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静岡東部拠点第一地区土地区画整理事業の完了にあたって

静岡東部拠点第一地区土地区画整理事業は､独立行政法大都市再生機構(当時､地域振興整備公団)が平成12

年度に事業認可を受けてから12年余にわたり鋭意進めてきた事業です｡今般､本事業が完了したことを関係権利者､

関係機関の方々及び本事業の推進にご協力いただいた方々にご報告するとともに､これまでの事業推進に対するご

協力ご支援に､心よりお礼申し上げます｡

本地区は､旧日本国有鉄道東海道本線･御殿場線の輸送の重要な基地である沼津機関区の跡地を中心とした区域

であり､この事業により､ 21世紀にふさわしい静岡県東部の拠点地区となることが期待されています｡現在､鉄道高架

事業や他の土地区画整理事業が進行中でありますが､全事業の完成の暁には､沼津市が交流拠点都市となることを

願ってやみません｡

平成24年9月

独立行政法大都市再生機構東日本都市再生本部

静岡東部都市再生事務所　所長　　磯田　悟

沼津駅周辺総合整備事業の概要

沼津市は､ ｢地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律｣に基づき､富士宮市､富士市､三島市､

長泉聞及Vi高水町とともに静岡県東部地域の拠点都市地域に指定されています｡また､同法による基本計画において､沼津駅周

辺地区は､商業･アミューズメント機能や中枢管理業務を中心とする都市機能の集積と高度化を促進するとともに､情報発信･広

域的交流活動拠点機能等の高次都市機能の導入を図〇､本地域及び周辺地域を含めた圏域交流の中核となる高次都市拠点を形

成するものと位置付けられています｡このため､沼津駅周辺総合整備事業は､静岡県東部の拠点都市にふさわしい｢人と環境を大

切にする県東部広域拠点都市｣として発展するように､中心市街地の

交通問題の解決､鉄道をはさんだ南北市街地の一体化､新たな都市の

魅力をつくるための土地利用転換などを目的として進められています0

この事業は､鉄道高架事業､関連道路整備事業､土地区画整理事業､

市街地再開発事業及び拠点開発事業により構成されております｡独

立行政法大都市再生機構は､このうち静岡東部拠点第一地区土地区

画整理事業の施行及び拠点開発地域へ商業施設の誘致を行い､沼津

駅北側の市街地の都市機能の更新及び活性化に寄与しています｡

市街地再開発事業 ��

馳曲眠開発事案一拠点施設等の整備 
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静岡東部拠点第一地区土地区画整理事業の概要
本事業は､ i日日本国有鉄道沼津機関区跡地の大規模空閑地を活用し､駅前広場の整備及びこれに接続する幹線道路等の公共施設

の整備を行うとともに､周辺の既成市街地の道路及び公園を整備し､あわせて文化交流機能等の高次都市機能の集積を図ることによ

り､静岡県東部拠点都市地域の拠点地区にふさわしい都市環境の整備と高次都市拠点の形成に資することを目的としています｡

このため､大規模空閑地については､都市活性化のための情報発信･交流の拠点施設の導入が可能となるように公共･公益施設及

び宅地の整備を行っております｡また周辺の商業･業務地区については､土地の有効利用及び高度利用を促進するため.住宅地につい

ては､良好な都心居住環境を形成するための整備をそれぞれ行っています｡

○土地の施行前後面積対照表

○事業名称 東駿河湾広域都市計画事業静岡東部拠点第一地区
土地区画整理事業

○施　行　者　独立行政法大都市再生機構

J事業期間　誤籍35Fillf7号aT,P成30年3月31日

○地区面積　約12.1ha

S平均減歩率　約324% (公共減歩率276%)

○事　業　費　約158億円
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換地計画認可･換地計画縦覧(一Hz4.5.21)

換地計画について答申(第43回土地区画整理審議会)

コンベンション施設建設開始

指数1個当たりの単価の決定(第20回評価貴会)

静岡東部拠点第一地区土地区画整理事業計画の第5回変更認可

静岡東部都市再生事務所へ名称変更

キラメッセぬまづ閉館

静岡東部拠点第一地区土地区画整理事業計画の第4回変更認可

土地区画整理審議会委員改選(第3期)

国道4 1 4号嵩上げ工事のため部分通行止め開始

上様棒線嵩上げ工事のため全面通行止め開始

仮住まい住宅4棟､施設1棟完成

市､沼津駅北第一地区計画変更

県･市｢静岡県東部地域拠点施設整備構想｣公表

大手町地区再開発ビル｢イ-ラde｣開業

県､鉄道高架事業の事業認可(変更) ､新貨物駅整備の事業認可(変更)

静岡東部拠点第二地区土地区画整理事業認可(市施行)

沼津駅周辺土地区画整理事業の都市計画決定(変更)

県､鉄道高架事業の事業認可

静岡東部拠点第一地区土地区画整理事業計画の第3回変更認可

仮住まい住宅6棟完成､入居開始

市､沼津駅北第一地区計画告示

拠点施設｢BiVi沼津｣ (運営:大和リース(蘇))開業

まちづくり協議会､地区計画の素案となる要望書を市長へ提出

土地区画整理審議会委員改選(第2期)

仮住まい住宅用地借地契約

大和工商リース､拠点施設建築工事の着工

第1回使用収益開始(一Hz4.5 25まで計36回実施)

静岡東部拠点第一地区まちづくり協議会結成

拠点施設賃貸借予定者(大和工商リース(樵))と予約契約及び確認書締結

拠点施設賃貸借予定者の募集開始

独立行政法大都市再生機構発足

北口駅前広場｢2008年度土木学会デザイン賞優秀賞｣受賞

拠点開発用地内で不発弾が見つかる(2月11日除去作業)

第1回仮換地指定(一Hz2.12 10まで計19回実施)

北口駅前広場｢バリアフリー優秀施設大賞｣受賞

静岡東部拠点第一地区土地区画整理事業計画の第2回変更認可

北口駅前広場　21世紀の｢人と建設技術｣賞受賞

仮換地の供覧(～H 1 5.4.24)

換地設計について答申(第1 5回土地区画整理審議会)

東駿河湾広域都市計画都市高速鉄道､都市計画決定

｢沼津駅北口駅前広場オープニングセレモニー｣､北口駅前広場供用開始

第1回評価員会開催(一Hz4工12まで計20回開催)

上ノ段遺跡発掘調査を実施(～H14 3.22)

静岡東部拠点第一地区土地区画整理事業計画の変更認可

北口駅前広場起工式

ふるさとの顔づくりモデル土地区画整理事業の地区指定

第1回土地区画整理審議会開催(一Hz4 6 28まで計44回開催)

静岡東部拠点第一地区土地区画整理事業認可(公団施行)

静岡東部拠点第一地区事業計画と施行規程の縦覧(～H12 2 8)

キラメッセぬまづオープン

県･市･公団が国鉄清算事業団から旧国鉄沼津機関区跡地の土地取得開始(約5.6ha)

第1回区画整理権利者懇談会(～H12 1 25まで計6回開催)

静岡東部特定再開発事務所開設(当時　地域振興整備公団)

静岡東部特定再開発事業実施基本計画認可

静岡東部拠点特定再開発事業要請

沼津駅周辺土地区画整理事業(約40.Zha)､及び国道4 1 4号他1 1路線の

道路を都市計画決定

静岡県東部拠点都市地域整備基本計画の知事承認

地方拠点法に基づく静岡東都地方拠点都市地域の指定(沼津市含む4市2町)

換地計画の答申(第43回審議会)

21世紀の｢人と建設技術｣賞受賞

北口駅前広場オープニングセレモニー

静岡東部特定再開発事業事業要請

UR都市機構の都市機能更新型土地区画整理事業

都市機能更新事業(旧特定再開発事業)は､大都市の既成市街地等において､都市機能の更新と市街地の整備改善を目的とし

て行うもので､その手法には土地区画整理事業と市街地再開発事業があります｡昭和56年度に事業制度が創設され､平成1 1年

度に事業名称が｢特定再開発事業｣から｢都市機能更新事業｣に変更されました｡

UR都市機構では､都市の抱える課題の解決を図るため､ノウハウ･人材等が不足する地方公共団体の行政機能を補完するとと

もに､民間事業者を都市再生に誘導するための条件整備を行い､都市構造転換や地域活性化､防災性の向上につながる都市再生

事業に取り組む中で.都市機能更新事業を全国で実施しております｡

UR都市機構の都市機能更新型土地区画整理事業の実施地区
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1｣!星星星型星星に星豊国 剪ﾟ C) D繍 一〇 g う ��ｲ�Sｪ)?������*��ﾙ�����

地区名 傀ｨﾝﾙ&��i施行面積(ha) 

SSSm含回書臆賀 

∵ 刪ｰ屋中央 兌ｨﾌ侈x��夊�2�13.4 

圃丹波口駅 劍ｹ�78�8岑ｹ霎c�r��ｲ�

さいたま新都心 �+8*(+ﾘ-ﾈ�9(h匣ｾb��Xｪ�cCsB�

渇 刪ｰ屋西部第一 兌ｨﾌ侈x��夊�8耳�ｨ璽2�

:千 剔蜊纉d撃都市拠点 ��Xﾞ8�9JｩOh�2�24.6 

囲 �-立川基地跡地関連 �8ﾈｹ�79zvﾆ迄�2�58.8 

圃みなと訪-竜l中央 劍���Vﾈ�9(hｾb��ﾈｾb�lot.8 

圃蘇我(そ力?)陸海 劔�ywH�9(h匣ｾb�38.5 

圃枇杷島(びわじま)駅東 劍蟹&ﾘﾊy�ﾈ�?ｨ皐ﾅ9�ﾉO宇i8y*ﾂ�2ー8 

川豊洲ニ丁目(個人施行) 冓東京都江東区 ��#2綯�

干葉中央潜 刳ｱ葉市中央区20.7 

3水戸釈南口 刪�骭ｧ水戸市l一､2 

温 刄jー神戸東都新都心(受託施行) ���ｸ�9>Xｾb�(h匣ｾb�ラオテ 

騙辻堂袖吾二千百て宿大滝行) 劔��=��ﾈﾊy:��(�2�24.6 

囲雷鳥(受託施行)｢兵庫県淡路市 劔20.9 

静岡東部拠点第一!静岡県沼津市 �12ー1 

言香推副都心 剳汢ｪ市東区 田b�2�

～ ��ｹOi*9�ﾉYI78�8ｹ)5���I&ﾘﾊx朱�(�2�43.5 

地区名…所在地 冓施行面積(ha) 

圏仙台市あずと長町 ��Y�H�9�飆(ｾc�"���

囲大阪駅北大深東 ��Xﾞ8�9fｸｾcゅb�

園渡辺通駅北 兀�ｨ�9(h匣ｾb�2.5 

圏押上業平橋駅周辺(受託施行) �8ﾈｹ�79f�68ｾb�6.4 

闘大手町 ��13.1 

璽太子堂円泉ケ岡(個人施行)ー東京都世田谷区 �0.2 

露吹田操車場跡 侭�Xﾞ9Wｹ��68�2駘ﾉ,8�2�22.1 

圏根岸三丁目中央(個人施行) ��

圏柏崎駅前 ��hｨ8ﾊyI�ﾞ育9?｢綯�

園二葉の里 儘ﾉ8x�98ﾈｾc�2繧�

認渋谷駅街区(共同施行) �8ﾈｹ�78��$ｨｾc�R絣�

題北仲通北(事務局受託) ��Vﾈ�9(hｾcr絣�

蟻漠ニ丁目乗:東京都中央区ll.8 

圏田町駅東口北i東京都窪区17.7 

国訴講話玉垣.白子 倅�Hﾊy~俾ﾘ�2�17.6 

園東武動物公園駅西口 俥仂ｨﾊy>ﾈﾞ仂ｨﾅ8ｷｹ�9*ﾂ�0.5 

囲城野駅北 兀�ｨﾊyfｸｾ8�(�2�~~]言9 
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