沼津市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所）
変
３．中心市街地の活性化の目標
［１］から［４］（１）略
中心市街地の活性化の目標と事業の位置づけ

更

後

変
３．中心市街地の活性化の目標
［１］から［４］（１）略
中心市街地の活性化の目標と事業の位置づけ
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更

前

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ
の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
事業名：沼津駅北拠点地区 （略）
（略）
（略）
暮らし・にぎわい再生事業
（展示イベント施設、市民
交流施設、駐車施設）
（略）
事業名：（都）納米里本田 （略）
（略）
（略）
町線道路改良事業
（略）
事業名：双葉町公園整備事 （略）
（略）
（略）
業
（略）
事業名：沼津駅南第一地区 沼津市
鉄道高架事業に併せ、駅南地 支援措置：
土地区画整理事業
区 の 土地 区 画整 理事 業を 実 施 社 会 資 本 整 備
し、公共施設の整備改善、宅地 総合交付金(都
内容：沼津駅南部の土地区
の利用増進、土地の有効活用等、 市 再 生 区 画 整
画整理事業
面的かつ一体的な整備を行うこ 理事業)
Ａ＝3.3ha
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指 実施時期：
実施時期：平成 14 年度～
し、中心市街地の活性化に寄与 平成 22 年度～
平成 31 年度
する。
平成 26 年度
当該事業区域は、沼津駅に隣
接しているが、小規模な宅地が
密集し、行止まり道路があるな
ど回遊性に欠けている。
事業実施により歩行者を優先し
た賑わいある空間作りや、鉄道
施設跡地の有効活用による分譲
マンション等の導入を図る。

事業削除

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ
の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
事業名：沼津駅北拠点地区 （略）
（略）
（略）
暮らし・にぎわい再生事業
（展示イベント施設、市民
交流施設、駐車施設）
（略）
事業名：（都）納米里本田 （略）
（略）
（略）
町線道路改良事業
（略）
事業名：双葉町公園整備事 （略）
（略）
（略）
業
（略）
事業名：沼津駅南第一地区 沼津市
鉄道高架事業に併せ、駅南地 支援措置：
土地区画整理事業
区 の 土地 区 画整 理事 業を 実 施 社 会 資 本 整 備
し、公共施設の整備改善、宅地 総合交付金(都
内容：沼津駅南部の土地区
の利用増進、土地の有効活用等、 市 再 生 区 画 整
画整理事業
面的かつ一体的な整備を行うこ 理事業)
Ａ＝3.3ha
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指 実施時期：
実施時期：平成 14 年度～
し、中心市街地の活性化に寄与 平成 22 年度～
平成 24 年度
する。
平成 24 年度
当該事業区域は、沼津駅に隣
接しているが、小規模な宅地が
密集し、行止まり道路があるな
ど回遊性に欠けている。
事業実施により歩行者を優先し
た賑わいある空間作りや、鉄道
施設跡地の有効活用による分譲
マンション等の導入を図る。
事業名：静岡東部拠点第二 沼津市
鉄道高架事業に併せ、拠点エ ① 社 会 資 本 整
地区土地区画整理事業
リア（12.5ha）と新車両基地エ 備 総 合 交 付 金
リア（5.95ha）計約 18.5ha の土 (都市再生区画
内容：沼津駅北部の土地区
地区画整理事業を実施し、公共 整理事業)
画整理事業
施設の整備改善、宅地の利用増
①Ａ＝12.5ha（都市再生区
進、土地の有効活用、土地利用 実施時期：平成
画整理事業区域）
の整序化等、面的かつ一体的な 24 年度～平成
②Ａ＝18.5ha(都市再生整
整備を図り、静岡県東部地域に 26 年度
備計画区域)
おける広域的な中核拠点の形成
を目指し、中心市街地の活性化 ②支援措置：社
実施時期：平成 19 年度～
に寄与する。
会資本整備総
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平成 36 年度

事業名：町方町・大門町・ （略）
通横町地区第一種市街地
再開発事業
（略）
事業名：狩野川右岸修景事 沼津市
業
内容：狩野川河川敷、護岸
部などの河川空間の整備
区域：あゆみ橋～三園橋
間、永代橋～御成橋間

（略）

（略）

中心市街地にある「あゆみ橋」
を中心とした河川空間とその周
辺を「憩いとにぎわいの空間」
として整備し中心市街地の活性
化を図ることにより、歩行者通
行量の増加に寄与する。

支援措置：社会
資本整備総合
交付金（都市再
生整備計画）

事業名：町方町・大門町・ （略）
通横町地区第一種市街地
再開発事業
（略）
事業名：狩野川護岸修景整 沼津市
備事業
内容：狩野川河川敷、護岸
部などの河川空間の整備
区域：あゆみ橋～三園橋
間、永代橋～御成橋間

実施時期：
平成 22 年度～
平成 26 年度

実施時期：平成 22 年度～
平成 26 年度

（４）への移設

内容：公園施設の充実
実施時期：平成 24 年度～
平成 26 年度

内容：狩野川左岸経路の三
園橋にアンダーパスを設
置する

（略）

実施時期：平成
22 年度～平成
26 年度
（略）

中心市街地にある「あゆみ橋」
を中心とした河川空間とその周
辺を「憩いとにぎわいの空間」
として整備し中心市街地の活性
化を図ることにより、歩行者通
行量の増加に寄与する。

支援措置：社会
資本整備総合
交付金（都市再
生整備計画）

水辺の空間を活用したまちづ
くりを進めるセントラルパーク
構想において憩いやにぎわいの
場として位置づけられる中央公
園を、健康づくりや憩いの場、
ま ち 歩き の 起点 とし て多 く の
方々が利用できるよう整備する
ことにより、中心市街地の活性
化に寄与する。

支援措置：社会
資本整備総合
交付金(都市再
生整備計画)
実施時期：平成
24 年度～平成
26 年度

実施時期：
平成 22 年度～
平成 25 年度

実施時期：平成 22 年度～
事業名：中央公園整備事業 沼津市

事業名：三園橋アンダーパ 沼津市
ス整備

合交付金(都市
再生整備計画)

狩野川左岸経路の三園橋にアン
ダ ー パス を 設置 する こと に よ
り、歩行者や自転車走行の際の
安全な移動空間を確保し、回遊
性の向上、歩行者通行量の増加
を図る。

支援措置：社会
資本整備総合
交付金（都市再
生整備計画）

新規追加

実施時期：
平成 24 年度

実施時期：平成 24 年度
（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
事業名：東駿河湾広域都市 （略）
（略）
（略）
計画都市高速鉄道事業東
海旅客鉄道東海道本線及
び東海旅客鉄道御殿場線
（沼津駅付近連続立体交

その他
の事項

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
事業名：東駿河湾広域都市 （略）
（略）
（略）
計画都市高速鉄道事業東
海旅客鉄道東海道本線及
び東海旅客鉄道御殿場線
（沼津駅付近連続立体交
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その他
の事項

差事業）
（略）
事業名：JR 東海道本線・ 静岡県
JR 御殿場線
内容：連続立体交差 L＝
5.3km（東海道本線 3.7km、
御殿場線 1.6 ㎞を高架化）
実施時期：平成 15 年度～
平成 34 年度
事業名：沼津駅南第一地区 沼津市
土地区画整理事業
内容：沼津駅南部の土地区
画整理事業
Ａ＝3.3ha
実施時期：平成 14 年度～
平成 31 年度

沼津駅周辺の鉄道を一定区間
連 続 して 高 架化 する こと に よ
り、南北交通の円滑化と沼津駅
周 辺 の交 通 機能 の再 整備 を 進
め、安全で利便性の高いまちづ
くりを推進する。
事業実施にともない、将来を
見越した民間投資や事業誘致が
見込め、中心市街地の活性化が
図られる。
鉄道高架事業に併せ、駅南地
区 の 土地 区 画整 理事 業を 実 施
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
面的かつ一体的な整備を行うこ
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指
し、中心市街地の活性化に寄与
する。
当該事業区域は、沼津駅に隣
接しているが、小規模な宅地が
密集し、行止まり道路があるな
ど回遊性に欠けている。
事業実施により歩行者を優先
した賑わいある空間作りや、鉄
道施設跡地の有効活用による分
譲マンション等の導入を図る。

差事業）
（略）
事業名：JR 東海道本線・ 静岡県
JR 御殿場線

支援措置：社会
資本整備総合
交付金（道路事
業(街路)）

内容：連続立体交差 L＝
5.3km（東海道本線 3.7km、
御殿場線 1.6 ㎞を高架化）

実施時期：
平成 25 年度～
平成 29 年度

実施時期：平成 15 年度～
平成 34 年度

支援措置：社会
資本整備総合
交付金(道路事
業(区画))

事業名：沼津駅南第一地区 沼津市
土地区画整理事業
内容：沼津駅南部の土地区
画整理事業
Ａ＝3.3ha

実施時期：
平成 21 年度～
平成 30 年度

実施時期：平成 14 年度～
平成 24 年度

※図表（略）
事業名：沼津駅南第二地区 沼津市
土地区画整理事業
（４）への移設
内容：沼津駅南部の土地区
画整理事業
Ａ＝12.1ha
実施時期：平成 25 年度～
平成 36 年度

4

沼津駅周辺の鉄道を一定区間
連 続 して 高 架化 する こと に よ
り、南北交通の円滑化と沼津駅
周 辺 の交 通 機能 の再 整備 を 進
め、安全で利便性の高いまちづ
くりを推進する。
事業実施にともない、将来を
見越した民間投資や事業誘致が
見込め、中心市街地の活性化が
図られる。
鉄道高架事業に併せ、駅南地
区 の 土地 区 画整 理事 業を 実 施
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
面的かつ一体的な整備を行うこ
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指
し、中心市街地の活性化に寄与
する。
当該事業区域は、沼津駅に隣
接しているが、小規模な宅地が
密集し、行止まり道路があるな
ど回遊性に欠けている。
事業実施により歩行者を優先
した賑わいある空間作りや、鉄
道施設跡地の有効活用による分
譲マンション等の導入を図る。
※図表（略）
鉄道高架事業に併せ、駅南地
区 の 土地 区 画整 理事 業を 実 施
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
面的かつ一体的な整備を行うこ
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指
し、中心市街地の活性化に寄与
する。

支援措置：社会
資本整備総合
交付金（道路事
業(街路)）
実施時期：
平成 21 年度～
平成 25年度

支援措置：社会
資本整備総合
交付金(地域活
力基盤創造計
画)
実施時期：
平成 21 年度～
平成 24 年度

支援措置：社会
資本整備総合
交付金(道路事
業(区画))
実施時期：平成
25 年度

事業名：静岡東部拠点第一 独立行政法
鉄道高架事業に併せ、駅北地
地区土地区画整理事業
人都市再生 区 の 土地 区 画整 理事 業を 実 施
機構
し、公共施設の整備改善、宅地
内容：沼津駅北部の土地区
の利用増進、土地の有効活用等、
画整理事業
面的かつ一体的な整備を図り、
Ａ＝12.1ha
静岡県東部地域における広域的
な中核拠点の形成を目指し、中
実施時期：平成 11 年度～
心市街地の活性化に寄与する。
平成 29 年度
地区内の主な施設整備
・キラメッセ沼津（H10）
・沼津駅北口駅前広場（H14）
・BiVi 沼津（H18）
・東部コンベンションセンター
展示イベント施設
会議場施設 他（H26 年度）
・ホテル（2 箇所）
・分譲マンション

支援措置：社会
資本整備総合
交付金(地域活
力基盤創造計
画)

事業名：静岡東部拠点第二 沼津市
地区土地区画整理事業

鉄道高架事業に併せ、拠点エ
リア（12.5ha）と新車両基地エ
リア（5.95ha）計約 18.5ha の土
地区画整理事業を実施し、公共
施設の整備改善、宅地の利用増
進、土地の有効活用、土地利用
の整序化等、面的かつ一体的な
整備を図り、静岡県東部地域に
おける広域的な中核拠点の形成
を目指し、中心市街地の活性化
に寄与する。

支援措置：社会
資本整備総合
交付金(道路事
業(区画))

（略）

（略）

内容：沼津駅北部の土地区
画整理事業
Ａ＝18.5ha
実施時期：平成 19 年度～
平成 36 年

事業名：自転車通行環境整 （略）
備モデル地区事業
（略）
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業
事業名、内容及び実施時期

実施主体

事業名：中央公園整備事業 沼津市
内容：公園施設の充実
実施時期：平成 26 年度～
平成 28 年度

目標達成のための位置づけ
及び必要性
水辺の空間を活用したまちづ
くりを進めるセントラルパーク
構想において憩いやにぎわいの
場として位置づけられる中央公
園を、健康づくりや憩いの場、
ま ち 歩き の 起点 とし て多 く の
方々が利用できるよう整備する
ことにより、中心市街地の活性
化に寄与する。

実施時期：平成
21 年度～平成
24 年度

事業名：静岡東部拠点第一 独立行政法
鉄道高架事業に併せ、駅北地
地区土地区画整理事業
人都市再生 区 の 土地 区 画整 理事 業を 実 施
機構
し、公共施設の整備改善、宅地
内容：沼津駅北部の土地区
の利用増進、土地の有効活用等、
画整理事業
面的かつ一体的な整備を図り、
Ａ＝12.1ha
静岡県東部地域における広域的
な中核拠点の形成を目指し、中
実施時期：平成 11 年度～
心市街地の活性化に寄与する。
平成 28 年度
地区内の主な施設整備
・キラメッセ沼津（H10）
・沼津駅北口駅前広場（H14）
・BiVi 沼津（H18）
・東部コンベンションセンター
展示イベント施設
会議場施設 他（H26 年度）
・ホテル（2 箇所）
・分譲マンション

支援措置：社会
資本整備総合
交付金(地域活
力基盤創造計
画)

事業名：静岡東部拠点第二 沼津市
地区土地区画整理事業

鉄道高架事業に併せ、拠点エ
リア（12.5ha）と新車両基地エ
リア（5.95ha）計約 18.5ha の土
地区画整理事業を実施し、公共
施設の整備改善、宅地の利用増
進、土地の有効活用、土地利用
の整序化等、面的かつ一体的な
整備を図り、静岡県東部地域に
おける広域的な中核拠点の形成
を目指し、中心市街地の活性化
に寄与する。

支援措置：社会
資本整備総合
交付金(地域活
力基盤創造計
画)

（略）

（略）

目標達成のための位置づけ
及び必要性

国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期

内容：沼津駅北部の土地区
画整理事業
Ａ＝18.5ha

実施時期：平成
21 年度～平成
30 年度

実施時期：平成 19 年度～
平成 36 年

事業名：自転車通行環境整 （略）
備モデル地区事業
（略）
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業

国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期
社会資
本整備
総合交
付金（都
市再生
整備計
画事業）
を活用
予定

事業名、内容及び実施時期

（２）①からの移設
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実施主体

実施時期：平成
21 年度～平成
23 年度

実施時期：平成
21 年度～平成
25 年度

事業名：沼津駅南第二地区 沼津市
土地区画整理事業

（略）

鉄道高架事業に併せ、駅南地
区 の 土地 区 画整 理事 業を 実 施
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
面的かつ一体的な整備を行うこ
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指
し、中心市街地の活性化に寄与
する。
（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

沼津市

景観法を用い良好な景観の形
成に向け取組む。良好な景観を
推進・誘導することで、都市環
境の質的改善を図り、県東部地
域の中核都市に相応しい、うる
おいのある豊かな生活環境の創
造及び個性的で活力あるまちづ
くりを推進する。
土地区画整理事業等に伴い実
施される建築物の更新に合わせ
て、景観計画等に基づいた建築
物の形態・意匠・色彩などを周
辺の背景や自然景観、まち並み
景観と調和するよう誘導するこ
とで、道路や駅前広場等の景観
の向上に努めることにより、来
街者数の増加に寄与することが
できる。
（略）
（略）

内容：沼津駅南部の土地区
画整理事業
Ａ＝12.1ha
実施時期：平成 26 年度～
平成 36 年度
事業名：東部コンベンショ
ンセンター整備事業（会議
場施設、ホテル）
（略）
事業名：町方町・大門町・
通横町地区まちづくり推
進事業
（略）
事業名：沼津駅周辺人にや
さしいまちづくり推進事
業
（略）
事業名：景観形成推進事業
内容：景観計画の策定、景
観条例の制定、景観形成重
点地区の景観形成方針の
運用
実施時期：平成 14 年度～

事業名：駐車場案内システ （略）
ム
（略）
事業名：狩野川左岸（三園 （略）
橋～江川排水機場）経路整
備事業
（略）

（略）

（２）②からの移設

事業名：東部コンベンショ
ンセンター整備事業（会議
場施設、ホテル）
（略）
事業名：町方町・大門町・
通横町地区まちづくり推
進事業
（略）
事業名：沼津駅周辺人にや
さしいまちづくり推進事
業
（略）
事業名：景観形成推進事業

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

沼津市

景観法を用い良好な景観の形
成に向け取組む。良好な景観を
推進・誘導することで、都市環
境の質的改善を図り、県東部地
域の中核都市に相応しい、うる
おいのある豊かな生活環境の創
造及び個性的で活力あるまちづ
くりを推進する。
土地区画整理事業等に伴い実
施される建築物の更新に合わせ
て、景観計画等に基づいた建築
物の形態・意匠・色彩などを周
辺の背景や自然景観、まち並み
景観と調和するよう誘導するこ
とで、道路や駅前広場等の景観
の向上に努めることにより、来
街者数の増加に寄与することが
できる。
（略）
（略）

内容：景観計画の策定、景
観条例の制定
実施時期：平成 14 年度～
平成 22 年度

事業名：駐車場案内システ （略）
ム
（略）
事業名：狩野川左岸（三園 （略）
橋～江川排水機場）経路整
備事業
（略）

（略）
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（略）

（略）

（略）

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①略
（２）②略
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業
事業名、内容及び実施時期

実施主体

事業名：沼津っ子ふれあい （略）
センター運営事業
（略）
事業名：ぬまづ健康福祉プ （略）
ラザ管理運営事業
（略）
事業名：ＮＰＯ活動支援事 沼津市
業
内容：社会貢献に取り組む
ＮＰＯの自立を促し、ＮＰ
Ｏ活動の一層の活性化を
図る。
実施時期：平成 20 年度～
平成 22 年度
事業名：沼津駅周辺人にや （略）
さしいまちづくり推進事
業（再掲）
（略）
事業名：キラメッセぬまづ 沼津市
管理運営事業
内容：東部コンベンション
センター整備事業の一部、
展示イベント施設、市民交
流施設、駐車施設の運営

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①略
（２）②略
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業

（略）

国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期
（略）

（略）

（略）

目標達成のための位置づけ
及び必要性

事業名、内容及び実施時期

実施主体

事業名：沼津っ子ふれあい （略）
センター運営事業
（略）
事業名：ぬまづ健康福祉プ （略）
ラザ管理運営事業
（略）
事業名：ＮＰＯ活動支援事 沼津市
業

サンウェルぬまづ（ぬまづ健
康福祉プラザ）において、ＮＰ
Ｏ相談やＮＰＯ活動の場の提供
を行うとともに、講座や交流会
の開催をとおして、まちづくり
や社会貢献に取り組むＮＰＯ活
動の活性化を図ることで、魅力
あるまちづくりにつながり来街
者数増加に寄与する。

内容：社会貢献に取り組む
ＮＰＯの自立を促し、ＮＰ
Ｏ活動の一層の活性化を
図る。
実施時期：平成 20 年度～

（略）

事業名：沼津駅周辺人にや （略）
さしいまちづくり推進事
業（再掲）
（略）

東部コンベンションセンター
のうち、先行して整備された展
示イベント施設、市民交流施設、
駐車施設について指定管理者に
よる管理を実施し、地域の魅力
の 向 上と に ぎわ いづ くり に よ
り、歩行者通行量の増加に寄与
する。

（略）

国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期
（略）

（略）

（略）

目標達成のための位置づけ
及び必要性

サンウェルぬまづ（ぬまづ健
康福祉プラザ）において、ＮＰ
Ｏ相談やＮＰＯ活動の場の提供
を行うとともに、講座や交流会
の開催をとおして、まちづくり
や社会貢献に取り組むＮＰＯ活
動の活性化を図ることで、魅力
あるまちづくりにつながり来街
者数増加に寄与する。
（略）

新規追加

実施時期：平成 25 年度～

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業 ６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業
と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項
と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項
［１］～［２］略
［１］～［２］略
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（１）略
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
事業名：沼津駅南第一地区 沼津市
鉄道高架事業に併せ、駅南地 支援措置：
土地区画整理事業（再掲）
区 の 土地 区 画整 理事 業を 実 施 社 会 資 本 整 備
し、公共施設の整備改善、宅地 総合交付金(都
内容：沼津駅南部の土地区
の利用増進、土地の有効活用等、 市 再 生 区 画 整
画整理事業
面的かつ一体的な整備を行うこ 理事業)
Ａ＝3.3ha
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指 実施時期：
実施時期：平成 14 年度～
し、中心市街地の活性化に寄与 平成 22 年度～
平成 31 年度
する。
平成 26 年度
当該事業区域は、沼津駅に隣
接しているが、小規模な宅地が
密集し、行止まり道路があるな
ど回遊性に欠けている。
事業実施により歩行者を優先し
た賑わいある空間作りや、鉄道
施設跡地の有効活用による分譲
マンション等の導入を図る。

事業削除

事業名：町方町・大門町・ （略）
（略）
（略）
通横町地区第一種市街地
再開発事業（再掲）
（略）
（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
事業名：地域優良賃貸住宅 （略）
（略）
（略）

（１）略
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
事業名：沼津駅南第一地区 沼津市
鉄道高架事業に併せ、駅南地 支援措置：
土地区画整理事業（再掲）
区 の 土地 区 画整 理事 業を 実 施 社 会 資 本 整 備
し、公共施設の整備改善、宅地 総合交付金(都
内容：沼津駅南部の土地区
の利用増進、土地の有効活用等、 市 再 生 区 画 整
画整理事業
面的かつ一体的な整備を行うこ 理事業)
Ａ＝3.3ha
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指 実施時期：
実施時期：平成 14 年度～
し、中心市街地の活性化に寄与 平成 22 年度～
平成 24 年度
する。
平成 24 年度
当該事業区域は、沼津駅に隣
接しているが、小規模な宅地が
密集し、行止まり道路があるな
ど回遊性に欠けている。
事業実施により歩行者を優先し
た賑わいある空間作りや、鉄道
施設跡地の有効活用による分譲
マンション等の導入を図る。
事業名：静岡東部拠点第二 沼津市
鉄道高架事業に併せ、拠点エ ① 社 会 資 本 整
地区土地区画整理事業（再
リア（12.5ha）と新車両基地エ 備 総 合 交 付 金
掲）
リア（5.95ha）計約 18.5ha の土 (都市再生区画
地区画整理事業を実施し、公共 整理事業)
内容：沼津駅北部の土地区
施設の整備改善、宅地の利用増
画整理事業
進、土地の有効活用、土地利用 実施時期：平成
①Ａ＝12.5ha（都市再生区
の整序化等、面的かつ一体的な 24 年度～平成
画整理事業区域）
整備を図り、静岡県東部地域に 26 年度
②Ａ＝18.5ha(都市再生整
おける広域的な中核拠点の形成
備計画区域)
を目指し、中心市街地の活性化 ②支援措置：社
に寄与する。
会資本整備総
実施時期：平成 19 年度～
合交付金(都市
平成 36 年度
再生整備計画)
実施時期：平成
22 年度～平成
26 年度
（略）

その他
の事項

事業名：町方町・大門町・ （略）
（略）
通横町地区第一種市街地
再開発事業（再掲）
（略）
（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
事業名：地域優良賃貸住宅 （略）
（略）
（略）
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その他
の事項

整備事業（高齢者向け優良
賃貸住宅供給促進事業
（略）
事業名：沼津駅南第一地区 沼津市
土地区画整理事業（再掲）
内容：沼津駅南部の土地区
画整理事業
Ａ＝3.3ha
実施時期：平成 14 年度～
平成 31 年度

鉄道高架事業に併せ、駅南地
区 の 土 地区 画整 理 事業を 実 施
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
面的かつ一体的な整備を行うこ
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指
し、中心市街地の活性化に寄与
する。
当該事業区域は、沼津駅に隣
接しているが、小規模な宅地が
密集し、行止まり道路があるな
ど回遊性に欠けている。
事業実施により歩行者を優先
した賑わいある空間作りや、鉄
道施設跡地の有効活用による分
譲マンション等の導入を図る。

整備事業（高齢者向け優良
賃貸住宅供給促進事業）
（略）
事業名：沼津駅南第一地区 沼津市
土地区画整理事業（再掲）

支援措置：社会
資本整備総合交
付金(道路事業
(区画))

内容：沼津駅南部の土地区
画整理事業
Ａ＝3.3ha

実施時期：
平成 21 年度～
平成 30 年度

実施時期：平成 14 年度～
平成 24 年度

※図表（略）

※図表（略）
事業名：沼津駅南第二地区 沼津市
鉄道高架事業に併せ、駅南地
土地区画整理事業（再掲）
区の土 地区画整理事 業を実 施
し、公共施設の整備改善、宅地
内容：沼津駅南部の土地区
の利用増進、土地の有効活用等、
画整理事業
面的かつ一体的な整備を行うこ
Ａ＝12.1ha
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指
実施時期：平成 25 年度～
し、中心市街地の活性化に寄与
平成 36 年度
する。
事業名：静岡東部拠点第一 独立行政 法
鉄道高架事業に併せ、駅北地
地区土地区画整理事業（再 人都市再 生 区の土 地区画整理事 業を実 施
掲）
機構
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
内容：沼津駅北部の土地区
面的かつ一体的な整備を図り、
画整理事業
静岡県東部地域における広域的
Ａ＝12.1ha
な中核拠点の形成を目指し、中
心市街地の活性化に寄与する。
実施時期：平成 11 年度～
平成 28 年度
地区内の主な施設整備
・キラメッセ沼津（H10）
・沼津駅北口駅前広場（H14）
・BiVi 沼津（H18）
・東部コンベンションセンター
展示イベント施設

（４）への移設

事業名：静岡東部拠点第一 独立行政法
鉄道高架事業に併せ、駅北地
地区土地区画整理事業（再 人都市再生 区 の 土 地区 画整 理 事業を 実 施
掲）
機構
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
内容：沼津駅北部の土地区
面的かつ一体的な整備を図り、
画整理事業
静岡県東部地域における広域的
Ａ＝12.1ha
な中核拠点の形成を目指し、中
心市街地の活性化に寄与する。
実施時期：平成 11 年度～
平成 29 年度
地区内の主な施設整備
・キラメッセ沼津（H10）
・沼津駅北口駅前広場（H14）
・BiVi 沼津（H18）
・東部コンベンションセンター
展示イベント施設

鉄道高架事業に併せ、駅南地
区の土 地区画整理事 業を実 施
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
面的かつ一体的な整備を行うこ
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指
し、中心市街地の活性化に寄与
する。
当該事業区域は、沼津駅に隣
接しているが、小規模な宅地が
密集し、行止まり道路があるな
ど回遊性に欠けている。
事業実施により歩行者を優先
した賑わいある空間作りや、鉄
道施設跡地の有効活用による分
譲マンション等の導入を図る。

支援措置：社会
資本整備総合交
付金(地域活力
基盤創造計画)
実施時期：平成
21 年 度 ～ 平 成
24 年度
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支援措置：社会
資本整備総合交
付金(地域活力
基盤創造計画)
実施時期：
平成 21 年度～
平成 24 年度

支援措置：社会
資本整備総合交
付金(道路事業
(区画))
実施時期：平成
25 年度

支援措置：社会
資本整備総合交
付金(地域活力
基盤創造計画)
実施時期：平成
21 年 度 ～ 平 成
23 年度

事業名：静岡東部拠点第二 沼津市
地区土地区画整理事業（再
掲）
内容：沼津駅北部の土地区
画整理事業
Ａ＝18.5ha
実施時期：平成 19 年度～
平成 36 年度

会議場施設 他（H26 年度）
・ホテル（2 箇所）
・分譲マンション
鉄道高架事業に併せ、拠点エ
リア（12.5ha）と新車両基地エ
リア（5.95ha）計約 18.5ha の土
地区画整理事業を実施し、公共
施設の整備改善、宅地の利用増
進、土地の有効活用、土地利用
の整序化等、面的かつ一体的な
整備を図り、静岡県東部地域に
おける広域的な中核拠点の形成
を目指し、中心市街地の活性化
に寄与する。

支援措置：社会
資本整備総合交
付金(道路事業
(区画))

実施主体

事業名：沼津駅南第二地区 沼津市
土地区画整理事業（再掲）

実施時期：平成 26 年度～
平成 36 年度
事業名：魚町共同住宅等建
設事業
（略）
事業名：高島町共同住宅建
設事業
（略）
事業名：高沢町共同住宅建
設事業
（略）
事業名：浅間町共同住宅建
設事業

実施時期：平成 19 年度～
平成 36 年度

支援措置：社会
資本整備総合交
付金(地域活力
基盤創造計画)

実施時期：平成
21 年 度 ～ 平 成
25 年度

（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業
目標達成のための位置づけ
及び必要性

（略）

鉄道高架事業に併せ、駅南地
区 の 土地 区 画整 理事 業を 実 施
し、公共施設の整備改善、宅地
の利用増進、土地の有効活用等、
面的かつ一体的な整備を行うこ
とで、静岡県東部地域における
広域的な中核拠点の形成を目指
し、中心市街地の活性化に寄与
する。
（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

内容：沼津駅南部の土地区
画整理事業
Ａ＝12.1ha

内容：沼津駅北部の土地区
画整理事業
Ａ＝18.5ha

実施時期：平成
21 年 度 ～ 平 成
30 年度

（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業
事業名、内容及び実施時期

事業名：静岡東部拠点第二 沼津市
地区土地区画整理事業（再
掲）

会議場施設 他（H26 年度）
・ホテル（2 箇所）
・分譲マンション
鉄道高架事業に併せ、拠点エ
リア（12.5ha）と新車両基地エ
リア（5.95ha）計約 18.5ha の土
地区画整理事業を実施し、公共
施設の整備改善、宅地の利用増
進、土地の有効活用、土地利用
の整序化等、面的かつ一体的な
整備を図り、静岡県東部地域に
おける広域的な中核拠点の形成
を目指し、中心市街地の活性化
に寄与する。

国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期

事業名、内容及び実施時期

実施主体

目標達成のための位置づけ
及び必要性

（２）②からの移設

事業名：魚町共同住宅等建
設事業
（略）
事業名：高島町共同住宅建
設事業
（略）
事業名：高沢町共同住宅建
設事業
（略）
事業名：浅間町共同住宅建
設事業

静岡鉄道株
地上 13 階建、総戸数 95 戸の
式会社
分譲住宅からなり、中心市街地
の居住人口の増加に寄与する。

事業内容：共同住宅

事業内容：共同住宅

事業期間：平成 21 年～平
成 23 年
事業名：米山町共同住宅建 ヨシコン株
地上 6 階建、総戸数 37 戸の分
設事業
式会社
譲住宅からなり、中心市街地の

事業期間：平成 21 年～

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

静岡鉄道株
地上 13 階建、総戸数 95 戸の
式会社
分譲住宅からなり、中心市街地
の居住人口の増加に寄与する。

事業名：米山町共同住宅建 ヨシコン株
地上 6 階建、総戸数 37 戸の分
設事業
式会社
譲住宅からなり、中心市街地の
10

国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期

居住人口の増加に寄与する。

居住人口の増加に寄与する。

事業内容：共同住宅

事業内容：共同住宅

事業期間：平成 22 年～平
成 23 年
事業名：大手町二丁目共同 大和ハウス
地上 14 階建、総戸数 39 戸の
住宅建設事業
工業株式会 分譲住宅からなり、中心市街地
社
の居住人口の増加に寄与する。
事業内容：共同住宅

事業期間：平成 22 年～

事業期間：平成 22 年～平
成 23 年

事業期間：平成 22 年～

事業名：大手町二丁目共同 大和ハウス
地上 14 階建、総戸数 39 戸の
住宅建設事業
工業株式会 分譲住宅からなり、中心市街地
社
の居住人口の増加に寄与する。
事業内容：共同住宅

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する
事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
国以外の支援
目標達成のための位置づけ
その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
措置の内容及
及び必要性
の事項
び実施時期
事業名：まちの情報館運営 沼津地域産
市民・商業者のまちづくり活 支援措置：まち
事業
業振興協議 動の拠点施設、若者や商業者の づくり交付金
会
情報受発信サロンとして開設し
内容：まちづくり活動の支
た「まちの情報館」の運営を支 実施時期：平成
援やコーディネート等
援することにより、まちのにぎ 17 年度～平成
わいづくりに寄与し、歩行者通 21 年度
実施時期：平成 16 年度～
行量の増加につながる。
平成 22 年度
事業名：四季彩まちづくり （略）
推進事業
（略）
事業名：民間まちづくり活 沼津市中心
動促進事業
市街地活性
化協議会
内容：多様な主体が取り組
むまちづくり計画の策定
等
実施時期：平成 24 年度～

（略）

（略）

中心市街地において、商店街
等が主体的に行う再生まちづく
りや、中央公園～狩野川～沼津
港間の公共空間の連携、商業者、
地権者、住民、来街者など多様
な主体がまちづくりの目標に向
けて協働して取り組むことがで
きる民間まちづくり計画等につ
いて検討を行うことにより、来
街者の増加、回遊性の向上等を
図り、まちの利便性と魅力の向

支援措置：民間
まちづくり活
動促進事業

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する
事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
国以外の支援
目標達成のための位置づけ
その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
措置の内容及
及び必要性
の事項
び実施時期
事業名：まちの情報館運営 沼津地域産
市民・商業者のまちづくり活 支援措置：まち
事業
業振興協議 動の拠点施設、若者や商業者の づくり交付金
会
情報受発信サロンとして開設し
内容：まちづくり活動の支
た「まちの情報館」の運営を支 実施時期：平成
援やコーディネート等
援することにより、まちのにぎ 17 年度～平成
わいづくりに寄与し、歩行者通 21 年度
実施時期：平成 16 年度～
行量の増加につながる。

事業名：四季彩まちづくり （略）
推進事業
（略）

実施時期：平成
24 年度～平成
26 年度

新規追加
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（略）

（略）

上を目指す。
仲見世商店街空店舗対策 株式会社マ 商店街において長年空店舗とな
事業
ルゲンビル っているビルのリノベーション
ド
により、商業と併せて子育て支
内容：商店街内の空ビルの
援施設や新たなコミュニティ創
リノベーション
出を図る新業態を導入した地域
ニーズに即した複合商業施設を
実施時期：平成 26 年度
整備し、中心市街地のにぎわい
創出と歩行者通行量の増加を図
る。

支援措置：中心
市街地再興戦
略事業、商店街
まちづくり事
業（中心市街地
活性化事業）
実施時期：平成
26 年度

（２）②略
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業
事業名、内容及び実施時期

実施主体

新規追加

（２）②略
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業
目標達成のための位置づけ
及び必要性

国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期

事業名、内容及び実施時期

事業名：沼津商工会議所会 沼津商工会
老朽化した現在の商工会議所
館建設事業
議所
会館を中心市街地活性化区域内
に移転新築し、一層の地域商工
内容：商工会議所の移転建
業の振興を図るとともに、中心
設
市街地の活性化に寄与する。
・中小企業・事業者をはじめ多
実施時期：平成 24 年度～
くの人々が集まりやすい拠点機
平成 25 年度
能の強化
・コンベンションセンターを補
完するホールや会議場の整備な
どオープン機能の拡充
事業名：商店街大型店連携 各商店街大
イーラ de などの大型店と仲
事業
型店
見世商店街や大手町商店街など
の商店街が共同で販売促進活動
内容：大型店と商店街の連
やイベントを実施することで、
携事業
中心市街地のにぎわいを創出す
る。
実施年度：平成 19 年度～
・共同販売促進チラシの発行
・共通テーマによる販売イベン
トの実施
事業名：町方町・大門町・ （略）
（略）
通横町地区まちづくり推
進事業（再掲）
（略）
事業名：中央公園にぎわい （略）
（略）
創出事業
（略）
事業名：空き店舗対策事業 （略）
（略）
（略）

実施主体

目標達成のための位置づけ
及び必要性

事業名：沼津商工会議所会 沼津商工会
老朽化した現在の商工会議所
館建設事業
議所
会館を中心市街地活性化区域内
に移転新築し、一層の地域商工
内容：商工会議所の移転建
業の振興を図るとともに、中心
設
市街地の活性化に寄与する。
・中小企業・事業者をはじめ多
実施時期：平成 24 年度～
くの人々が集まりやすい拠点機
平成 26 年度
能の強化
・コンベンションセンターを補
完するホールや会議場の整備な
どオープン機能の拡充
事業名：商店街大型店連携 各商店街大
イーラ de や沼津西武百貨店
事業
型店
などの大型店と仲見世商店街や
大手町商店街などの商店街が共
内容：大型店と商店街の連
同で販売促進活動やイベントを
携事業
実施することで、中心市街地の
にぎわいを創出する。
実施年度：平成 19 年度～
・共同販売促進チラシの発行
・共通テーマによる販売イベン
トの実施
事業名：町方町・大門町・ （略）
（略）
通横町地区まちづくり推
進事業（再掲）
（略）
事業名：中央公園にぎわい （略）
（略）
創出事業
（略）
事業名：空き店舗対策事業 （略）
（略）
（略）
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国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期

事業名：中心市街地活性化 （略）
出店促進事業
（略）
事業名：沼津自慢屋運営事 沼津市
業
仲見世商店
街振興組合
内容：沼津の特産物を紹介
するアンテナショップの
運営

（略）

あじのひらきや沼津茶、沼津
銘菓など数多くの沼津の特産物
を一堂に集めて販売する「沼津
自慢屋」を営業する。
観光客や地元住民など中心市
街 地 の歩 行 者の 増加 に寄 与 す
る。

事業名：中心市街地活性化 （略）
出店促進事業
（略）
事業名：沼津自慢屋運営事 沼津市
業
仲見世商店
街振興組合
内容：沼津の特産物を紹介
するアンテナショップの
運営

支援措置：ふる
さと雇用再生
特別基金事業
実施時期：平成
21 年度～平成
23 年度

実施時期：平成 21 年度～
平成 23 年度
事業名：テナントミックス
運営事業
（略）
事業名：沼津駅沼津港間連
携事業
（略）
事業名：レンタサイクル導
入事業
（略）
事業名：えき～みなとぶら
りまち歩き事業
（略）
事業名：我入道の渡し船管
理運営事業
（略）
事業名：アーケード名店街
ついたち市
（略）
事業名：あげつち稲荷市
（略）
事業名：静岡県東部地域コ
ンベンションビューロー
運営事業
（略）
事業名：起業創業支援事業
（ステップオフィス運営
事業）
（略）
事業名：ぬまづ産業振興プ
ラザ運営事業
（略）
事業名：沼津夏まつり
（略）

（略）

あじのひらきや沼津茶、沼津
銘菓など数多くの沼津の特産物
を一堂に集めて販売する「沼津
自慢屋」を営業する。
観光客や地元住民など中心市
街 地 の歩 行 者の 増加 に寄 与 す
る。

実施時期：平成 21 年度～

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

事業名：テナントミックス
運営事業
（略）
事業名：沼津駅沼津港間連
携事業
（略）
事業名：レンタサイクル導
入事業
（略）
事業名：えき～みなとぶら
りまち歩き事業
（略）
事業名：我入道の渡し船管
理運営事業
（略）
事業名：アーケード名店街
ついたち市
（略）
事業名：あげつち稲荷市
（略）
事業名：静岡県東部地域コ
ンベンションビューロー
運営事業
（略）
事業名：起業創業支援事業
（ステップオフィス運営
事業）
（略）
事業名：ぬまづ産業振興プ
ラザ運営事業
（略）
事業名：沼津夏まつり
（略）
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（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

支援措置：ふる
さと雇用再生
特別基金事業
実施時期：平成
21 年度～平成
23 年度

事業名：よさこい東海道開 （略）
催事業
（略）
事業名：ぬまづサマーガー ぬまづサマ
デン
ーガーデン
実行委員会
内容：狩野川階段堤でのコ
ンサート等

（略）

事業名：よさこい東海道開 （略）
催事業
（略）
事業名：ぬまづサマーガー ぬまづサマ
デン
ーガーデン
実行委員会
内容：狩野川階段堤でのコ
ンサート等

沼津の地域資源と位置づけら
れる狩野川の階段堤を利用しビ
アガーデンとウォーターフロン
ト コ ンサ ー トを 開催 する こ と
で、沼津らしさを PR するととも
に、にぎわいの場を創出する。

（略）

沼津の地域資源と位置づけら
れる狩野川の階段堤を利用しビ
アガーデンとウォーターフロン
ト コ ンサ ー トを 開催 する こ と
で、沼津らしさを PR するととも
に、にぎわいの場を創出する。

実施時期：平成 4 年度～平
成 24 年度
事業名：港、湧水、せせら （略）
（略）
ぎウォーク
（略）
事業名：ウィンターステー 燦々ぬまづ
沼津の魅力を市内外にアピー
ジ
推進委員会 ルするため、沼津市を象徴する
狩 野 川で 花 火大 会な どを 開 催
内容：狩野川での花火打ち
し、沼津をとりまく自然環境の
上げと屋台など
素晴しさを再認識してもらうと
ともに、年末の中心市街地にに
実施時期：平成 15 年度～
ぎわいと彩りを添えることで中
平成 22 年度
心市街地の活性化に寄与する。
事業名：こいのぼりフェス （略）
（略）
ティバル
（略）
事業名：緑化推進
（略）
（略）
（略）
事業名：まちあるきステー （略）
（略）
（略）
ション運営事業

実施時期：平成 4 年度～

（略）

（略）

新仲見世商店街に子どもたち 支援措置：ふる
事業名：ものづくり体験館 沼津市
株式会社Ｓ がものづくりの技能や技術を見 さ と 雇 用 再 生
運営事業
ＢＳプロモ て、触れて、学ぶことができる 特別基金事業
「沼津ものづくり体験館 スキ
内容：子どもたちがものづ ーション
ルパ」を開設運営する。
実施時期：平成
くりの技能や技術を体験
将来の地域産業の担い手であ 22 年度～平成
できる施設を運営
る子どもたちのものづくりに対 23 年度
する興味を喚起するとともに歩
実施時期：平成22年度～平
行者通行量の増加に寄与する。
成24年度

新仲見世商店街に子どもたち 支援措置：ふる
事業名：ものづくり体験館 沼津市
株式会社Ｓ がものづくりの技能や技術を見 さ と 雇 用 再 生
運営事業
ＢＳプロモ て、触れて、学ぶことができる 特別基金事業
「沼津ものづくり体験館 スキ
内容：子どもたちがものづ ーション
ルパ」を開設運営する。
実施時期：平成
くりの技能や技術を体験
将来の地域産業の担い手であ 22 年度～平成
できる施設を運営
る子どもたちのものづくりに対 23 年度
する興味を喚起するとともに歩
実施時期：平成22年度～
行者通行量の増加に寄与する。

事業名：まちなかアウトド 沼津市
上 土 商 店 街 の 空 店 舗 を 活 用 支援措置：起業
ア発信事業
シーツーデ し、沼津の魅力を満喫できるラ 支 援 型 地 域 雇
ィ
イフスタイルの情報発信を行う 用創造事業
内容：地域の魅力を情報発
施設の運営を支援する。
信する拠点施設を運営
また、海・山・川に囲まれた 実施時期：平成
沼津の中心市街地のロケーショ 25 年度
実施時期：平成 25 年度～
ンを活かしたイベント等の企画

新規追加

事業名：港、湧水、せせら （略）
（略）
ぎウォーク
（略）
事業名：ウィンターステー 燦々ぬまづ
沼津の魅力を市内外にアピー
ジ
推進委員会 ルするため、沼津市を象徴する
狩 野 川で 花 火大 会な どを 開 催
内容：狩野川での花火打ち
し、沼津をとりまく自然環境の
上げと屋台など
素晴しさを再認識してもらうと
ともに、年末の中心市街地にに
実施時期：平成 15 年度～
ぎわいと彩りを添えることで中
心市街地の活性化に寄与する。
事業名：こいのぼりフェス （略）
（略）
ティバル
（略）
事業名：緑化推進
（略）
（略）
（略）
事業名：まちあるきステー （略）
（略）
（略）
ション運営事業
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事業名：狩野川にぎわい創 沼津上土町
出事業
周辺狩野川
河川空間利
内容：狩野川河川空間の利 用調整協議
用調整と利用促進を図る 会
協議会の運営
実施時期：平成 25 年度～

事業名：沼津自慢フェスタ 沼津自慢フ
開催事業
ェスタ実行
委員会
内容：沼津が誇る物産、食
文化、音楽等の魅力を市内
外に発信するイベントの
開催

提案、実践等を行い、中心市街
地の賑わい創出と回遊性の向上
を図る。
沼津上土町周辺の「都市・地
域再生等利用区域の指定」区間
の適正かつ公平な利用調整や、
営業行為も含めた積極的な利用
促 進 につ い て研 究す ると と も
に、これを実践するための仕組
み と して 公 共的 な協 議会 を 設
立・運営する。
これを通じて、狩野川河川空
間に市民の憩いの場、にぎわい
の場を創出し、中心市街地の賑
わ い 創出 と 回遊 性の 向上 を 図
る。
まちなかのにぎわい空間であ
る中央公園を会場に、沼津が誇
る物産、食文化、音楽等の魅力
を市内外に広くＰＲするため、
ビアガーデンや音楽ステージな
ど食べて、飲んで、楽しめるイ
ベントを開催し、中心市街地の
活性化に寄与する。

新規追加

新規追加

実施時期：平成 22 年度～
コミュニティカフェ運営 ㈱ＬＳＣ沼 商店街の空店舗を活用してカフ
事業
津みなみ
ェ「café M103」を開設し、地域
コミュニティ創出の拠点とする
内容：地域コミュニティ・
とともに、店内に来客が自由に
情報拠点となるカフェの
使 え るタ ブ レッ ト端 末を 設 置
運営
し、端末操作やＳＮＳ活用講座
等を開催し、中心市街地の活性
実施時期：平成 23 年～
化に寄与する。
沼津ナイトマーケット
沼津ナイト 夜間の商店街の道路上に食や音
マーケット 楽を提供する夜市を開催するこ
内容：商店街の路上を活用 実行委員会 とで多くの人々が集い憩える空
した夜市
間を創出し、回遊性の向上と歩
行者通行量の増加に寄与する。
実施時期：平成 23 年～
沼津アート名店街事業
アーケード 地域の芸術家が商店街の店舗の
名店街
ショーウインドーや路上のポー
内容：アートイベントの開
ルにオリジナル作品を展示する
催
イベントを開催し、芸術家の創
作・発表の場を創出するととも
実施時期：平成 24 年～
にまちと芸術の関わりを深める
ことで中心市街地の活性化に寄

新規追加

新規追加

新規追加
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与する。
沼津バル「呑み歩いていい いいとも！ 参加者が 5 枚つづりのチケット
とも！」
実行委員会 を購入して中心市街地の飲食店
をはしごするバルイベントの開
内容：まちバルの開催等
催や、呑み歩きパスポートの発
行 を 通じ て まち の魅 力を Ｐ Ｒ
実施時期：平成 24 年～
し、回遊性の向上と歩行者通行
量の増加に寄与する。
事業名：沼津まちづくりゼ 沼津商工会 商店街の店舗において、個店の
ミナール
議所
魅力のＰＲや新規顧客・リピー
ターの獲得を目的に店員が講師
内容：まちゼミの開催
となる無料の講座を開催し、商
店街の活性化、歩行者通行量の
実施時期：平成 25 年度～
増加に寄与する。
事業名：高島町宿泊施設建 静岡鉄道株
客室数 105 室のホテル建設に
設事業
式会社
より中心市街地の交流人口増加
に寄与する。
内容：ホテル建設

新規追加

新規追加

新規追加

実施時期：平成 25 年度～

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
事業名：循環バス運行支援 伊豆箱根鉄
沼津駅や地区内の公共施設と 支援措置：まち
事業
道 株 式 会 沼津港などのにぎわい拠点を連 づくり交付金
社、伊豆箱 絡する循環バスを運行すること
内容：沼津駅を基点とする 根バス株式 により、高齢者や観光客などの、 実施時期：平成
循環バスの運行
会社
来街者数増加に寄与する。
17 年度～平成
20 年度
実施時期：平成 10 年度～
平成 23 年度

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項
［１］～［２］略
（１）略
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
目標達成のための位置づけ
支援措置の内容 その他
事業名、内容及び実施時期
実施主体
及び必要性
及び実施時期
の事項
事業名：循環バス運行支援 伊豆箱根鉄
沼津駅や地区内の公共施設と 支援措置：まち
事業
道 株 式 会 沼津港などのにぎわい拠点を連 づくり交付金
社、伊豆箱 絡する循環バスを運行すること
内容：沼津駅を基点とする 根バス株式 により、高齢者や観光客などの、 実施時期：平成
循環バスの運行
会社
来街者数増加に寄与する。
17 年度～平成
20 年度
実施時期：平成 10 年度～

（２）②（略）
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業

（２）②（略）
（３）略
（４）国の支援措置がないその他の事業

事業名、内容及び実施時期
事業名：環境定期券制度
（略）

実施主体
（略）

目標達成のための位置づけ
及び必要性

国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期

事業名、内容及び実施時期

（略）

事業名：環境定期券制度
（略）
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実施主体
（略）

目標達成のための位置づけ
及び必要性
（略）

国以外の支援
その他
措置の内容及
の事項
び実施時期

事業名：高齢者バス割引定 （略）
期券制度
（略）
事業名：高速バスの運行
富士急シテ
ィバス株式
内容：沼津駅から東京・大 会社、京王
阪方面への長距離バスの 電鉄バス株
運行
式会社、JR
バス関東株
実施時期：平成 18 年度～ 式会社、富
士急山梨バ
ス 株 式 会
社 、 WILLER
EXPRESS 東
海株式会社

（略）

事業名：高齢者バス割引定 （略）
期券制度
（略）
事業名：高速バスの運行
富士急シテ
ィバス株式
内容：沼津駅から東京・大 会社、京王
阪方面への長距離バスの 電鉄バス株
運行
式会社、JR
バス関東株
実施時期：平成 18 年度～ 式会社、富
士急山梨バ
ス株式会社

沼津駅と東京・成田方面、京
都・大阪方面間にて高速バスが
運行され、一部路線については
沼津港まで乗り入れるなど、多
様な交通手段の確保による来街
者数の増加につながっている。
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（略）

沼津駅と東京・成田方面、京
都・大阪方面間にて高速バスが
運行され、一部路線については
沼津港まで乗り入れるなど、多
様な交通手段の確保による来街
者数の増加につながっている。

◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所

◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項
［１］（略）
［２］中心市街地活性化協議会に関する事項

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項
［１］（略）
［２］中心市街地活性化協議会に関する事項

・沼津市中心市街地活性化協議会の開催状況
回
年月日
検討内容
第1回
平成 20 年 12 月 17 日
・中心市街地活性化協議会設立総会
弟2回
平成 21 年 １月 21 日
・中心市街地活性化基本計画（素案）に対する意見書の提出

・沼津市中心市街地活性化協議会の開催状況
回
年月日
検討内容
第 1 回 平成 20 年 12 月 17 日
・中心市街地活性化協議会設立総会
弟 2 回 平成 21 年 １月 21 日
・中心市街地活性化基本計画（素案）に対する意見書の提出
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第3回

平成 21 年 3 月 12 日

第4回
第5回
第6回

平成 21 年 12 月 25 日
平成 22 年 3 月 24 日
平成 22 年 6 月 18 日

第7回

平成 23 年 2 月 2 日

第8回

平成 23 年 3 月 18 日

第9回
第 10 回

平成 23 年 6 月 20 日
平成 23 年 9 月 22 日

第 11 回

平成 24 年 3 月 13 日

第 12 回

平成 24 年 6 月 28 日

第 13 回

平成 24 年 9 月 26 日

第 14 回

平成 25 年 3 月 26 日

第 15 回

平成 25 年 5 月 28 日

第 16 回

平成 25 年 8 月 19 日

第 17 回

平成 25 年 12 月 3 日

第 18 回

平成 26 年 1 月 28 日

第 19 回

平成 26 年 2 月 26 日

について（協議）
・中心市街地活性化基本計画（素案）に対する意見書の提出
について（報告）
・沼津市中心市街地活性化基本計画の認定について
・平成 22 年度事業計画案・収支予算案について
・空店舗対策委員会設置について
・専門委員会設置について
・エリアマネジメント事業について
・エリアマネジメント研究事業の報告について
・専門部会の活動状況について
・認定基本計画の変更について
・平成 23 年度事業計画案・収支予算案について
・町方町･大門町･通横町地区のまちづくりについて
・平成 23 年度の主要事業について
・認定基本計画の進捗状況について
・エリアマネジメント調査研究事業について
・平成 24 年度事業計画案・収支予算案について
・認定基本計画のフォローアップについて
・まちづくり部会の設置について
・平成 24 年度の主要事業について
・タウンマネージャーについて
・西武沼津店撤退について
・エリアマネジメント調査研究事業について
・平成 25 年度事業計画案・収支予算案について
・民間まちづくり活動促進事業について
・まちづくり部会の活動状況について
・平成 25 年度の主要事業について
・認定基本計画の進捗状況について
・民間まちづくり活動促進事業について
・大型商業施設の出店について
・民間まちづくり活動促進事業の経過報告について
・大型商業施設の進出について
・中心市街地活性化協議会の今後のあり方について
・認定基本計画の変更について
・中心市街地活性化のこれまでの取り組みと今後について
・認定基本計画の変更について
・中心市街地活性化協議会の今後の取組について
・民間まちづくり活動促進事業について

第3回
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平成 21 年 3 月 12 日

について（協議）
・中心市街地活性化基本計画（素案）に対する意見書の提出
について（報告）

