
　

受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月31日 11月16日 高架化後の沼津駅
質問として

・駅舎及び構内のデザインは数年前に公開された完成イ
メージの動画から変更はないのか、より詳細なイメージ動
画は今後アップロードされるのか
・駅直結のマンションや商業施設は可能なのか

あとはただの願望になってしまうのですが

・駅前に深海をモチーフとした街のシンボルになる電飾の
モニュメント（ららぽーと沼津に有るチョウチンアンコウやメ
ンダコの様な物）が欲しい
・駅近に建てる施設の1つに海を専門としたグローバル規
模の大学（産業・資源・生物等の研究開発に駿河湾を活
用）の検討

大都市並に立派な駅になるのを楽しみにしています。

　沼津駅周辺の鉄道高架化に伴う沼津駅の駅舎及び構内のデザインについては、これから具体的にJRと協議を行ってま
いります。その協議に当たりましては、市民の皆様をはじめ、有識者や関係機関等の意見を伺うとともに、今後の駅周辺
の公共空間や景観デザイン等に配慮しながら検討を進めてまいります。具体的なデザインが決定した際には、皆様にご
覧いただけるよう、ホームページや様々な媒体を活用して公表いたします。
　次に、駅直結のマンション及び商業施設についてですが、これまでも、プラサヴェルデ、イーラｄｅの開業や土地区画整理
事業の進展などにより、鉄道高架を見据え、沼津駅周辺にマンションやホテルが立地するなどの民間投資が図られてまい
りました。また、本年１月に新貨物ターミナルの造成工事に着手したことで、中心市街地において、まちを更新する動きが
加速しております。
　今後におきましても、鉄道高架工事が進むことで、民間投資の機運は更に高まっていくものと考えられ、特に、駅に近接
する高架下空間等においては、商業施設などの民間による利用が見込まれるものと考えております。
　次に、駅前のシンボル及び大学の設置についてですが、今後、鉄道高架事業の進展により、貨物駅及び車両基地が移
転することで、沼津駅周辺の鉄道施設がスリム化し、駅前広場の再整備や鉄道施設跡地等の新たな土地活用が可能に
なります。
　鉄道高架事業をはじめとする沼津駅周辺総合整備事業と併せて中心市街地のまちづくりに係る今後の取り組みの方向
性をとりまとめた「沼津市中心市街地まちづくり戦略」において、沼津駅に近接する車両基地跡地の活用方策として、市役
所や広域的な医療施設などの公共公益施設のほか、立地ニーズが見込まれる場合には、大学等の高等教育機関や先端
産業なども候補に含めて検討することとしております。
　今後本格化する鉄道高架工事の進捗に合せ、機を逸することなく、駅前広場整備や車両基地跡地等の具体的な活用方
策を提起できるよう、市民の皆様や関係機関等の意見を伺いながら、導入機能の検討に取り組んでまいります。
　鉄道高架事業をはじめとする沼津駅周辺総合整備事業は、沼津駅周辺の拠点性や利便性を向上させ、都市的魅力を
高めるとともに、本市が将来に渡り発展していくために、必要不可欠なものであります。
　多くの市民の皆様に期待していただいている事業の早期完成に向け、関係機関と連携しながら着実に進めてまいりま
す。

推進課

　　　　　令和４年10月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

3月31日 4月4日 沼津市民よどうするのか？【鉄道事業高架化への懸念】
　沼津市では現在30年越しで計画され、徐々に土地買収や計画地の移転などの前提事
業が進められてきた。しかし、30年前に作られたこの計画だが、沼津市中心部も東西に分
断している沼津駅を中心とした東海道本線を駅舎も含め高架化し、現在駅から西方500ｍ
くらいに位置する貨物ヤードも移転すると云うこ、記憶だが総工費２千億円にもおよぶ計
画だ。
　この計画の起点は、東西に分断された鉄道により、南北交通の渋滞が酷いと云うのが、
そもそもの起点なのだが、高度経済成長が過ぎ去ったこと、伊豆縦貫道が延伸したりして
郊外からの市街地通過の観光車両が減少したことなどにより、南北の渋滞などなくなった
のは明白だと市民として認識している。
　また、計画時点での総予算だが、それから30年も経れば、計画どうりに工事を実施すれ
ば、掛かる総予算額の総額は何倍かに至るだろうと云うことは素人ながら予見されること
だ。なお、この費用は全額国や県が見てくれるものでもなく、沼津市自体の負担も相当あ
るのだが、現在市人口が減りつつあり、大企業が次々と市を離れている現状の中、高齢
化して行く将来の沼津市民に負担できるんだろうか。
　それとも市民サービスがますます縮小されやしないかという懸念を持つ。このことは、既
に周辺実地隊である長泉町と沼津市の子供に対する支援など、格差が生じていることを
感じつつ、危うい行政方針なのではないかという懸念を深めている。

【関連記事】
組織体における時代の変化と目的の空洞化
2019-09-17 | 沼津そして伊豆周辺
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/c4f7348186fb9dca55f1ffb2538a602b

　本市の中心市街地にある３本のガードは、線形や勾配など道路構造が悪いため、日常的な交通渋滞の発生、それに伴う緊急車両の通行支障、交通
事故、歩道が狭隘で勾配がきついために自転車の押し歩き、集中豪雨による通行止めなど、市民生活や経済活動に大きな影響を与えております。
　また、駅周辺の踏切では、通勤・通学時間帯の交通渋滞のほか死亡事故を含め多数の踏切事故が発生している交通課題を抱えております。
　鉄道高架事業をはじめとする沼津駅周辺総合整備事業は、本市のこれらの課題を抜本的に解決します。
　３本のガードは、全て平らで４車線かつ両側に広い歩道のある道路となり、交通渋滞や冠水等による通行止めの解消、緊急車両のスムーズな通行、
バリアフリーで歩行者や自転車に優しい安全安心な交通環境に改善されます。
　また、交通環境の改善のみならず、鉄道敷地が80ｍから50ｍにスリム化され、新たな道路や通路が設置されることで南北市街地の一体化が可能とな
り、回遊性や利便性が向上されるとともに、車両基地や貨物ヤードを移転し、その鉄道施設跡地に商業、教育、福祉など市民が求める様々な機能を集
約することで、各世代がサービスを享受できる、利便性の高いまちづくりが可能となります。
　更に、中心市街地の交通環境が改善されることで、東名・新東名インターから港などの観光資源へのアクセスが良好となり、市外からの交流人口の拡
大も期待できます。
　併せて、沼津駅周辺において土地区画整理事業を実施することで、土地の整序化が図られ、災害に強い良好な宅地が創出される安全安心な市街地
が形成されます。
　このように本事業は、子供から高齢者まで、人々が移動しやすく、多様な世代が暮らしやすい環境づくりや多くの人が訪れたい、住みたい、関わりたい
と思っていただける、魅力のある持続可能なまちづくりを進めていく上で、必要不可欠な都市の基盤（インフラ）を整える事業です。
　県が実施する鉄道高架事業を含め、沼津駅周辺総合整備事業の全体事業費については、市ホームページで公表しているところでありますが、令和３
年度以降の残りの事業費は、国県の費用を含め約1,205億円で、そのうち市が負担する費用は約364億円となっております。本市の財政力は、全国他
市との比較においても良い水準であり、負担可能な規模であります。
　このようなことから、多くの市民の皆様に期待していただいている本事業の早期完成に向け、関係機関と連携しながら着実に進めてまいります。

推進課

　　　　　令和４年３月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

1月4日 1月14日 貨物駅跡地の防災公園
貨物駅跡地に防災公園をつくる時に、大人やシニアにも使
える健康器具の設置を是非検討して下さい。例えば、ベン
チは背伸ばしベンチにして上半身を伸ばせたり、ストレッチ
できたり、懸垂バーでぶら下がって全身伸ばせたり、ペダ
ルをこいで下半身の運動ができる物等、色々あります。子
供は走り回るだけでも運動になりますが、年をとるとなかな
かできません。防災公園というからには、こういう器具は必
要なんじゃないかな？とおもいました。気晴らしや、コミュニ
ケーションのきっかけになり良いと思うので設置してくださ
い。よろしくお願いします。

　鉄道高架事業に伴い移転する貨物駅の跡地につきましては、令和２年３月に策定した沼津市中心
市街地まちづくり戦略において、防災公園の整備を検討するとしており、有識者や商工事業者、地元
住民等で構成される中心市街地まちづくり戦略会議ワーキンググループにて今年度から具体的な検
討を開始したところであります。
　防災機能を有する公園ではありますが、平時の公園として利用される時間が長いことが想定される
ことから、現在は近隣の公園の配置状況、各公園が有する機能、先進地の事例等について情報を
共有しながら、本公園における平時の過ごし方や導入する機能・施設についての検討を進めており
ます。
　ご提案いただきました健康器具の設置につきましては、ワーキンググループの中でも意見として上
がっており、今回「市民の声」でもご意見いただいことを次回のワーキンググループに申し伝えさせて
いただきます。
　貨物駅跡地に整備する防災公園が、多くの市民の皆様にご利用いただける魅力的な公園となるよ
う、引き続き多くの声を伺いながら、丁寧に検討を進めてまいります。
　また、貨物駅跡地の早期の活用に向け、鉄道高架事業をはじめとする沼津駅周辺総合整備事業
を着実に進めてまいりますので、引き続きご理解、ご協力をいただけますよう、お願いします。

推進課

　　　　　令和４年１月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

　　　　　令和３年６月分「市民の声」

6月11日 7月2日 沼津つまらない町
鉄道高架化とか、ほんと興味も関心もないです。
賛成でも反対でもないです、ただ無駄なお金を使わないでほしいだけ。
よく知らないけど30年前の企画でしょ？
そんな大昔の沼津と、いまの沼津は変わってる、時代も変わってる。
覆す勇気は市長にもないの？
オリンピックだって、開催したときの経費より、中止にしたときの経費のが少なくて
済む、って言ってるし。
いまからやめたっていいんじゃない？
正直、車がなければ生活しづらい沼津なんだから、踏切なくなったからって、西武
も丸井も戻ってきてくれるわけでもないし。
贈り物を買う店が駅周辺にない町なんて、もう終わってるよね。
おまけに庶民の味方のヨーカドーまでなくなっちゃうなんて、ほんと寂しいかぎり。
かといって、ららぽーとは違うんだよな…
となると、通販が間違いない、となるわけで、沼津でお金使うこともなくなるはずだ
よね。
それはそれで仕方ない、新幹線の駅もない沼津だもの。
だったら、そんな高架化に何億も使うなら、富士市みたいに無料の広大な駐車場
のある中央公園みたいな市民のための大きな公園を町の近くに作ってほしいで
す。
車社会沼津なのに、車が無料で停められる緑いっぱいの公園ってないものね。
千本も素敵だけど、芝生とかベンチとかないしね。
富士市中央公園は緑がたくさんあって、薔薇も素晴らしいし、本当に癒される公
園。
香稜に体育館もってくるらしいけど、なんであんな狭っ苦しいとこにしちゃったのか
疑問。
愛鷹球場が山にあるんだし、沼津の人はみんな車あるんだから、駐車場もたくさ
んとれるように山へ行けばよかったのに。
香稜を大きな公園にしてくれたらよかったのに。
まぁいまさら、だよね。
あと魅力感じるのは三島市の道路沿いの美しい花。
誰がどう管理しているのか知らないけど、あれは本当に素晴らしいと思う。
手入れしてくれてる人に、ありがとう、と言いたい。
走ってるだけで楽しい。
沼津も三島を見習って、お花いっぱいの町にできないかな？
無駄なお金使うなら、癒される町づくりにお金使ってほしいよ。
沼津港は唯一の目玉だけど、地元の、人達は行かないしね。
観光は港にまかせるとして、市民がもっと「沼津に住んでいてよかったなぁ」と思え
るような町にしてほしい。
いまの沼津はほんと、つまらない。
なにもない。
魅力ない。

〇鉄道高架事業について
現在の沼津駅周辺の踏切やガードでは、日常的な渋滞の発生のほか、歩道の狭隘による自転車の押し歩き、集中豪雨による通行止めや車両の水没
事故、救急車等の緊急車両の円滑な通行に支障が生じるなど、市民生活や経済活動にも大きな影響を与えております。また、沼津駅周辺の踏切にお
いては、平成20年以降４件の死亡事故をはじめ複数件の事故が起きております
鉄道高架事業は、沼津駅周辺の13か所の踏切を除去するとともに、沼津駅周辺で南北を行き来する三つ目ガード、あまねガード及びのぼりみちガード
を４車線かつ両側歩道の平面道路に整備するなど、鉄道が市街地を南北に分断し、まちの発展の妨げとなっている都市構造上の問題や、駅周辺の交
通課題を解決することで、安全安心なまちづくりの実現を図るものです。
また、中心市街地の交通環境が改善されることで、東名・新東名のインターチェンジ及びスマートインターチェンジからの広域アクセスが容易となり、本
市が有する歴史・文化・豊かな自然などの高いポテンシャルを十分に発揮できる構造となり、本市全体の経済活動の活性化にも繋がるものと考えてお
ります。
さらに、沼津駅に隣接する車両基地と貨物駅が郊外へ移転することにより、駅周辺に新たに開発可能となる広大な土地が生まれます。こうした鉄道施
設跡地には、本市の拠点性を高める都市機能等の導入や市民の憩いの場となる防災機能を有する公園の整備等を検討しております。
沼津駅周辺においては、鉄道高架により、鉄道敷地が約80メートルから約50メートルにスリム化されることに伴い、駅前広場が拡張され、歩行者に割り
当てられる広い空間が新たに創出されるほか、駅のコンコースや高架下に多くの南北通路が整備されるなど、南北市街地の回遊性も飛躍的に向上す
ることとなります。
こうした駅周辺の交通環境や空間形成が大きく変化することを契機に、これまで車中心に整備されてきた空間を、訪れる人が快適に過ごせるヒト中心の
歩いて楽しい都市的魅力にあふれる空間へ再編することが可能となります。
鉄道高架事業は、南北市街地の一体化、駅周辺の交通環境の改善及び回遊性の向上など、都市の魅力や価値を高める、将来に受け継ぐまちづくりの
根幹をなす都市基盤整備であります。
早期完成に向け、引き続き、事業主体である県とともに全力を尽くしてまいります。ご理解、ご協力をいただけますよう、お願いします。（推進課）
〇総合体育館について
総合体育館につきましては、現市民体育館や勤労者体育センター、香陵武道場など市内に点在する体育施設を集約するものとして、現在、旧香陵運動
場跡地に建設を進めておりますが、その立地につきましては、市内スポーツ団体の代表や学識経験者等で構成される「沼津市スポーツ推進審議会」へ
の諮問等を経て平成25年に策定した「沼津市新市民体育館基本構想」において、現位置のほか愛鷹運動公園など複数の候補地について検討し、決定
したものであります。
その検討の中で、例えば狩野川護岸アンダーパスでのウォーキングやジョギングといった日常的にスポーツを楽しむ環境をより一層向上させることが期
待できること、また、部活動をはじめダイエットや習い事といった生涯スポーツを促進するためには高齢者の皆様の移動に配慮する必要があり、現位置
であれば車だけでなく公共交通がより多く確保されていること、さらには、駅北のプラサヴェルデと連携したイベントの開催など、中心市街地の他の都市
機能との相乗効果がより期待されることなど、現位置には様々なメリットがあるものとして評価されたものです。
なお、総合体育館につきましては、PFI方式という官民連携による手法により整備を進めており、体育用具の貸し出し機能により手ぶらでも利用いただけ
るなど、より利便性の高い体育館となるよう運営面でも工夫がされているほか、ハイカーでにぎわう沼津アルプスなど、本市の地域資源にも足を向けて
いただけるようなコンシュルジュ機能や、豊かな緑に囲まれ、心地よい時間を過ごすことができる広場空間など、現在の立地を最大限活かした計画もさ
れており、これまで市民体育館等を利用されてこなかった市民の方々にもご利用いただけるものと考えております。（総合体育館整備室）
〇無料で駐車できる公園について
市内においても、広域からの利用が見込まれる公園につきましては、自家用車によるアクセスが可能となるよう無料駐車場を設置しております。千本浜
公園のほかに駐車場がある公園としては、愛鷹運動公園・門池公園・大岡公園・牛臥山公園・片浜北公園等がありますが、これらの公園には芝生広場
も整備され、樹木や草花も多いことから、安らぎを感じられる公園となっております。
今後、新規で公園を整備する際には、駐車場につきましても、公園の規模や立地さらには需要を考慮して整備をしていく必要があると考えております。
〇花いっぱいのまちづくりについて
沼津市では、花と緑にあふれた潤いと安らぎのあるまちづくりを進めるため、自治会、市民団体、商店街組合、企業、学校など、多くの市民の方々のご
協力をいただきながら、それぞれの緑化活動を支援する事業に取り組んでおります。
主なものとしましては、駅周辺や中央公園等への花壇の設置や管理、自治会や各施設の花壇や公共スペースに植えていただく花苗・花の種・球根など
の配布、地域で活動する緑化団体への補助を行っております。
このほか、みどりまつり（令和２年度は中止）や、花いっぱい運動、市民の方を対象とした各種教室などのイベントを通じて、緑化に対する意識を高める
活動を行っており、今後も市民の皆様とともに、花と緑のあふれるまちづくりを進めていきたいと考えております。（緑地公園課）

推進課
総合体育館整備

室
緑地公園課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

12月18日 1月5日 沼津駅周辺の高架化
　何十年も前に決まったことを今実現させようというのは、
おかしいと思う。時代の流れがあり、状況が大きく変わって
いるから。無駄なお金は使わないでほしい。現市長に投票
した人の中には高架化反対の人もいると思う。そこで提案
です。
高架化のメリット、デメリットと橋上駅（？）のメリット、デメ
リットを公平な立場で市民に提示し、住民投票を行ってほし
い。高架化より市立病院を新しくしてほしい。

※私は反対派の運動に所属している者ではありません。
　本当に一市民です。

　現在の沼津駅周辺の踏切やガードでは、日常的な渋滞の発生のほか、歩道の狭隘による自転車の押し歩き、集中豪雨による
通行止めや車両の水没事故、救急車や消防車等の緊急車両の円滑な通行に支障が生じるなど、市民生活や経済活動にも大き
な影響を与えております。
　また、車両基地や貨物駅などの広大な鉄道施設によって南北市街地が分断され、回遊性や利便性が図られないことで、南北市
街地の一体的な発展が阻害されているといった課題があります。
　鉄道高架事業は、沼津駅周辺の13か所の踏切を除去するとともに、沼津駅周辺の３本のガードを４車線かつ両側歩道の道路に
整備し、交通渋滞や冠水等による通行止めの解消、緊急車両のスムーズな通行など、安全で安心なまちづくりの実現を図るもの
であります。
　また、中心市街地の交通環境が改善されることで、東名・新東名のインターチェンジ及びスマートインターチェンジからの広域ア
クセスが容易となり、本市が有する歴史・文化・豊かな自然などの高いポテンシャルを十分に発揮できる構造となり、市域全体の
経済活動の活性化にも繋がるものであります。
　中心市街地においては、南北市街地の一体化と交通環境の改善により、公共空間の再編が可能となります。現在の車中心の
空間から、ヒトが心地よく安全で快適に回遊できるヒト中心の空間へと再編することで、密集や密接の回避などコロナ禍において
求められる新たな生活様式にも対応できるとともに、SDGｓやSociety5.0等の新しい発想によるまちづくりを進めることができる絶
好のチャンスとなります。
　更に、鉄道高架化により生まれる鉄道跡地等を活用することで、居住環境の創出や民間投資が促進され、雇用の創出、交流人
口の拡大や定住人口の確保、拠点性の向上、地域経済の好循環、財源確保にも繋がるものであります。
　ご提案の住民投票については、これまでも平成17年と平成31年に市民の代表者による住民投票条例制定の請求を受けてまい
りましたが、本市議会において「本事業は本市の発展に極めて有効な事業である」とのご判断により、制定に至らなかった経緯も
ございます。
　多くの市民の皆様に期待をいただいている事業でありますので、引き続き、静岡県とともに早期完成に向けて全力を尽くしてまい
りますので、ご理解、ご協力をいただけますよう、お願いします。

推進課

　　　　　令和２年12月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

11月18日 12月4日 沼津駅高架工事
　新聞報道、広報等で少しずつ進捗している様に見受けら
れますが、なぜもっとスピードアップ出来ないのか不思議で
す。強制執行やれば良い。早目に施工しないと工事費が大
幅に増額します。その為市民に余計な負担が増えます。そ
の他の工事を止めても優先的に施工すべきです。その方
が最終的に負担が少なくてすみます。私も50年程建設業
界にいましたのでよく判ります。
　仕事はメリハリです。がんばって下さい。

　鉄道高架事業は、南北市街地の分断や中心市街地が抱える諸問題を抜本的に解決し、都市交通
の円滑化のみならず、中心市街地の活性化や防災といった観点からも大変重要なものであり、多く
の市民がその早期完成を切望している事業であると認識しております。
　新貨物ターミナル整備に係る用地取得につきましては、長期に渡り地権者の皆様に丁寧な説明や
交渉を重ね取り組んでまいりましたが、本市にとってこれ以上、事業を遅らせることができないことか
ら、昨年度に土地収用法に基づく土地明渡しの裁決申請を行いました。本年４月に土地明渡しの裁
決が出され、地権者の皆様には明渡しの期日が通達されましたが、その期日までに全ての明渡しが
履行されなかったことから、１１月１０日に土地収用法に基づき行政代執行法に移るための手続きを
いたしました。今後は静岡県により行政代執行法に基づき代執行の手続きが進められますが、あく
までも、自ら撤去していただくことが望ましいと考えておりますので、代執行が実施されるまでは、誠
意をもって、引き続き明渡しのお願いをしてまいります。
　鉄道高架本体や新車両基地等の鉄道施設の工事着手に向けましては、現在、その工法や手順等
について、事業主体である県とともに、鉄道事業者と協議を進めているところであります。同時に、鉄
道事業者との協議の完了後、速やかに工事へ着手できるよう、県では昨年度に新車両基地の工事
に支障となる高圧鉄塔等の送電設備の移設を実施したほか、市では新車両基地と交差する都市計
画道路「片浜西沢田線」や周辺道路など鉄道施設の整備の着手前に実施しておかなければならな
い工事に取り組んでおります。
　一日でも早く完成できるよう、引き続き、県とともに全力を尽くしてまいりますので、ご理解、ご協力
をいただけますようお願いいたします。

推進課

　　　　　令和２年11月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

7月9日 7月20日 鉄道高架
はやくやってくれるとうれしいです。

　鉄道高架事業は、鉄道により分断された南北市街地を一体化し、まちの回遊性や拠点性を向上さ
せるとともに、高架下の空間に商業施設や福祉施設などが導入されることで、中心市街地の活性化
や生活利便性の向上を図るものです。
　また、駅周辺にある踏切の除却や狭くて勾配のあるガードが平面で広い歩道のついた４車線化さ
れた道路となり、交通の円滑化や歩行者の安全性の確保が図られます。さらに、渋滞が解消される
ことで、救急車などの緊急車両もスムーズに走行できるようになり、防災性の向上が図られ、様々な
世代が暮らしやすい安全安心なまちづくりに繋がります。
　鉄道高架事業は魅力あるまちづくりの実現に必要不可欠であり、一日も早い完成に向け、引き続
き事業主体である静岡県とともに全力で取り組んでまいりますので、ご理解、ご協力をいただけます
ようお願いいたします。

推進課

　　　　　令和２年７月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月26日 6月3日 鉄道高架事業
　鉄道高架事業についてだが昨年9月現在で新車両基地
用地は約99.8%、新貨物ターミナル用地は約94.2%との事だ
が取得率の高い新車両基地の建設から先に着工出来ない
のだろうか。
　今日の新貨物ターミナル用地の取得絡みの報道を見て
いると収用委の裁決によりだいぶ進捗したように見える
が、民事裁判等を反対派がしてくる可能性は高くまだ時間
が掛かるのではと考えられる。
　そこで冒頭にも述べたが先に取得がほぼ終わった車両
基地の建設、御殿場線の一部の高架から始める事は出来
ないのだろうか。
　全体で13年もかかるこの事業、車両基地の建設だけでも
5年の歳月が掛かるようで車両基地を作っている間に貨物
ターミナルの土地問題が解決する可能性もある。同時着工
に拘るのではなく行政としても出来る事から着工するなどし
て工期短縮等臨機応変に対応して欲しい。

　鉄道高架事業は、南北市街地の分断や中心市街地が抱える諸問題を抜本的に解決し、都市交通
の円滑化のみならず、中心市街地の活性化や防災といった観点からも大変重要なものであり、多く
の市民がその早期完成を切望している事業であります。
　鉄道高架本体や新車両基地等の鉄道施設の工事着手につきましては、現在、その工法や手順等
について、事業主体である静岡県とともに、鉄道事業者と協議を進めているところであります。
　ご指摘いただきましたとおり、出来る事から進めていくことは、事業の円滑な推進に不可欠であるこ
とから、鉄道事業者との協議の完了後、速やかに工事へ着手できるよう、県では昨年度に新車両基
地の工事に支障となる高圧鉄塔等の送電設備の移設を実施したほか、市では新車両基地と交差す
る都市計画道路「片浜西沢田線」や周辺道路など鉄道施設の整備前に実施しておかなければならな
い工事を現在進めているところであります。
　一日でも早く完成できるよう、引き続き、事業主体である県とともに全力を尽くしてまいりますので、
ご理解、ご協力をいただけますようお願いいたします。

推進課

　　　　　令和２年５月分「市民の声」
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