：交通事故統計（静岡県警察本部）

○市内の自転車事故件数は減少傾向にあるものの、人口10万人当たりの事故発生件数は、

周辺自治体や静岡県平均と比べると高い傾向にある。 

○この要因としては、市内の自転車分担率が高いことに加え、他市町からの通勤・通学者

数による自転車利用も多いことが考えられる。 
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自転車事故の時間帯別発生件数・年齢別の負傷者数

図 3-37 自転車事故の時間帯別発生件数（平成 27年）
※沼津署管内（沼津市・清水町内）の事故件数 出典：静岡県警資料

図 3-38 自転車事故による年齢別負傷者数（平成 27年）
※沼津署管内（沼津市・清水町内）の事故件数 資料：静岡県警資料

図 3-39 高校生の自転車事故の時間帯別発生件数（平成 27年）
※沼津署管内（沼津市・清水町内）の事故件数 資料：静岡県警資料

○市内及び清水町で発生する自転車関連事故は、時間帯別では朝の通勤通学時間帯（8-

10時）及び夕方の帰宅時間帯（16-18時）に集中している。 

○負傷者数の年齢別では16-19歳が多く、高校生の事故発生時間帯別件数を見ると、通

学・帰宅時間帯が多い。 

全280件 

全56件 

全278人 

(時) 

(時) 
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県全体との年齢別負傷者内訳の比較

図 3-40 沼津市・清水町内の自転車関連事故による負傷者の内訳（平成 27年）

資料：静岡県警 ※沼津署管内（沼津市・清水町内）の事故件数

図 3-41 静岡県の自転車関連事故による負傷者の内訳（平成 27年）

資料：静岡県警資料

○市内及び清水町における年齢別負傷者内訳を県全体と比較すると、16～19 歳の占め

る割合が高いことはなく、全年齢層に渡って分散している傾向にある。 

全4,194人 

全278人 
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自転車事故の類型

図 3-42 自転車事故類型別の内訳（平成 27年）

資料：静岡県警 ※沼津署管内（沼津市・清水町内）の事故件数

【参考】自転車の通行位置による出会い頭事故の危険性について

図 3-43 自転車の通行位置による出会い頭事故の危険性 

出典：国土交通省 第 3回安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会資料（平成 27年 6月）

出会い頭
57%

右左折時
28%

その他
15%

○市内及び清水町で発生した自転車事故の類型は、約６割が出会い頭となっている。 

○国の資料では、車道の逆走及び歩道の民地側通行は、出会い頭事故の危険性が高いこと

が示されている。 

○自転車の車道上の順走及び、歩道の場合は車道側通行を促進することで、出会い頭事故

の抑制が期待される。 

全280件 
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市内の自転車事故発生箇所

図 3-44 市内の自転車関連事故発生状況

出典：静岡県警事故発生ＭＡＰ（平成 28年の自転車事故を対象） 

○市内で発生している自転車事故は、沼津駅周辺の市街地に集中している。 

沼津南部では、
自転車事故は 
発生していない 



50

中心部周辺における自転車事故発生箇所

図 3-45 市内中心部における自転車事故発生状況

出典：静岡県警事故発生ＭＡＰ（平成 28年の自転車事故を対象） 

○中心部周辺における自転車事故発生箇所は、国道１号、沼津駅北側の南北路線及び国道

414号の市役所以南などで多発している傾向にある。 
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3.5.2. ヒヤリハット箇所

図 3-46 自転車利用におけるヒヤリハット箇所

資料：高校生へのアンケート調査結果（平成 29年 8月）

○高校生が自転車利用において危険だと感じる箇所（ヒヤリハット）は、国道414号～

学園通りの南北路線に多くあがっている。 
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3.5.3. 自転車の通行環境整備状況

図 3-47 自転車通行空間の整備箇所

○中心市街地を中心に、一部の区間では自転車通行空間が整備されているが連続していな

い状況である。 

○整備形態は、歩道上を中心とした整備が多く、国が推奨する車道空間上への整備が行わ

れている箇所は半分以下に留まる。 

■既存の自転車通行環境整備 約1.0km 

（自転車道0.2km、車道混在0.8km）自転車歩行者道は除く 
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（参考）現況での自転車通行環境整備：路面表示

1) 自転車道

2) 車道混在

3) 自転車歩行者道

4) その他：通学路（グリーンベルト）

国道 414 号 

リコー通り 

沼津西高アクセス 

市道 0235 号線 市道 3453 号線 

国道 414 号 
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3.6.観光

3.6.1. 観光交流客数

図 3-48 沼津市の観光交流客数の推移

出典：第 2次沼津市都市計画マスタープラン

図 3-49 沼津市及び周辺地域の観光交流客数の推移

出典：第 2次沼津市都市計画マスタープラン

○沼津市の観光交流客数は、平成 12 年から平成 26 年にかけて約 2 割減少している。

（平成24年以降は増加に転じている） 

○沼津市及び周辺地域の観光交流客数の推移では、周辺地域全体に占めるシェアを大幅に

減らしている。 

100％
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3.6.2. 東京オリンピックの開催予定

表 3-5 オリンピック会場一覧

出典：（公）東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会

会場名 競技／種別
新国立競技場（オリンピックスタジアム） 開会式／閉会式、陸上競技、サッカー
東京体育館 卓球
国立代々木競技場 ハンドボール
日本武道館 柔道、空手
皇居外苑 自転車競技（ロード・レース　スタート／ゴール）
東京国際フォーラム ウエイトリフティング
国技館 ボクシング
有明アリーナ バレーボール（インドア）
有明体操競技場 体操
有明BMXコース 自転車競技（BMX)
有明テニスの森 テニス
お台場海浜公園 水泳（マラソン10ｋｍ）、トライアスロン
潮風公園 バレーボール（ビーチバレーボール）
青海アーバンスポーツ会場 スケートボード、スポーツクライミング
大井ホッケー競技場 ホッケー
海の森クロスカントリーコース 馬術（総合馬術・クロスカントリー）
海の森水上競技場 カヌー（スプリント）、ボート
カヌー・スラローム会場 カヌー（スラローム）
アーチェリー会場（夢の島公園） アーチェリー
オリンピックアクアティクスセンター 水泳（競泳、飛込、シンクロナイズドスイミング）
東京辰巳国際水泳場 水泳（水球）
馬事公苑 馬術（馬上馬術、総合馬術、障害馬術）
武蔵野の森総合スポーツプラザ バドミントン、近代五種（フェンシング）
東京スタジアム サッカー、近代五種（水泳、馬術、ランニング、射撃）、ラグビー
さいたまスーパーアリーナ バスケットボール
陸上自衛隊朝霞訓練場 射撃
霞ヶ関カンツリー倶楽部 ゴルフ
幕張メッセAホール テコンドー、レスリング
幕張メッセBホール フェンシング
釣ヶ崎海岸サーフィン会場 サーフィン
横浜スタジアム 野球、ソフトボール
江の島ヨットハーバー セーリング
伊豆ベロドローム 自転車競技（トラック・レース）
伊豆マウンテンバイクコース 自転車競技（マウンテンバイク）
福島あづま球場 野球、ソフトボール
札幌ドーム サッカー
宮城スタジアム サッカー
茨城カシマスタジアム サッカー
埼玉スタジアム２００２ サッカー
横浜国際総合競技場 サッカー

○2020 年東京オリンピックの自転車競技の会場に伊豆市での開催が決まり、伊豆半島

へのインバウンド観光客の増加が期待される。 

■オリンピック競技大会開催概要 

正式名称：第32回オリンピック競技大会（2020／東京） 

開催期間：2020年7月 24日（金）～8月9日（日） 

競技数 ：33競技 

自転車競技会場 

トラック・レーン：伊豆ベロドローム 

マウンテンバイク：伊豆マウンテンバイクコース 
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3.6.3. レンタサイクルの設置状況（観光用レンタサイクル（ぬま輪））

表 3-6 沼津駅周辺「ぬま輪」の概要

出典：沼津市資料

○観光用レンタサイクルである「ぬま輪」が、沼津駅周辺の宿泊施設８箇所で実施されて

いる。 

○郊外部では、三の浦総合案内所、戸田観光協会、道の駅「くるら戸田」にも設置されて

いる。 
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3.6.4. サイクリングコース

図 3-50 沼津港周辺サイクリングコース

出典：沼津市資料 

○沼津港周辺や狩野川周辺でサイクリングのモデルコースを設定している。 
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図 3-51 狩野川周辺サイクリングコース

出典：狩野川流域ツーリズムマップ 
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3.6.5. 自転車関連イベントの開催状況

表 3-7 沼津市のサイクリングイベント

出典：沼津市資料

イベント名称 タイプ 開催日時 場所 対象 人数 料金

Tour de SURUGA
沼津・伊豆ステージ

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ
ｲﾍﾞﾝﾄ

2016年
8月7日(日)、
9月29日(木)、
10月16日(日)、
10月20日(木)
計4回

静岡県沼津市の
西海岸や狩野川
を含む伊豆北部
エリア

中上級者・中級者
（※開催日により異なる）

各10名 無料

【ぐるっとぬまいち
　ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ第１弾】
ぐるっと“ぬまいち”
ﾁｬﾘ散歩

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ
ﾂｱｰ

2016年
10月23日（日）
午前10時頃受付、
午後5時頃解散予定

沼津港～三津～
大瀬崎

10名

社会実験参加協力
金：3,000円
昼食代、神池保護協
力金等：1,100円

【ぐるっとぬまいち
　ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ第２弾】
ぐるっと“ぬまいち”ｻｲｸﾘﾝｸﾞ

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ
ﾂｱｰ

2016年
11月5日（日）
午前8時集合、
午後4時解散予定

沼津港～三津～
大瀬崎

18名

社会実験参加協力
金：
2,000円
神池保護協力金：
100円

【ぐるっとぬまいち
　ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ第３弾】
ぐるっと“ぬまいち”ﾌｧﾝﾗｲﾄﾞ

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ
ﾂｱｰ

2016年
12月4日（日）
午前8時30分受付、
午後3時頃解散予定

旧静浦東小学校
～
沼津港～大瀬崎

18歳以上の女性で、ロードバイク又はク
ロスバイクを持参できる方

15名
（女性）

社会実験参加協力
金：
2,500円
昼食代実費：
1,100円～1,500円

初心者ﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｸ
体験教室・指導者講習会

講習会
2016年
12月11日(火)
13時～16時

静岡県東部免許
センター

40名
無料
但し保険料200円は
自己負担

ｻｲｸﾙﾂｱｰｶﾞｲﾄﾞ育成講座 講習会
2017年
1月26日(木）
8:30～17:00

旧静浦東小学校
体育館および周
辺路上

・ロードバイクを所有している方
・沼津市が関わるツアーイベント等にお
いて、サイクリングガイドとして積極的
にご協力いただける方
・ロードバイクで多少起伏のある道路50
～60km程度（休憩3～5回程度）を時速
20km程度で走行できる方
・ロードバイクの一般的なメンテナンス
ができる方
・道路交通法を遵守し、交通マナー意識
の高い方

10名 無料

ｷﾗﾒｯｾぬまづ
－ｻｲｸﾙｽﾀｲﾙ IZU－

体験ｲﾍﾞﾝﾄ
（屋内）

2017年
1月28日(土)
10:00～15:30

キラメッセぬま
づ
多目的ホール1

無料

ｼｸﾛｸﾞ前日地元ｶﾞｲﾄﾞ穴場ﾂｱｰ
【Ａコース】

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ
ﾂｱｰ

2017年
2月25日(土)
午前8時45分～午後
3時（予定）

【Ａ：沼津市】
沼津港（船に乗
船）、大瀬崎、
富士山ビューな
ど

・ロードバイク又はクロスバイクにて参
加可能な方
・「沼津港発！CYCLOG in 伊豆
2017」本大会に「前日エントリー」と
して参加申込みを行った方

15人

2,500円
（船社会実験協力
金、神池保護協力金
等、昼食代は別途必
要）

ｼｸﾛｸﾞ前日地元ｶﾞｲﾄﾞ穴場ﾂｱｰ
【Ｂコース】

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ
ﾂｱｰ

2017年
2月25日(土)
午前9時～午後3時
（予定）

【Ｂ：伊豆の国
市】韮山反射
炉、江間いちご
狩りセンター、
伊豆の国パノラ
マパーク、など

・ロードバイク又はクロスバイクにて参
加可能な方
・「沼津港発！CYCLOG in 伊豆
2017」本大会に「前日エントリー」と
して参加申込みを行った方

10名
2,000円
（有料施設代、昼食
代含む）

ｼｸﾛｸﾞ前日地元ｶﾞｲﾄﾞ穴場ﾂｱｰ
【Ｃコース】

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ
ﾂｱｰ

2017年
2月25日(土)
午前9時～午後3時
（予定）

【Ｃ：伊豆市】
筏場のわさび
田、萬城の滝、
修善寺温泉街な
ど

・ロードバイク又はクロスバイク、マウ
ンテンバイクにて参加可能な方
・「沼津港発！CYCLOG in 伊豆
2017」本大会に「前日エントリー」と
して参加申込みを行った方

10名
3,000円
（温泉入浴代、昼食
代含む）

沼津港発！
CYCLOG　IN 伊豆2017

自転車
ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ

2017年
2月26日(日)
午前9時スタート予
定

沼津市沼津港特
設会場（スター
ト・ゴール地
点）

・交通ルールを理解し順守できる、自転
車に乗れる男女
・イベントの特性上、スマートフォンを
所有している等参加要件有り

1,000円～6,000円
※参加クラスにより
異なる

○自転車関連イベントとして、舟運との連携も含めた沼津地域と三浦（静浦・内浦・西浦）

地域を結ぶサイクルツアー等が開催されている。 
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3.7.自転車利用環境を取り巻く課題の整理と基本方針・対象エリアの設定

前節までの自転車利用に関する現況や上位計画・関連計画を踏まえ、自転車ネットワー

ク計画の基本方針及び対象エリアを設定する。

基本方針は、道路交通、都市構造、人の動き及び観光に関する現況や問題点、関連計画

を踏まえて自転車が担う役割等の課題をあげ、それらの課題に対して設定を行った。その

結果を次頁に示す。

また、基本方針は、第 4 次沼津市総合計画で示されているまちの将来像「人と環境を大

切にする県東部広域拠点都市」も受けて設定している。

図 3-52 自転車ネットワーク計画の基本方針

人と環境を大切にする県東部広域拠点都市

人を大切にするまち

・子どもから高齢者まで、すべての市民が生きがいを感じ、いきいきと元気に暮らすことが

できるまち 

・安全・安心の中、潤いと安らぎを感じ、誰もが安心して子どもを産み育てることができ、

沼津に住んで良かった、沼津に住み続けたいと思えるまち 

・市民一人ひとりが尊重されるとともに、それぞれの地域が大切にされ、いつまでも、地域

コミュニティが機能し続けるまち 

環境を大切にするまち（抜粋） 

・市民生活に潤いと安らぎを与える自然環境が守り育てられ、豊かな自然の恵みを将来にわ

たり享受できる自然と共生したまち 

県東部拠点都市（抜粋） 

・人・物・情報の活発な交流が、県東部地域を越え、国内遠隔地や海外にも広がったまち  

① 安全・安心な道路環境の構築 

② コンパクトなまちづくりへの貢献 

③ 自動車からの転換促進 

④ 観光誘客への貢献 

・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 

・日常生活における自転車の利用促進 

・観光・地域資源を活用した自転車の利用促進 

課題＝自転車が担う役割

まちの将来像（第 4 次沼津市総合計画より）

自転車ネットワーク計画の基本方針
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図 3-53 自転車ネットワーク計画の基本方針
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自転車ネットワーク計画の対象区域は、高校、商業施設等が集積し、自転車事故の発生

も多い市街地エリア及び観光施設等の多彩な資源を観光振興として活用できる郊外エリ

アとする。

市街地エリアは、沼津駅から概ね 3km 圏域を対象とする。

郊外エリアは、市街地以南の市域を対象とする。郊外エリアには、周辺市町との連携、

舟運との連携を含むものとする。

なお、片浜駅周辺地区、原駅周辺地区等では、今後、段階的に自転車ネットワーク路線

を検討する予定である。

図 3-54自転車ネットワーク計画エリア

「市街地エリア」 

沼津駅から概ね3km圏域 

「郊外エリア」 

市街地以南の市域 

（周辺市町との連携、 

舟運との連携を含む） 
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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） 
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5. 整備形態の整理

整備形態は、その路線（区間）の自動車交通量と規制速度とから、ガイドラインに従い、現況の幅員構成をもとに設定する。

ガイドラインでは、下図の通り、「自動車の速度が高い道路（A）」、「自動車の速度が低く、自動車交通量が少ない道路（C）」、「A、C以外の道路（B）」に区分される。沼津市の自転車ネットワーク計画
路線（市街地エリア）では、国道 1号及び国道 414号の一部が Aに、国道 414号、県道及び一部の市道が Bに、それ以外の主に市道が Cに該当する。
完成形態としては、Aに該当する路線は一方通行の自転車道、Bに該当する路線は自転車専用通行帯、Cに該当する路線は車道混在の整備となる。ただし、車道部内での空間再配分を考慮できない区間・期間に
おいては、Aあるいは Bの路線であっても暫定形態として車道混在の整備を進めることとなる。

図 5-1 ガイドラインに基づく整備形態の検討手順
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自転車道、自転車専用通行帯及び車道混在の整備形態の概要は以下の通りである。

表 5-1 整備形態の概要（自転車道）

整備形態 自転車道 

概要 

自動車と構造的分離

自転車の通行の用に供するために、縁石線または柵その他これに類する工作物によ

り区画して設けられる道路の部分

通行方法 一方通行あるいは双方向通行

幅員 
2.0ｍ以上
一方通行で、やむを得ない場合は 1.5ｍ以上

整備 

イメージ 

【一方通行】

【双方向通行】

※双方向通行は諸条件を満たす場合限定での暫定的運用

法的 

位置づけ 

道路構造令：自転車道（第 2条第 1項 2号）
道路交通法：自転車道（第 2条第 1項第 3号の 3）
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表 5-2 整備形態の概要（自転車専用通行帯）

整備形態 自転車専用通行帯 

概要 
車道上の整備。自動車と視覚的分離

普通自転車の通行を指定された車両通行帯

通行方法 一方通行 （自動車と同方向）

幅員 1.5ｍ以上

整備 

イメージ 

法的 

位置づけ 

道路構造令：車道（第 2条第 1項 4号）
道路交通法：自転車専用通行帯（第 20条第 2項）
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表 5-3 整備形態の概要（車道混在）

整備形態 車道混在

概要 
車道上の整備。自動車と混在

車道部の左端部において、交通規制を行わないで自動車と混在する走行空間

通行方法 一方通行 （車道の左端）

幅員 －

整備 

イメージ 

【歩道のある道路】

【歩道のない道路】（路側帯のある道路）

法的 

位置づけ 

道路構造令：車道（第 2条第 1項 4号）
道路交通法：車道（第 2条第 1項 3号）
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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）
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（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）
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（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
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7. 評価指標及び目標値の設定

基本方針に対応した評価指標と目標値を選定し、自転車ネットワーク計画の進捗を評価

する。

表 7-1 評価指標と目標値

現況 5年後 20年後
自転車通行環境整備状
況

自転車通行環境整備率※1

・自転車ネットワーク計画延
1% 50% 80%

計

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

自転車事故危険箇所
高校から指摘があった
危険箇所
高校へアクセスする路
線

自転車事故件数※2

・人口1万人あたり事故件数
11.5件 10.0件 8.5件 交通事故統

計（静岡県
警察本部）

日常生活に
おける自転
車の利用促
進

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
沼津駅から3km圏内の
駅アクセス路線

鉄道端末交通自転車分担率※3

・他市町から沼津市への通
勤・通学者の鉄道端末交通手
段分担率

(19.2%) 22.0% 25.0% 国勢調査

自転車利用者の満足度※4

・満足5、やや満足4、普通
3、やや不満2、不満1の加重
平均

3.1 3.3 3.5 アンケート
調査(高
校、企業)

サイクルイベント参加人数※5

・市内をサイクリングコース
として選定したイベントへの
参加人数

369人 750人 1,500人 沼津市調査

バイシクルピット数※6

・市内に設置されたバイシク
ルピットの設置数

10か所 30か所 50か所 沼津市調査

サイクルリング拠点施設利用
者数※7

・「NUMAZU サイクル ス
テーション 静浦東」の利用
者数

H29年度
データを採
用

10％増
(H29年度

比)

30％増
(H29年度

比)

施設におけ
る集計結果

※1：自転車通行環境整備率には自転車歩行者道整備を含まない

   短期目標は「第10次沼津市交通安全計画」の交通事故件数の目標値(H32)/現況値(H27)=1,700/1,950=0.87を考慮
※3：現況の分担率は平成22年国勢調査、５年後は平成32年、20年後は平成42年の国勢調査
※4：現況の満足度は自転車通勤・通学している企業従業員・高校生へのアンケート結果による
※5：現況の参加者人数は平成28年度データ
※6：バイシクルピットとは、修理用工具や空気入れを無料で借りられ、休憩もできるサイクリストのための施設で、現況値はH29.3の設置数
※7：「NUMAZU サイクル ステーション 静浦東」は平成29年開設したグループサイクリングのパーク＆ライド拠点施設

観光施設へアクセスす
る路線
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”）

自転車ネットワーク構
築の効率性

基本方針１

基本方針２

基本方針３ 観光・地域
資源を活用
した自転車
の利用促進

視点 路線選定基準 評価指標 目標値 使用デー
タ
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