
『安全で円滑な交通結節点

“ＪＲ熱海駅前広場整備について”

1、はじめに 

熱海は海岸に近接した市街地と、その背後に広がる緑豊かな山々が織りなす美しい景

勝という観光資源に恵まれ、温泉資源を主軸と

泉文化都市である。 

熱海市は、「住むひとが誇りを、訪れるひとが感動を、誰も

を総合計画の将来都市像に掲げ

観光地熱海の「顔」となる公共交通の利便性向上と活気ある都市の玄関口として

熱海を代表するプロジェクトである。

2、業務の目的 

ＪＲ熱海駅は、熱海市東部の傾斜

し、駅周辺は市街化の進んだ土地利用形態で観光地

伊豆を象徴する立地条件にある。駅前広場は、

れた空間にタクシーや大型

し、広場中央を横切る市道の影響もあり慢性的な混

雑と渋滞を引き起こしていた。

本業務は、これらの問題を解決し、

文化都市「熱海」に相応しい「円滑で安全な交通結

節点」整備と、「熱海らしさ」とゆとりある歩行者

空間整備を目的とした業務である。

3、問題点と課題 

 整備前の駅前広場は、交通広場の滞留スペース、歩行者の通行空間に大きな問題があ

り、土地利用が進み限られたスペースの中で、ゆとりある空間整備を行うことが計画上

の課題となった。 

1）整備前の駅前広場 

整備前の熱海駅前広場は、

中央の市道熱海駅熱海ゴルフ

場線により大きく 2つのゾ
に分離されていた。駅舎を出

て正面にタクシー・一般車

ゾーン、左側にバスゾーン

が配置されていた。
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整備前の駅前広場の施設は、表

【表-1 整備前の熱海駅前広場施設】

2）整備前の駅前広場の問題点

①駅前広場を利用する車両と

と渋滞が発生 

・駅前広場を利用するタクシーや一般車の動線と駅前広場中央を横断する市道

熱海ゴルフ場線を通過する車両の動線が

滞が発生していた。この交差点には、平日・休日ともに時間あたり約

が進入していた。（平成

【図-2 駅前広場内交差点車両動線輻輳図

②一般車乗降場及び一般車

・一般車一時停車場は、3バースと少なく
・ロータリー内での一般車

輻輳によるトラブルが多かった。

・駅前広場内で約 20～30台

【図-3 駅前広場内一般車の長時間停車位置
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③狭い歩行者空間

・歩行者空間が狭く、観光客

【写真-5 足湯周辺の狭い空間】

④タクシープールの利用ルール

・タクシープールは、『熱海駅タクシー営業社組合協定』に

基づき運営し、会社ごとに列が決まっていた。

スペースが満車でプールに入れない

ー内で停車していた。

・タクシー降車は、一般車の

降車場で降車できず、ロータリ

⑤バス乗降場への動線の安全性不備

・駅舎とバス乗降場との間に市道

車道を横断してバス乗降場に至るしかなく、

程度と短く、ガードを抜けてすぐに横断歩道があるため、

問題があった。 

【図-4 駅前広場内バス利用者動線
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4、技術的解決策 

駅前広場の問題点を解決し、国際観光温泉文化

安全な交通結節点」整備と、「熱海らしさ」とゆとりある歩行者空間整備

た配置とした。主な再整備ポイントを以下に示す。

■中央の市道を東側に振

配置する。 

■駅舎正面に一般車ゾーンを配置し、乗降場や停車場整備による混雑と渋滞を

する。 

■バスとタクシーのロータリーを二層式とし、限られたスペースで

【図-5 駅前広場配置図】
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1）「安全で円滑な交通結節点」である駅前広場

①駅前広場の中央を通過する市道

内での交差をなくすと共に、一般車とタクシーを完全に分離し、動線輻輳による交通

渋滞解消を図った。また、一般車乗降場と一時駐

不足解消と利便性の向上を図り、駅前広場内での長時間停車は無くなった。

【写真-11 東側に振替えた市道】

②既存のバス乗降場を二層式に立体化し、上部をバス乗降場、下部をタクシープールに

して、スペース不足解消を図った。

ースの有効利用を図った。

【写真-14 二層式上部のバス乗降場
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【写真-16 東側に振替えた市道を交差する歩道橋
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）「安全で円滑な交通結節点」である駅前広場

①駅前広場の中央を通過する市道熱海駅熱海ゴルフ場線を東側に振り替えて、駅前広場

内での交差をなくすと共に、一般車とタクシーを完全に分離し、動線輻輳による交通

また、一般車乗降場と一時駐車場を駅舎正面に配置し、スペース

不足解消と利便性の向上を図り、駅前広場内での長時間停車は無くなった。

【写真-12 駅舎正面に広がる一般車広場】  【写真-

②既存のバス乗降場を二層式に立体化し、上部をバス乗降場、下部をタクシープールに

して、スペース不足解消を図った。タクシープールは、会社ごとに列が統合され

ースの有効利用を図った。

二層式上部のバス乗降場】    【写真-15 二層式下部のタクシープール

橋設置し、歩行者の車道横断をなくし、安全性向上を図った。

東側に振替えた市道を交差する歩道橋】  【写真-17 タクシー・バス進入路を交差する歩道橋
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2）「熱海らしさ」を感じさせる空間整備 

「熱海らしさ」の特徴である温泉と花をコンセプトに空間整備を行った。 

① 駅前広場中央の足湯を拡張し、国際温泉都市“熱海”のイメージ強化を図った。 

【写真-18 既設の足湯を拡張し、駅舎正面に温泉都市のイメージ強化】

② 足湯のお湯を中央広場に水膜として引き延ばし、 

冬場を中心に「湯鏡による湯けむり」を創出した。 

【写真-19 足湯から流れ出る湯を引き延ばした湯鏡】    【図-6 湯鏡から湯けむりが出るイメージ】 

③ 駅前広場内に熱海を代表する花木である梅を配置した。 

【写真-20 駅前広場内の梅  紅白の梅（イメージ写真）】
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5、最後に 

熱海駅前広場整備は、現状の形態を大きく変更するものであったため、多くの関

係機関協議を経て整備が行われた。代表的なものを以下に示す。 

1、熱海駅前広場計画策定市民協議会 

（バス・タクシー等の交通機関、公安委員会、 

地元商店街、静岡県等）による意見集約 

2、ＪＲ協議（ＪＲ路線近接工事協議、 

ＪＲ駅舎計画との整合）      【写真-21 熱海駅前広場計画策定市民協議会】

3、公安委員会協議（交差点協議、ロータリー内規制協議） 

4、静岡県（都市計画事業協議、道路内建築許可、県道取合工事） 

5、東京電力電気供給協議（供給方法位置協議） 

6、建築確認申請（二層式乗降場・足湯屋根） 

  平成 28 年度には、ＪＲ熱海駅舎の建替えに合わせて熱海の玄関口である駅前広場

が完成します。今回、都市の顔である熱海駅前広場整備に参加できたことは、当社に

おいて大切な経験でありました。平成 27 年度において、タクシー乗降場の改修やバ

ス停スロープの手摺改修等の工事が予定されております。この改修工事は、当社の計

画への配慮不足も原因であり、今後の反省点と致します。 

  本発表にあたり、ご指導を賜りました熱海市まちづくり課の皆様に深く感謝申し上

げます。 


