
三保地区自転車走行空間 

ネットワーク整備計画

平成 27 年 3 月 

静 岡 市 



三保地区自転車走行空間      整備計画

目     次 

第 1章.  事業の概要  

1.1  三保地区自転車走行空間      整備計画 策定の背景と目的 ・・・ Ｐ1 

1.2  静岡市自転車走行区間      整備計画  関連・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ2 

1.3  三保地区の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ3 

1.4  三保地区自転車走行区間      整備計画の概要・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ5 

1.5  関連計画について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ5 

1.6  事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ6 

第2章.  自転車走行空間       整備

2.1  ネットワークの基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ7 

2.2        路線 選定                                  ・・・・・・ Ｐ8 

2.3  整備の優先順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ10 

2.4  自転車走行空間      整備路線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ12 

第３章.  公共サインの整備 

3.1  サイン整備の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ14 

3.2  関連  法律 整理                                   ・・・・・・・ Ｐ15 

3.3  サインの目的地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ22 

3.4  サインの整備箇所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ23 

3.5  サインの設置基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ23 

参考資料 

三保地区のネットワークコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ25 



第 1章 事業の概要

1.1 三保地区自転車走行空間ネットワーク整備計画策定の背景と目的

○ 地域住民 生活 配慮   安心 安全 自転車走行空間 整備   
○ 観光地    地域 活性化 寄与  自転車走行空間ネットワークを整備する。
○  静岡市自転車走行空間      整備計画   地区計画     地域住民 安心 安全  観光地として地
域 活性化    三保地区自転車走行空間        整備   

○ 地域住民 生活 配慮   安心 安全 自転車走行空間を整備する。 
静岡市では平成 20 年度に、安全で快適な自転車走行空間の連続性の確保、及び自転車の

利用促進を図ることを目的として「静岡市自転車道ネットワーク整備計画」を策定し、通行

機能・アクセス機能・ネットワーク機能を有する自転車走行空間の整備を進めてきた。 

 また、平成 24 年度に国土交通省・警察庁から「安全で快適な自転車利用環境創出ガイド

ライン」が策定されたことを受け、次期計画となる「静岡市自転車走行空間ネットワーク整

備計画」が策定されることとなった。 

しかし、三保地区においては、既存の太平洋岸自転車道と、一部の路線以外、自転車走行

空間が整備されていないため、地域住民が日常生活の中で、安心・安全に利用できる自転車

利用環境が整備されていない状況がある。 

よって、三保地区も同様、地域住民の生活に配慮した安心・安全な自転車走行空間の整備

が必要である。 

○観光地    地域 活性化 寄与  自転車走行空間 整備    
平成 25年 6 月 22 日には、「富士山」の世界文化遺産の構

成資産として「三保松原」が登録されたことから、三保地

区に訪れる観光客が増大している。 

しかし、観光客のほとんどは、三保松原「羽衣の松」の

みを訪れる『単発観光』が主となっているため、三保地区

全体の活性化に繋がっていない。 

また、三保半島には多様なアクセス方法（路線バス・水

上バス・レンタサイクル）が確保されているが、三保半島

へのアクセスは依然自動車が主体となっており、三保街道

では断続的な渋滞が発生している。

三保半島には多くの観光施設や眺望ポイントが存在し、

既存の太平洋岸自転車道を軸に周囲約 10 ㎞程であること

から、自転車は半島内を回遊するのに適した交通手段であ

る。こうした中で、自転車を利用した三保地区の回遊環境

を整備することで、観光客のより長期の滞在を誘発し、ひ

いては三保地区の地域経済の振興と活性化を図ることが課

題となっている。 

○  静岡市自転車走行空間  トワーク整備計画」の「地区計画」として、
地域住民 安心・安全と、観光地として地域を活性化させる二つの機能
 持 合     三保地区自転車走行空間      」を整備する。 

・ 地域住民の生活に配慮した、安心・安全な自転車走行空間

の整備と、三保半島を訪れる観光客の回遊性を向上し、地

域を活性化させる二つの機能を持ち合わせた「地区計画」

として、『三保地区自転車走行空間ネットワーク整備計画』を策定する。 

１. 事業の概要 

既存の太平洋岸自転車道 

渋滞する三保街道 

羽衣の松を訪れる多くの観光客 
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第 1章 事業の概要

1.2 静岡市自転車走行空間ネットワーク整備計画との関連

○  静岡市自転車走行空間      整備計画   上位計画    第 3 次静岡市総合計画」に基づき、静岡
市 道路整備 方向性 示   静岡市        下位計画 及  静岡市自転車利用計画  施策 一
つとして位置づけられている。

○ 本計画  上記 静岡市自転車走行空間      整備計画 における、三保半島に特化した地区計画として
位置づけられる。

図 1-1 三保地区自転車走行空間ネットワーク整備計画の位置づけ 

１.  事業の概要 

三保地区自転車走行空間 

ネットワーク整備計画 
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第 1章 事業の概要
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・ 

1.3 三保地区の現状

○ 三保半島には多様     方法（路線   水上          ） 確保されているが、三保半島へ
のアクセスは依然、自動車 主体       三保街道  断続的な渋滞が発生している。

（1） 来訪者数 
・ 平成 25年 6 月 22日の世界遺産登録後「三保松原」を訪れる観光客は、約 2.5 倍に増大し、

平成 25年度は、週末には平均 5,300 人/日、特に 11月週末に

は平均7,300人/日が訪れた。さらに、平成26年度のGWには、

最大 10,000 人/日もの観光客が訪れた。 

・ 観光客の多くは車で来訪するため、周辺の駐車場が不足し、

週末には「三保松原」に向かう車で、（一）三保駒越線は、「駒

越東町」付近まで断続的な渋滞が続いている。

図 1-2 三保松原観光交流客数 

【出典：観光・CP課提供資料より作成】 

図 1-3 三保松原来訪者数（土日祝日平均） 

【出典：観光・CP課提供資料より作成】 

来訪者数＝乗用車 1台＝3名、観光バス 1台＝40名で計算

（2） 路線  利用者数
・ 平成 25 年 6 月の世界遺産登録以降、清水駅から三保松原へ向かうバスの利用者は 1.2～

1.3 倍に増大した。 

・ 平成 25 年 10 月からは、土日祝日のみ運行の「世界文化遺産三保松原」行きの路線が新

たに増便されたが、既存バスとともに、一便当たりの平均利用者数は、10 名／便 程度

であるため、有効に活用されているとはいえない。

図 1-4 月別三保松原行き バス利用者数（降車）（H25） 

【出典：しずてつジャストライン提供資料より作成】

静鉄ジャストライン（三保山の手線） 

（3） 水上      三保号利用者数
・ 平成 25 年 8 月からスタートした無料水上バス「ちゃり三保号」により、利用者は、前年

度の 2.5 倍に増大した。その後、平成 26年 10月に「ちゃり三保号Ⅱ」として、平日にも

運行されるようになり、さらに利用者が増大した。 

図 1-5 月別 水上バス 乗船人数（H24・H25・H26） 

【出典：株式会社エスパルスドリームフェリー提供資料より作成】

ちゃり三保号 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
降車 8,105 8,199 9,296 9,216 9,614 9,208 11,133 12,114 10,460 11,010 10,662
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平成24年 合計 1,172 1,343 1,112 941 1,163 964 1,537 952 813 829 863 1,138

平成25年 合計 1,419 1,671 702 1,029 3,025 2,730 2,296 2,001 1,346 1,601 1,072 2,532

平成26年 合計 2,144 4,308 2,025 2,695 4,626 3,332 2,173 3,571 2,982 3,544 2,897
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１.  事業の概要 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均

平成25年度 4,051 4,234 4,152 4,885 6,342 7,332 5,337 6,053 4,814 5,474 5,267

平成26年度 4,700 5,644 4,166 3,310 3,017 4,107 3,875 4,490 2,233 4,346 3,429 3,938
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H25.6.22 

世界文化遺産登録 

H25.6.22 

世界遺産登録 

「世界文化遺産三保松原」行き 

増便（土日祝日のみ運行）

渋滞する（一）三保駒越線 

Ｈ25.8 無料水上バス ちゃり三保号 スタート

H25.6.22 世界文化遺産登録後 

25％増 

Ｈ26.10 ちゃり三保号Ⅱ スタート
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第 1章 事業の概要

・ 

（4） 三保半島までの交通アクセスの割合 
・ 平成 25年 10 月 12 日の休日を例にとると、三保半島までのアクセスでは、車が 93％、バ

スが 6％、水上バスが 1％。「三保松原」までの交通手段は、車が主体となっている。

（5）        利用者数
・ 平成 26 年 12 月から、三保半島内に 11 台のレンタサイクル自転車が追加され、現在は、

清水駅周辺に 3 箇所 7 台、日の出地区に 2 箇所 15 台、三保半島内に 7 箇所 31 台、合計

12 箇所 53台のレンタサイクルを実施している。

・ 地区全体で、一ケ月平均 210 台のレンタサイクル自転車が貸出されているが、1 日平均、

6.8 台の利用（稼働率 21％）にとどまっている。

※ 稼働率 ＝ 1日当たりの利用台数（1ケ月当りの利用台数から換算）／レンタサイクル台数

図 1-7 レンタサイクル設置箇所図 

【出典：（公財）静岡観光コンベンション協会】
        自転車

図 1-8 レンタサイクル月別利用台数（H25・H26） 

【出典：観光・CP課提供資料より作成】 

H25/
5月

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H26/
1月

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H27/
1月

平均

清水駅 17 12 17 49 69 32 37 40 57 35 76 51 64 30 35 76 70 37 36 60 36 45

日の出地区 27 29 56 152 106 86 72 82 48 49 80 55 148 49 55 83 88 96 67 71 87 76

三保半島内 44 23 51 120 126 129 96 116 115 55 116 94 181 41 69 87 158 62 80 61 68 90

合計 88 64 124 321 301 247 205 238 220 139 272 200 393 120 159 246 316 195 183 192 191 210
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調査：平成 27年 2月 

１.  事業の概要 

車

93%

バス

6%

水上バス

1%

交通手段（10月12日 休日）手段 内訳

車 7,112 7,112 駐車場利用

345
白浜町・羽衣の松入口　降者人数　10月平均

（4486 + 5866）/30＝345

129
三保松原入口・世界文化遺産三保松原　降者人数

（12+117＝129）

39 水上バス　乗者人数

59 ちゃり三保号　乗者人数

バス

水上バス

474

98

人数

表 1-1 交通アクセス別 三保松原来訪者数

交通手段 
（平成25年10月12日   休日） 

清水駅 
（7台） 

日の出地区 
（15 台） 

三保半島内 
（31 台） 

図 1-6 交通手段別割合
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第 1章 事業の概要

1.4 三保地区自転車走行空間ネットワーク整備計画の概要

○ 自転車走行空間       整備 
・ 地域住民 生活 及 観光客 配慮   安心 安全 自転車走行空間 整備   
・  観光客   自転車利用者  対象   自転車走行空間 整備   
・ 三保地区の歴史、眺望景観、産業等を繋ぎ、三保半島を回遊できるネットワークを形成する。 
○ 公共サインの整備 
・ 県外、市外から訪れる観光客を三保半島に案内し、また三保半島で迷わずに目的地までたどり着くことができるサ
インを、景観及び関連する法案等に配慮した内容で設置する。 

1.5 関連計画について

〇静岡市 関連計画 法規制   三保地区 自転車走行空間      整備計画  関連  計画 整理   

【関連計画】 ○ 静岡市第３次総合計画 
○ 静岡市都市計画マスタープラン 
○ 静岡市総合交通計画 
○ 静岡市のみちづくり 
○ 静岡市自転車利用計画 
○ 静岡市自転車走行空間      整備計画
○ 静岡市     戦略推進   
○ 三保松原保全活用計画 
○ 清水港みなと色彩計画 
○ 三保半島景観形成ガイドライン（仮称） 
○ 静岡地域公共   整備行動計画
○ 清水地区における観光案内計画 
○ 静岡県道路標識 
○ 静岡市清水・三保地区観光まちづくりサイン計画 
○ 三保半島景観形成      [道路編]（仮称） 
○ 名勝三保松原保存管理計画 

【法規制】 ○ 名勝三保松原規制地区 
○ 三保久能海岸風致地区 
○ 保安林区域（潮害防備保安林 保健保安林）
○ 静岡県立自然公園条例 
○ 静岡県立自然公園 特別地域内    行為 許可基準 定  規則
○ 日本平 三保 松原県立自然公園
○ 世界文化遺産指定区域 
○ 文化財保護法 
○ 静岡市景観条例 

１.  事業の概要 
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第 1章 事業の概要

1.6 事業計画

〇三保半島内 観光面    問題 課題 整理  本計画 整備方針 決定   

◇ 三保半島の観光面における問題と課題 
視点 現状と問題点 

 交 通 体 系 

○ 三保半島には多様なアクセス方法が確保されているが、三保半島へのアクセスは依然、自動

車が主体となっており、三保街道では渋滞が発生している。 

→ 観光時間が損失され、三保松原周辺を観光する機会を損失 

○ 三保半島は周遊観光する交通手段が少なく、かつ自動車通行が困難な狭隘な道路が多く存在 

する。 

→ 気軽に周遊観光できる交通手段が少なく、「三保松原」の単発観光が主体 

観 光 
○ 三保半島には魅力ある歴史、眺望景観、産業を含め観光施設が多く存在しているが、観光施 

設間を結ぶネットワークが不十分である。 

→ 観光客 他 観光施設 情報 認識     三保松原  単発観光 主体

視点 解決すべき課題 

交 通 体 系 

○ 三保半島に向かう「多様な交通モード」を有効活用し、観光客の貴重な観光時間を確保
し、観光客の回遊機会を生み出す 

⇒方針１ 

⇒方針３ 

○ 観光客 三保半島 気軽 周遊   自転車 走行環境 確保  観光客 長時間
滞在を誘発する。 

⇒方針２ 

観 光 ○ 三保半島 魅力  歴史 眺望景観 産業   観光施設 有効活用  観光客 滞
在時間 長時間化 誘発   

⇒方針２ 

⇒方針４ 

◇ 本計画の整備方針 

※ 静岡市第3次総合計画 前期期間 合   平成 27 年  平成 30 年 4 年間  整備完了 目指  

◇ 自転車走行空間      の整備 
方針１ 公共交通機関と自転車を利用した三保半島へのアクセス手段を確保 

方針２ 多様な自転車利用者に配慮した安全かつ快適に利用できる自転車走行空間ネットワークを確保 

◇ 公共サインの整備 
方針３ 三保半島へ向かう観光客が公共交通機関を利用しやすい環境を確保 

方針４ 観光客が三保半島内で迷わずに観光施設や公共交通機関へアクセスできる環境を確保 

１.  事業の概要 
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第 2章 自転車走行空間ネットワークの整備

2.1 ネットワークの基本的な考え方

○ 地域住民の生活、及び観光客に配慮した、安心・安全な自転車走行空間を整備する。

○ 「観光客」や「自転車利用者」を対象とした自転車走行空間を整備する。

○ 三保地区の歴史・眺望景観・産業等を繋ぎ、三保半島回遊できるネットワークを形成する。

・ 三保半島を訪れる観光客を対象に、「スローな交通手段である“自転車”」により、三保半島内

を回遊させ、長時間滞在を誘発する観光基盤としての「自転車走行空間ネットワーク」を整備 

・ 自転車利用者が、太平洋岸自転車道を利用し、三保半島内を通過・周遊できる「自転車走行空

間ネットワーク」を整備

表 2-1 整備方針及びネットワーク形成の考え方 

整備方針 ネットワーク形成の考え方 

方針１ 

公共交通機関と自転車

を利用した三保半島へ

のアクセス手段を確保 

【対象箇所】 江尻・日の出地区～三保真崎海岸 

○ 路線バス、水上バスを補完・連携する移動手段として、自転車が安全かつ快

適に利用できる環境を確保する。 
* 自転車が安全に走行できる環境を整備 

【水上バスのりば】 
* 江尻         * 日の出         * 三保 

方針２ 

多様な自転車利用者に

配慮した安全かつ快適

に利用できる自転車走

行空間を確保 

【対象箇所】 三保半島内 

○ 地域住民の生活及び観光客に配慮した、安心・安全な自転車走行空間を整備

する。 

○ 観光客や自転車利用者が三保半島を安全かつ快適に利用できる自転車走行空

間ネットワークを形成する。 

○ 三保地区の歴史をめぐるネットワークを形成する。 
* 自転車走行空間のネットワーク化 

・ 地域住民、学生の生活に配慮した、安心・安全な経路選定 

・ 三保地区の歴史・眺望景観・産業等を繋ぎ三保半島をめぐるネットワークを確保 

* 安全に利用できる走行空間の整備 

【走行空間】      【歴史・学び】     【眺望ポイント】 
* 太平洋岸自転車道      * 清水灯台       * 真崎海岸 

２. 自転車走行空間       整備
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第 2章 自転車走行空間ネットワークの整備

2.2 ネットワーク路線の選定

○ 地域住民の生活、及び観光客に配慮した安心・安全な自転車走行空間を確保するため、平成 20年

度に策定した「静岡市自転車道ネットワーク」と、既存の太平洋岸自転車道を自転車走行空間ネ

ットワーク路線の骨格軸とする。

○ 幅員 5ｍ以上（自転車走行空間整備が可能な幅員）の路線を対象に、既存計画の自転車走行空間ネ

ットワークと、主要交通機関・眺望ポイント及び観光施設等を繋ぎ、観光客が三保半島を周遊で

きる路線を選定する。

○ 幅員 5ｍ以下であるがネットワークとして必要な路線については、自転車通行表示の設置が困難な

場合は、交差点に設置するサインやＭＡＰによりネットワーク路線であることを明示する。

  1  既存      路線   骨格軸 形成  

・ 地域住民 生活及 観光客 配慮  安心 安全 自転車走行空間 確保     平成 20 年策
定 静岡市自転車道      及  既存 太平洋岸自転車道 含 自転車道      路線 
骨格軸とする。

２. 自転車走行空間       整備

図 2-1 静岡市自転車道 

ネットワーク計画図 

出典 静岡市自転車道ネットワ

ーク整備計画 

図 2-2 太平洋岸自転車道図 

出典 静岡県 
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第 2章 自転車走行空間ネットワークの整備

 【2】 交通拠点・眺望ポイント・観光施設の選定  

・ 三保地区内 主要交通機関 眺望景観 観光施設（歴史 産業 遊  学  食 休憩） 走行  
楽  路線（松林 中 快適 走行空間）等 三保半島 訪  観光客 三保半島 魅力 伝 
ることができる地点を抽出する。 

  3  安心 安全 自転車走行空間整備    既存      路線及 観光     接続    
幅員 5ｍ以上 路線 選定  

・  1        路線   【2】の主要施設に繋ぐルートのうち、自転車走行空間整備 可能 幅員
5.0ｍ以上 路線選定する。 
※ 幅員を 5.0ｍ以上とした理由  

・ 路側帯 0. 50ｍ：歩道を有しない道路にあっては、路肩は歩行者・自転車の通行部分

となるため、小型道路における、最小路肩幅員 0.50ｍを基準とした。 

・ 幅員 2.00ｍ：小型道路における設計車両の諸元では、長さ 6.0ｍ、幅 2.0ｍ、高さ

2.8ｍは、一般的な救急車両が通行可能な大きさとしているため、車両幅員を 2.0ｍ

と定めた。 

・ すれ違い幅：車両のすれ違い幅を設けないことで、走行速度が抑えられ、生活道路

の安全性は高まる。 

  4           途切    区間 繋  回遊性 向上   路線 選定  
・  3  段階   1  骨格軸   2  観光     繋           途切     区間を、最
短 繋  観光客 自由 回遊   路線 選定   

・ 幅員５.0m 以下    自転車通行表示 設置 困難 場合 、MAP や交差点に設置するサイン
及 注意喚起看板          路線      明示   

図 2-3 整備手法 自転車通行表示 

50 200 200 50 

500 

自転車通行表示により

自転車の通行位置を明示

【整備前】           【整備後】 

２. 自転車走行空間       整備
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第 2章 自転車走行空間ネットワークの整備

2.3 整備の優先順位

○ 利用者が多く、整備効果の高いネットワーク路線から段階的に整備を推進し、三保半島全体を

スムーズに回遊できる自転車走行空間ネットワークを形成していく。

２. 自転車走行空間       整備

優先度1： 利用者 多  整備効果 高 既存 自転車道 再整備  

○ 三保半島を訪れる観光客や、自転車利用者が多く利用する既存

自転車道（太平洋岸自転車）と、主要な公共交通機関である水

上バスのりばから「羽衣の松」を繋ぐルートの、安全性・快適

性を確保する。

【整備内容】 

・既存の自転車走行空間ネットワーク

 の再整備

（下草処理・路面改修・柵の補修等）

優先度２：      良 水上   利用  羽衣 松  真崎方面  回遊       整備

○ 清水駅からのアクセス手段である水上バスを活用することで、

気軽に三保半島を訪れることが可能な環境にあるため、水上バ

スのりば「三保」から、観光施設が集中する「羽衣の松」・「真

崎方面」を回遊できるルートの自転車走行空間を整備する。

○ テーマ性をもった回遊コース［歴史・眺望・特産物（食・買物）

等］を確立する。

【整備内容】 

・新たな自転車走行空間の整備

（自転車通行表示の設置等）

優先度３： 日 出方面   多様 交通    利用  三保半島全体をできるルートを整備

○ 羽衣の松から南方面の観光施設・眺望ポイントを回遊できるネ

ットワーク路線を確立する。

○ 優先度２の路線と連携し、多様な交通モードを利用すること

で、日の出地区から三保半島全体をスムーズに回遊できる

「自転車走行空間ネットワーク」を形

成する。

【整備内容】 

・新たな自転車走行空間の整備

（自転車通行表示の設置等）

塚間乗り場 

羽衣の松 

既存自転車道 

三保乗り場 

周遊観光範囲 

追加周遊観光範囲 

太平洋岸自転車道

本村海岸2号線

折戸一丁目四丁目線
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第 2章 自転車走行空間ネットワークの整備

現  状  整備イメージ 

下草 生 茂  快適 走行空間 確保  
ていない。 

 太平洋岸自転車道 

柵 劣化  路面 陥没    箇所    
安全性 走行性 確保       

 太平洋岸自転車道 

下草処理 路面改修 柵 補修 行    
 上 安全性 快適性 走行性 確保   
出典：一般県道富士吉田山中湖自転車道線 

「山中湖サイクリングロード」

現  状  整備イメージ 

自転車 通行位置 示        
［本村海岸2号線］ 

既存 表示 一部 劣化     
［塚間本村3号線］

自転車通行表示 設置   
自転車 通行位置を明確にする。 

［塚間本村2号線］ 

既存 自転車表示（車止 ）が剥がれている。 
［清水港線］ 

自転車    路面表示を設置し、 
自転車 通行位置を明確にする。 

［清水港線］ 

２. 自転車走行空間       整備

優先度1： 利用者 多  整備効果 高 既存 自転車走行空間       整備 

優先度２：      良 水上      三保  利用  羽衣 松  真崎方面  回遊   

優先度３： 日 出方面   多様 交通    利用  三保半島全体を回遊させる 
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第 2章 自転車走行空間ネットワークの整備

2.4 自転車走行空間ネットワーク整備路線

○ 地域住民 安心 安全 配慮  観光客 回遊性 向上   自転車走行空間      路線   65路
線 32ｋｍを選定した。 

○ 整備効果の高い順に、3段階に区分する。 
優先度１：利用者 多  整備効果 高 既存自転車走行空間       骨格軸   路線とする。 
優先度２：     良 水上      三保  利用  羽衣 松  真崎方面  回遊   路線    
優先度３：日 出方面  多様 交通    利用  三保半島全体 回遊   路線     

優先度１
№ 路線名称 № 路線名称 № 路線名称 
Ａ‐1 （国）150 号 Ａ‐2 清水港線 Ａ‐3 本村貝島 1号線 
Ａ‐4 （一）三保駒越線 Ａ‐5 本村海岸 17 号線 Ａ‐6 本村海岸 51 号線 
Ａ‐7 海岸管理道路 Ａ‐8 （一）静岡清水自転車道線 Ａ‐9 羽衣 5 号線
Ａ‐10 羽衣本村 1号線 Ａ‐11 弁天 1号線 Ａ‐12 （一）三保駒越線
Ａ‐13 （都）塚間羽衣線 

（一部未供用） 
Ａ‐14 （一）静岡清水自転車道線 Ａ‐15 法定外道路

Ａ‐16 羽衣 2号線 Ａ‐17 塚間海岸 1号線 Ａ‐18 塚間羽衣 1号線
Ａ‐19 塚間本村 3号線 Ａ‐20 塚間本村 2号線 Ａ‐21 塚間本村 1号線
Ａ‐22 塚間羽衣 2号線 Ａ‐23 羽衣 1号線 小 計 15,719ｍ 

優先度2
№ 路線名称 № 路線名称 № 路線名称 
Ｂ‐1 本村海岸 52 号線 Ｂ‐2 本村海岸 17 号線 Ｂ‐3 本村海岸 2号線 
Ｂ‐4 本村海岸 35 号線 Ｂ‐5 本村海岸 1号線 Ｂ‐6 本村海岸 23 号線 
Ｂ‐7 塚間本村 4号線 Ｂ‐8 羽衣 28 号線 Ｂ‐9 塚間本村 1号線
Ｂ‐10 羽衣 28 号線 Ｂ‐11 本村海岸 7号線 Ｂ‐12 三保本村 3号線
Ｂ‐13 三保 6号線 Ｂ‐14 本村貝島 1号線 Ｂ‐15 折戸三保 1号線
Ｂ‐16 塚間海岸 1号線 Ｂ‐17 塚間羽衣 1号線 Ｂ‐18 折戸三保 2号線
Ｂ‐19 折戸三保 1号線 Ｂ‐20 港湾管理道路 Ｄ‐1 三保 22 号線 ※1 
Ｄ‐2 本村海岸 52 号線 ※1 Ｄ‐3 本村海岸 3号線 ※1 Ｄ‐4 本村海岸 35 号線 ※1 
Ｄ‐5 本村海岸 39 号線 ※1 Ｄ‐6 三保本村 11 号線 ※1 Ｄ‐7 三保本村 10 号線 ※1 
Ｄ‐8 本村海岸 21 号線 ※1 Ｄ‐9 本村海岸 22 号線 ※1 Ｄ‐10 羽衣本村 1号線 ※1
Ｄ‐11 羽衣 29 号線 ※1 Ｄ‐12 本村貝島 2号線 ※1 Ｄ‐13 本村海岸 7号線 ※1
Ｄ‐14 貝島 4 号線 ※1   小 計 11,245ｍ 

優先度3 
№ 路線名称 № 路線名称 № 路線名称 
Ｃ‐1 折戸四丁目 1号線 Ｃ‐2 折戸一丁目四丁目線 Ｃ‐3 折戸三丁目 1号線 
Ｃ‐4 折戸一丁目三丁目線 Ｃ‐5 海岸管理道路  ※2 Ｃ‐6 （都）羽衣海岸線（未供用）
Ｃ‐7 （一）静岡清水自転車道線※2 Ｄ‐15 駒越南町三保線 ※1 小 計 5,186ｍ 

※1 幅員 5ｍ以下の路線（Ｄ1～Ｄ15） 

※2 静岡県の津波対策による堤防整備を行う計画があり、早期事業が困難であるため、 

長期整備路線とする。 
合 計 32,150ｍ（32ｋｍ） 

※ D 路線は道路幅員が 5.0ｍ以下であり、自転車通行表示の設置が困難な場合は、MAP や交差点に設置するサイン及び注意喚起看板により、

ネットワーク路線であることを明示する。 

２. 自転車走行空間       整備
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２. 自転車走行空間       整備

第 2章 自転車走行空間ネットワーク

自転車走行空間       整備

図 2-4 自転車走行空間ネットワーク図 

Ｂ‐15

Ｂ‐20

Ｃ‐4
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Ａ‐14 

Ａ‐5 
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Ａ‐6 

Ａ‐16

Ａ‐20

Ａ‐21

Ａ‐11 

Ｂ‐11 

Ｂ‐2 

Ｂ‐3 

Ｄ‐5Ｂ‐4 

Ｂ
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Ｄ‐1 

Ｂ‐1 

Ｂ‐14 

Ｂ‐16 

Ｃ‐1 

Ｃ‐3 

Ｂ‐13 

Ｂ‐18

Ｂ‐19

Ｃ‐2 

東海大学

清水南高

清水三保

第二小学校

清水三保

第一小学校

清水第五

中学校

Ｂ‐17

Ｄ‐2 

Ｄ

Ｄ‐4 

Ｄ‐10 
Ｄ

Ｄ‐13 

Ｄ‐12 

Ｄ‐15 

Ｃ‐7

Ｃ‐5 

Ｃ‐6

Ｂ‐10 

Ｄ‐14 

自転車走行空間ネットワークの整備

Ａ‐7 

Ａ‐8 

Ａ‐9 

Ａ‐15 

Ｄ‐6 

Ｂ‐5 

Ｄ‐7 
Ｄ‐8 

Ｂ‐6 

清水第五

中学校

Ｄ‐3 

Ｄ‐11 
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第 3章 公共サインの整備

3.1 サイン整備の基本的な考え方

○ 県外、市外から訪れる観光客を三保半島に案内し、また三保半島内で迷わずに目的地までたどり

着くことができるサインを、景観及び関連する法律等に配慮した内容で設置する。

表 3-1 整備方針及びサイン計画の考え方 

整備方針 サイン計画の考え方 

方針３ 

三保半島へ向かう観光

客が公共交通機関を利

用しやすい環境を確保 

【対象箇所】 江尻・日の出地区～三保 

【対象者】  自動車・自転車・歩行者 

○ 路線バス・水上バスの連携を図り、公共交通機関の利便性を増進させる。 

* 公共交通の乗り場へ誘導する道路案内標識等を整備 

方針４ 

観光客が三保半島内で

迷わずに観光施設や公

共交通機関へアクセス

できる環境を確保 

【対象箇所】 三保半島内 

【対象者】  自転車・歩行者 

○ 既存の案内標識との連携に留意しつつ、自転車利用者や歩行者が迷わずに観

光施設やバス停留所、水上バスのりばへアクセスするための案内を設置する。 

* 公共交通機関の停留所へ誘導する案内の設置 

* 観光施設や眺望ポイントといった、様々な魅力ある施設へ誘導する案内の設置 

* 自転車の通行経路（ネットワーク）を示すを設置 

３. 公共サインの整備 
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第 3章 公共サインの整備

3.2 関連する法律の整理

○ 三保半島内のサイン整備にあたり、三保地区に配慮した計画とするため、関連する上位計及び、

関連法案等の内容を整理する。

関連する法案 内容 
○ 静岡県道路標識 

○ 名勝三保松原 名勝三保松原 指定     範囲   松 伐採等 現状 変更  ことが原則禁
止されている区域（特別規制B地区）など、レベルに応じた「三保松原規制地区」が
5   区分      現状 変更  際にはレベルに応じた許可が必要である。（文
化財保護法第 125条） 

○ 静岡市清水・三保地
区観光まちづくりサイン
計画 

整備計画基本方針 
「統一性」「連続性」「地域性」を取り入れたサイン整備計画 

３. 公共サインの整備 
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第 3章 公共サインの整備

関連する法案 内容 
○ 文化財保護法 名勝 指定     地域 中  下記    行為   （現状変更）    国

（文化庁）の許可が必要。 
（1）松の枝打ち、伐採または移植をしたい。 
（2）家屋のような構築物を新築・改築したい。 
（3）電柱 立    位置 変    
（4）土地 埋立 掘        物 埋設 道路 手 加    
（5）看板 道標   立    
（6）1年             仮設 建物 工作物       
（7）  他 現状 変更     

○ 清水港みなと色彩計画 
折戸地区

三保地区 真崎地区

３. 公共サインの整備 
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第 3章 公共サインの整備

関連する法案 内容 
○ 静岡県立自然公園条例 (特別地域)  

第19条 4 特別地域内      次 掲  行為  知事 許可 受       
           非常災害    必要 応急措置   行 行為又 第3号に掲
  行為 森林 整備及 保全 図    行       限     
(7) 広告物  他   類  物 掲出  若   設置  又 広告  他   類 
るものを工作物等に表示すること。 

○ 静岡県立自然公園 特
別地域内    行為 
許可基準を定める規則 

(広告物  他   類  物又 広告  他   類     掲出若   設置又 
表示)  
第18条 条例第19条第４項第７号 掲  行為 係 許可基準  次       
      救急病院 警察等特殊 用途 有  施設 示    行      地
域 年中行事等   一時的 行      地方公共団体 地域住民等 一定事
項 周知      行    寺社境内地等    祭典 法要  他 臨時 行
事 関  行     又 保安 目的 行             限     
 第１種特別地域内    掲出   若   設置   又 表示       
いこと。ただし、既存の広告物等(広告物その他これに類する物又は広告その他これ
に類するものをいう。以下同じ。)の修繕、補強、建替え等(申請に係る広告物等の
規模が既存の広告物等の規模を超えないものに限る。)であって、次号ウからオまでに
掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。  
ウ 光源を用いる広告物等にあっては、光源(光源を内蔵するものにあっては、表示
面)が白色系のものであること。  
エ 動光又は点滅を伴うものでないこと。  
  色彩及 形態    周辺 風致又 景観 著  不調和      

 第２種特別地域又 第３種特別地域内 掲出   若   設置   又 表
示される前号に規定する広告物等以外のものにあっては、同号ウからオまでの規定の
例      次        
ウ 光源を用いる広告物等にあっては、光源(光源を内蔵するものにあっては、表示
面)が白色系のものであること。  
エ 動光又は点滅を伴うものでないこと。  
  色彩及 形態    周辺 風致又 景観 著  不調和      

 (一部改正 平成 15年規則 29 号 平成 23年規則 13号 )

３. 公共サインの整備 
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第 3章 公共サインの整備

３. 公共サインの整備 

図 3-2 日本平・三保の松原県立自然公園区域公園計画図（抜粋） 
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第 3章 公共サインの整備

関連する法案 内容 
○ 静岡市景観条例 （目的）  

第１条   条例  静岡市    良好 景観 形成 関  基本理念 明     
   基  市 市民及 事業者 責務  他 基本的 事項 定       景観法
（平成16年法律第110号 以下 法     ） 施行  他良好 景観 形成 関 
必要な事項を定めることにより、都市と豊かな自然と人々の生活が調和した心地よさが感
 続       形成 図     豊  活力   市民生活 実現     目的 
する。  

（基本理念）  
第２条 水辺、山並み等の豊かな自然の環境が形成する景観と歴史、文化、経済活動
等 人々 暮   営  創 出 景観 織 成 良好 景観  現在 市民 先人 
   承継         財産    将来 市民 承継           永 持
続するものでなければならない。  
２ 景観 整備及 保全  良好 景観 維持       新  良好 景観 創 出
し、都市と豊かな自然と人々の生活が調和した心地よさが感じ続けられるまちを形成する
   行           
３ 景観 整備及 保全    行 財産権  他 権利 制限  適正      
ればならない。  
４ 景観 整備及 保全  市 市民及 事業者 協働         地域 住民
 意向 尊重   行           

○ 三保半島景観形成 
      [道路編]
（仮称） 

富士山 中心   美  魅力的 「世界遺産にふさわしい三保半島のまち並みづくり」
の形成に向けた景観形成に取り組む。 
道路  交通機能 空間機能 有  公共施設      並  形成  上  周
囲の地域特性により都市イメージを強く印象付ける景観の骨格になるため、景観形成の先
導役を担う存在である。 
     道路 地域 中 馴染           地域 受入          
め、万人にとって使い勝手のよい、飽きのこないシンプルなものとする。 

 道路 景観形成 原則 
（1）機能の尊重：機能を尊重した必然性のあるおさまりへの配慮 
（2）一貫性 保持：道路 特性 基づく景観形成の一貫性の保持 
（3）環境への配慮：周囲の環境に敬意を払う景観の形成 
（4）     洗練：控   洗練   道路景観 創造
（5）華美の排除：付加的で過剰なデザインの排除 

３. 公共サインの整備 
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第 3章 公共サインの整備

関連する法案 内容 
○ 名勝三保松原保存管理
計画 

（目的） 
名勝三保松原 価値 次世代 継承           魅力 発信  上  適切
 整備活用 図     普遍的本質的価値 明     保存管理 方針及 具体
的 現状変更等 取扱基準 定     目的    

（保存管理 基本方針） 
（1）松原 保全 管理 育成
（2）海岸 保全 管理 養浜
（3）富士山の眺望ポイントの確保 
（4）名勝 相応  良好 環境整備

（現状変更等 取扱基準） 
○特別規制Ａ地区 
 防潮堤外側の国有浜地の海浜地区で、松原の風致景観保護のため、現状変
更 原則   認        次 該当  場合   限      
（１）人命の安全を確保するためのもの。 
（２）海岸保全上必要なもので、風致景観等に著しい影響を与えないもの。 
（３）既存 飛行場 滑走路 整備 

○特別規制Ｂ地区 
 松原としての優れた風致景観を保ち価値の極めて高い地区であり、将来に渡って
松原 保護  風致景観 維持 図        回復  努        従
   風致景観 維持及   回復 目的   事業以外 現状変更 原則  
て認めない。ただし、次に該当する場合はこの限りではない。 
（１）人命の安全を確保するためのもの。 
（２）福祉上欠くことのできない公共施設で、他の地域では設置の意義を失うも

の。 
（３）既存の構築物の改築で建築面積及び高さを上回らず、風致景観に配慮し

たもの。 
（４）都市公園としての機能を有する施設（トイレ、水飲み場、ベンチ、遊歩道

等）の設置。 
（５）災害復旧等 公共事業 
（６）既存飛行場    業務遂行 必要 管制施設 格納庫 整備 

○第１種規制地区 
 特別規制地区に次ぐ、優れた三保松原の風致景観を形成しており、風致景観の
維持を図っていく地区であるが、地域経済社会の振興と発展に配慮する必要があ
る。 

○第２種規制地区   
三保松原の風致景観を形成しており、風致景観の維持に努めなければならない
地区     住民 生活 場      配慮  必要   

○第３種規制地区 
  三保半島 内海側 主  松原 風致景観  離    地区     三
保半島先端部の風致景観維持の上で重要な地区であり、無秩序な開発は避けな
ければならない。 

３. 公共サインの整備 
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第 3章 公共サインの整備

図 3-3 名勝三保松原規制地区図 

３. 公共サインの整備 
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第 3章 公共サインの整備

3.3 サインの目的地 

○ 三保半島へ案内するサインは、主要交通拠点である「江尻水上バスのりば、日の出水上バスのり

ば」とし、三保半島内を案内するサインは、各ネットワークを構成する主要な交通拠点や、観光

施設、及び眺望ポイントを目的地とする。

○ また、三保の周辺の観光施設である久能山東照宮、日本平を目的地として案内する。

表示する内容 内容 ●（歴史）●（眺望）●（産業・学び）

目的地 
（英語表記
を含む） 

三保半島へ案内するサイン 
① 江尻水上バスのりば  
Ｅjiri Water Bus Stop

 日の出水上バスのりば 
Hinode Water Bus Stop

③ 三保 
Miho

三保半島を案内するサイン 
④ 塚間水上バスのりば 
Tsukama Water Bus Stop  ●

⑤ 三保水上バスのりば 
Miho Water Bus Stop  ●

⑥ 東海大学海洋科学博物館 
Marine Science Museum  ●

⑦ 真崎灯台（眺望ポイント） 
Masaki Lighthouse  ●

⑧ 清水灯台（眺望ポイント）
Shimizu Lighthouse  ●●

⑨ 鎌ケ崎（眺望ポイント） 
Kamagasaki  ●

⑩ 羽衣の松 
Hagoromo‐no‐matsu  ●●

⑪ 御穂神社 
Miho Shrine  ●

⑫ メガソーラー（眺望ポイント）
Mega Solar Power Plant ●●

⑬ 眺望ポイント 
View Point  ●

⑭ 折戸潮彩公園 
（眺望ポイント） 
Orido Shiosai Park  ●

⑮ 三保ふれあい広場 
（眺望ポイント） 

Miho Fureai Hiroba  ●●●
⑯ 命山（眺望ポイント） 
Inochi Yama  ●

⑰ エスパルス三保グラウンド 
S‐PULSE Miho Ground  ●

その他の観光施設 
⑱ 久能山東照宮 
Kunouzan Toshogu Shrine  ●

⑲ 日本平 
Nihondaira  ●

方位         で表示 
距離 ○.○ｋｍで表示 

３. 公共サインの整備 
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第 3章 公共サインの整備

3.4 サインの整備箇所 

○ 県外・市外からの自動車を「日の出」「江尻」の周辺駐車場に案内し、水上バスを利用して三保

へ誘導するためのサインを、国道 150 号・149 号、袖師臨港道路上に設置する。 

○ 自転車・歩行者を水上バスを経由して三保半島に案内するためのサインを、ＪＲ清水駅、静岡

鉄道新清水駅、清水駅前銀座商店街から、水上バスのりば「日の出」「江尻」までのルート上に

設置する。 

○ 自転車利用者を三保半島に案内するためのサインとして、「江尻」から「駒越交差点」までの太

平洋岸自転車道沿いに設置してある、既存のサインを改修する。 

○ 観光客を三保半島内で案内するためのサインを、既存のサインに加え、新たに設定する自転車

走行空間ネットワーク路線の主要な交差点部・公共交通拠点・眺望ポイント・観光施設前等に

設置する。 

公共交通機関まで誘導するサインをルート上に設置する。 
水上バスのりばへ案内するサイン 

観光施設、眺望ポイントへ案内する
サインを設置する。 
三保半島へ案内するサイン
三保半島を案内するサイン

3.5 サインの設置基準 

【サインのデザイン】 

○ 三保地区の一部は、静岡県立自然公園条例の特別地域（第 1種～第 3種）に指定されている。 

・ 関連する法案の内容に従い、周辺の風致又は景観と調和がとれるデザインとする。 

【サインの表示方法】 

○ 三保半島内のネットワーク路線上の観光施設等を巡ることができるよう、近隣の主要施設をサ

インの目的地として、案内する。 

・ サインでの表示する目的地については、直線上では、「東西」か「南北」の 2方向を基本と

し、一番近い主要観光施設を表示する。 

・ 交差点部においては、「東西南北」の 4方向を基本とし、一番近い主要観光施設を表示する。

３. 公共サインの整備 

三保行 水上バスのりば 
「江尻」 300ｍ 

フ
ェ
リ
ー
の
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ば

水
上
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ス
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ば レイアウト 

改修予定 
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第 3章 公共サインの整備

３. 公共サインの整備 

図 3-3 サイン整備箇所図 
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三保地区のネットワークコース

○ 三保半島に伝わる羽衣伝説、その他三保地内には、神社や遺跡などの歴史的建造物が存在するた

め、途中休憩できる公園等を含め、「歴史」を繋ぐコースを提案する。

羽衣伝説ゆかりの地（鳥居と常夜灯、御穂神社、羽衣の松、伯

その他の神社、墓、碑（佐久神社、

歴史的建造物（清水灯台、ふれあい広場の三保線跡地）

参考資料 

10分 

15分

10分 

 10分  

 20分  

／  歴史コース

に伝わる羽衣伝説、その他三保地内には、神社や遺跡などの歴史的建造物が存在するた

め、途中休憩できる公園等を含め、「歴史」を繋ぐコースを提案する。

羽衣伝説ゆかりの地（鳥居と常夜灯、御穂神社、羽衣の松、伯良神社） 

その他の神社、墓、碑（佐久神社、釣江寺、妙福寺、瀬織戸神社、源為朝の墓、田中孫七の碑）

歴史的建造物（清水灯台、ふれあい広場の三保線跡地）

図 ネットワーク形成要素図（歴史） 

15分 

15分 20分 

分

 3分  

 5分  

 6分  

 6分  

 12分  

 3分  

 8分  

 4分  

 8分  

 8分  

参考資料

に伝わる羽衣伝説、その他三保地内には、神社や遺跡などの歴史的建造物が存在するた

江寺、妙福寺、瀬織戸神社、源為朝の墓、田中孫七の碑）

 12分  
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三保地区のネットワークコース

○ 三保半島は、羽衣の松から臨む富士山

港や湾内を行き交う大型船舶など

が多数存在する。 

○ 自転車利用者が、三保半島からの景色を眺めながら、快適に走行できる「眺望」を繋ぐコースを

提案する。 

10分 

15分

10分 

 10分  

 20分  

参考資料 

／  眺望コース

半島は、羽衣の松から臨む富士山以外にも、様々な地点から富士山を眺望でき

などダイナミックな産業景観を一望することができる

が、三保半島からの景色を眺めながら、快適に走行できる「眺望」を繋ぐコースを

図 ネットワーク形成要素図（眺望） 

15分 

15分 20分 

分

 6分  
 3分  

 10分  

 6分  

 6分  

 12分  

 3分  

 5分  

 4分  

 8分  

 8分  

参考資料

眺望でき、また、清水

ダイナミックな産業景観を一望することができる眺望ポイント

が、三保半島からの景色を眺めながら、快適に走行できる「眺望」を繋ぐコースを

 12分  

 10分  
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三保地区のネットワークコース

○ 三保半島では、江戸時代には折戸湾での海苔や真珠の養殖が行われてきたが、明治時代以降の清

水港の発展により、養殖産業にかわり三保造船をはじめとする造船業が発展してきた。

○ 現在、工場跡地を利用した再生可能エネルギー産業である、「メガソーラー事業」進められ、かつ

て最勝閣があった跡地には、メガソーラーの展示場の設置が計画されている。

○ 東海大学海洋科学博物館、ハーバルキャンプ場や、三保グラウンドゴルフ場といった体験型の観

光施設が多数存在する。 

○ 三保半島の「産業」（メガソーラー、造船）

図

参考資料 

10分 

15分

10分 

 10分  

 20分  

／  産業・学び体験コース

戸時代には折戸湾での海苔や真珠の養殖が行われてきたが、明治時代以降の清

水港の発展により、養殖産業にかわり三保造船をはじめとする造船業が発展してきた。

現在、工場跡地を利用した再生可能エネルギー産業である、「メガソーラー事業」進められ、かつ

て最勝閣があった跡地には、メガソーラーの展示場の設置が計画されている。

東海大学海洋科学博物館、ハーバルキャンプ場や、三保グラウンドゴルフ場といった体験型の観

（メガソーラー、造船）と、「学び、体験」を繋ぐコースを提案する。

ネットワーク形成要素図（産業・学び） 

15分 

15分 20分 

分

 8分  

 6分  

 6分  

 12分  

 3分  

 5分  

 8分  

参考資料

戸時代には折戸湾での海苔や真珠の養殖が行われてきたが、明治時代以降の清

水港の発展により、養殖産業にかわり三保造船をはじめとする造船業が発展してきた。

現在、工場跡地を利用した再生可能エネルギー産業である、「メガソーラー事業」進められ、かつ

東海大学海洋科学博物館、ハーバルキャンプ場や、三保グラウンドゴルフ場といった体験型の観

と、「学び、体験」を繋ぐコースを提案する。
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三保地区のネットワークコース 

○ 三保半島では、トマト牧場など、ビニールハウスで栽培した農産物

○ 河村農園では、新鮮なトマトや

○ その他、神の道・御穂神社周辺にある飲食店をはじめ、地区内には豆腐屋・お茶屋・焼肉屋、自

転車屋に併設されたカフェや喫茶店、住宅街には人気の

○ また、三保半島内には、羽衣ホテル・

民宿を含め、多数の宿泊施設が

○ そのため、三保半島を訪れる楽しみの一つとして、「食」

図

参考資料 

10分 

15分

10分 

 10分  

 20分  

／  食・宿泊コース 

など、ビニールハウスで栽培した農産物販売している無人販売がある。

や果物を利用した生ジュース等を販売している。

その他、神の道・御穂神社周辺にある飲食店をはじめ、地区内には豆腐屋・お茶屋・焼肉屋、自

転車屋に併設されたカフェや喫茶店、住宅街には人気のケーキ＆スイーツのお店

た、三保半島内には、羽衣ホテル・三保園ホテルをはじめとした大型の宿泊施設から、個人の

め、多数の宿泊施設がある。 

三保半島を訪れる楽しみの一つとして、「食」「宿泊」を繋ぐコースを提案する。

図 ネットワーク形成要素図（食・宿泊）

民宿 

ホテル・旅館

15分 

15分 20分 

 3分  

 5分  

 6分  

 6分  

 12分  

 3分  

 12分  

 4分  

 8分  

 8分  

参考資料

している無人販売がある。

その他、神の道・御穂神社周辺にある飲食店をはじめ、地区内には豆腐屋・お茶屋・焼肉屋、自

スイーツのお店がある。 

三保園ホテルをはじめとした大型の宿泊施設から、個人の

を繋ぐコースを提案する。

ホテル・旅館宿 

 12分  
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