
 

 

Ⅰ まちづくりの方針                         Ⅱ 立地適正化計画の基本方針 

 

  

【立地適正化計画の基本方針】 

（１）中心市街地の方針                        （４）安全・安心のまちづくりの方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）都市的居住圏の方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）既成市街地と集落・田園居住地の方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 沼津市立地適正化計画は、沼津市都市計画マスタープランの高度化版で

あるとともに、将来の目指すべき都市像を実現する戦略としての意味合い

を持つ計画 

○ 都市計画マスタープランのまちづくりの考え方として「持続可能なまち

づくり」と「４つの視点のまちづくり」を位置付け 
 
□ 持続可能なまちづくりとは・・・ 

 

 

 

□ ４つの視点のまちづくりとは・・・ 

 

 

■ 沼津市⽴地適正化計画 【概要版】（１／３） 

《 将来都市構造》 

・ 人々が日常生活で活動する中学校区をベースにした１８のコミュニティを重視 

・ 生活圏ごとに利便性が高い居住環境を維持するため、地域の特性や地域資源を活かし、

地域ごとの個性と魅力を鮮明化する生活圏のまちづくりを推進 

①中心市街地と各拠点の連携   ②沼津駅周辺整備を中心とした中心市街地のまちづくり 

③新たな交通基盤を活かしたまちづくり    ④安全・安心のまちづくり 

①プレイスメイキングによる歩いて楽しいまちづくり 

②過度に自動車に依存しないライフスタイルの実践 

□プレイスメイキングとは 

・都市空間の魅力の向上を目的に、

にぎわいを創出し、居心地をよく

すること 

□「ヒト・モノ・コト」とは 

・「ヒト」とは、本市に住む人だけ

でなく、働く人、訪れる人等 

・「モノ」とは、商品・サービス・

情報等 

・「コト」とは、活動・アクティビ

ティ・イベント等 

①中心市街地と各拠点をネットワークで連携させ、都市的居住圏で市全

体の活力向上 

②拠点とネットワークで、広域の「ヒト・モノ・コト」の流れを引き込

み、中心市街地を活性化 

③過度に自動車に依存しないまちづくり 

④市全体の防災安全性向上に寄与する、拠点とネットワークの形成 

①ライフスタイルに応じたメリハリのある土地利用 

②主体的な移動を促して適正な密度を誘導 

③多様な居住環境を提案することにより移住を促進 

【都市機能誘導の基本方針】 

○津波浸水想定区域における総合的なまちづくり 

津波浸水想定区域 

津波避難と津波避難を支えるまちづ

くりの推進 
・津波避難ビルや命山の整備、災害避難行

動計画の策定などにより、避難を中心と
した減災対策を推進 

・耐浪性を有し、避難先となり得る民間施
設を誘導施設に位置付け、「民」の投資を
引き込み、対策を「より早く」、リスクを
「より低く」することで、安全性の向上
と魅力あるまちづくりを推進 

津波対策施設による安全性向上 

・沼津港海岸や沼津牛臥海岸では、県がレ

ベル１津波対策として、防潮堤の耐震化、

液状化対策、嵩上げ等を実施 

・粘り強い効果が発揮されるようハード整

備を行うことで、津波の威力を減衰し、

浸水域や浸水深を低減 

【居住誘導の基本方針】 

導区域の密度を維持 

①都市的居住圏への「ヒト・モノ・コト」の引き込みを指向し、広域から

の利用が見込まれる施設を位置付け 

②中心市街地では、まちなか居住の魅力を高めるため生活利便施設を位置付け 

①人々が日常生活で活動する

中学校区をベースにした 18

のコミュニティを重視し、

市民の日常生活を支えるこ

とができる生活圏のまちづ

くりを推進 

②市民１人１人の多様なライ

フスタイルに対応した「メ

リハリのある土地利用の実

現」 

③市民の主体的な移動を促す

ことで、居住誘導区域の密

度を維持 

資料２ 



 

 

Ⅲ 都市機能誘導区域と誘導施設  

  １．都市機能誘導区域の選定方針                 ３．都市機能誘導区域の設定 
 

 

 

 

 

 

 

 

□都市機能誘導区域の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

４．誘導施設                    ５．都市機能を誘導するための取組 

 

 

 

２．都市機能誘導区域の選定結果 
○ 都市機能誘導区域として、以下の４地区を優先的に選定 

 

 

 

 

 

(1) 都市再生特別措置法に基づいて行うもの 
・ 届出・勧告（支援措置などの情報提供） 

・ 土地のあっせん（市が情報を管理している土地等 ） 

 

(2) 国等が直接行う施策 
・ 都市機能誘導区域の外から内への事業用資産の買換特

例 

・ 誘導施設の整備の用に供するために土地等を譲渡した

場合の譲渡所得の課税の特例 

・ 都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の特例 等 

 

(3) 市が国・県・事業者・市民等と協力し行う施策 

①「ヒト・モノ・コト」の誘導に関する取組   
・ 「中心市街地の活性化」に関する取組として、沼津駅

周辺総合整備事業や町方町・通横町地区第一種市街地

再開発事業の実施、鉄道高架事業や周辺建築物更新等

と連携した公共空間再編検討 等 

・ 「各拠点周辺等の充実」に関する取組として、香陵公

園周辺整備事業の実施や市街化区域への編入の検討 

等 

■ 沼津市⽴地適正化計画 【概要版】（２／３） 

１ ２ 沼津駅及び沼津港周辺 

沼津駅、沼津港、狩野川を一体とし

て捉え、沼津港のにぎわいをまちな

かに引きこむまちづくり 

３ 大岡駅周辺 

広域幹線道路網から「ヒト・モノ・

コト」を受け止め、都市拠点へ導く

地域交流拠点 

４ 北西部地区 

広域幹線道路網から「ヒト・モノ・

コト」を受け止め、都市拠点へ導く

産業交流・防災拠点 

□ 区域設定の考え方 

ＳｔｅｐⅠ          

都市計画運用指針等を踏まえた

基準で、概ねの区域を検討 

・ 都市計画マスタープランにおける拠点

の位置付け 

・ 各種生活利便施設の集積がある区域 

・ 公共交通の利便性が高いエリア 

 

ＳｔｅｐⅡ          

市独自に都市機能誘導区域の設

定に追加する要素で、区域を見

直し 

・ 拠点間のネットワーク、「ヒト・モノ・

コト」の動き （国道１号、国道 414

号、狩野川、主要プロジェクト 等） 

 

ＳｔｅｐⅢ          

用途地域・地形地物等を踏まえ、

最終的な区域（界線）を設定 

・ 用途地域界 

・ 旧中心市街地活性化基本計画対象区域

・ 道路、河川等の地形地物 

②まちなか居住に関する取組         
・ 「まちなか居住促進や新たな施策検討」に関する取

組として、住宅マスタープラン策定を通じた民間事業

者との連携による誘導施策の検討 等 

・ 「既存ストックの有効利用」に関する取組として、

リノベーションまちづくりの推進による空き家等の

リノベーションの促進 等 

・ 「民間活動を促進」する取組として、民間支援まち

づくりファンド事業の実施 等 

③公共交通等の充実に関する取組       
・ 「総合的な交通体系の構築」に関する取組として、

都市・地域総合交通戦略の検討 

・ 「公共交通の利便性向上」に関する取組として、公

共交通ネットワークの再構築やＩＣＴを活用した公

共交通の利用促進・利便性向上を図る施策の検討 等

④その他の取組               
・ 「まちづくりによる防災力の向上」に関する取組と

して、防災都市づくり計画等の検討や耐震化・耐浪

化・不燃化促進 等 

・ 「まちの持続性を高める」取組として、公共施設の

長寿命化・複合化・集約化 

○：誘導施設  △：条件付きの誘導施設 
▲：法定の誘導施設でなく、都市的居住圏等の利便性を支える施設として位置付け 
※１：臨港地区については、市場のみ誘導施設と位置付け 
※２：基準水位２ｍ以上の津波浸水想定区域を基本に、地形・地物等を踏まえ定める区

域（本編Ｐ49 参照）では、構造や屋上の配置等について一定の基準を満たした、
津波に対して安全性が高いもののみを誘導施設と位置付け 

【都市機能誘導区域】 

拠点とネットワークにより広域から都心部に「ヒト・モノ・コト」

を引き込み、市全体の活力を支える都市的居住圏内の拠点を設定 

【都市機能誘導区域に位置付けない拠点については…】 

・「ヒト・モノ・コト」を引き込み、中心市街地を支える機能の確

保や、都市機能の導入と併せた防災性の向上を一体的に検討 

・さらに、今後の市民との対話、都市機能の集積状況、交通環境

の変化等を踏まえ、位置付けを検討 

１ 沼津駅周辺 

３ 大岡駅周辺

２ 沼津港周辺 

４ 北西部地区 



 

 

Ⅳ 居住誘導区域                                                                 Ⅴ 計画の評価・進め方 

 １．居住誘導区域の設定方針                                    ３．居住を誘導するための取組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．居住誘導区域の設定 

 

 

 

１．計画の目標・効果 
○ 本計画に基づき、「コンパクト＋ネットワーク」の都市構造

を目指すにあたり、その進捗・達成状況を分析・評価するた

め、目標指標を設定 

（１）目標指標 

都市機能誘導施策により、「ヒト・モノ・コト」の流れを引き込
み、中心市街地を活性化                   
 

目標指標 
現況値 

平成 30 年（2018 年）
目標値 

平成 48 年（2036 年）

中心市街地の歩行者・

自転車通行量 
63,851 人 80,000 人以上 

中心市街地の居住者数 21,682 人 21,000 人以上 

居住誘導施策により、メリハリのある土地利用を進め主体的な
移動を促し、居住誘導区域の密度を維持           
 

目標指標 
現況値 

平成 29 年（2017 年）
目標値 

平成 48 年（2036 年）

「転入者数」－  

「転出者数」 
-626 人 ＋0 人以上 

都市計画区域内人口に

対する居住誘導区域内

人口の割合 

89％ 89％以上 

公共交通施策により、過度に自動車に依存しないまちづくりを
進め、誰もが住みやすい環境を維持             
 

目標指標 
現況値 

平成 28 年（2016 年）
目標値 

平成 48 年（2036 年）

公共交通利用割合(平日) 20.1％ 20.1％以上 

公共交通利用割合(休日) 13.5％ 13.5％以上 

（２）目標の達成により期待される効果 
 

中心市街地の地価 10％ 上昇 

 

２．計画の進め方 
沼津市都市計画マスタープランでは、当該計画を適切に進

捗管理し、実効性を高めていくため、計画をマネジメントす

る組織やテーマ別のまちづくり推進部会など、今後のまちづ

くりを推進する体制を位置付けています。 

 沼津市立地適正化計画は、沼津市都市計画マスタープラン

の高度化版であるとともに、将来の目指すべき都市像を実現

する戦略としての意味合いを持つ計画であることから、この

組織体制を活用し、計画推進を図ります。 

■ 沼津市⽴地適正化計画 【概要版】（３／３） 

【居住誘導区域】 

居住誘導区域に含める区域は、人々が日常生活で活動するコミュニティの維持を重視していくため、

都市計画マスタープランの都市的居住ゾーン及び日常生活ゾーン（現在の市街化区域）を基本に設定

【居住誘導区域に位置付けない区域】 

━ 都市計画運用指針により、「原則として、含まないこととすべき区域」及び「区域の災害リスク、

警戒避難体制、防災・減災施設の整備状況・見込み等から判断する区域」は、災害対策の状況及び

法令における住宅に対する建築の制限等から判断 

━ さらに、都市計画運用指針により「含めることについては慎重に判断を行うことが望ましい区域」

及びその他の検討が必要な地区は、それぞれの土地利用の状況等を踏まえ判断 

＊ 居住誘導区域は、市街化区域から以下を除外して設定 

①急傾斜地崩壊危険区域 

②土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域 

③工業専用地域 

④足高及び大岡（黄瀬川周辺）の工業地域 

⑤飛び地の市街化区域 

⑥臨港地区 

⑦津波避難困難地区（対策により解消されるまで、居住誘導区域から除外）  

①居住誘導区域内に居住を誘導する取組       
・ 「まちなか居住促進や新たな施策検討」に関する取

組として、住宅マスタープラン策定を通じた民間事

業者との連携による誘導施策の検討やまちなか居住

の促進に向けた居住環境の整備・居住機能の創出 等

・ 「基盤整備等の機会を活かした住宅地の更新・新た

な整備」に関する取組として、沼津駅周辺総合整備

事業や町方町・通横町地区第一種市街地再開発事業

の実施、岡宮北土地区画整理事業の実施 等 

・ 「既存ストックの有効利用」に関する取組として、

リノベーションまちづくりの推進による空き家等の

リノベーションの促進、まちなかの土地所有者等の

土地利用に向けた機運の醸成 等 

・ 「定住促進・地方移住支援」に関する取組として、

若者世帯定住支援奨励金交付制度や奨学金返還支援

事業の実施 等 

 

 

②居住誘導区域の安全性を高める取組        
・ 「まちづくりによる防災力の向上」に関する取組と

して、防災都市づくり計画等の検討や耐震化・耐浪

化・不燃化の促進 等 

・ 「津波のリスク低減」に関する取組として、津波対

策計画の策定と対策の実行による津波避難困難地区

の解消、津波避難ビルの外付け階段や手すりの設置

工事等に対する補助、津波避難路に面する危険なブ

ロック塀等の撤去・改善に対する補助 等 

 

 

③交通利便性を高める取組             
・ 「公共交通の利便性向上」に関する取組として、公

共交通ネットワークの再構築や、居住誘導区域内の

公共交通によるアクセシビリティ向上 等 

・ 「公共交通や道路のネットワーク形成」に関する取

組として、循環バス運行支援、沼津市自転車ネット

ワーク計画に基づく自転車通行空間の整備の検討

等 


