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ショットガン方式による観光バス駐車場の改善 

～沼津港北物揚場の整備計画～ 

株式会社東海建設コンサルタント 茂木瑞穂 

 

1.はじめに 

1-1.沼津港の概要 

（1）地理・歴史・文化 

沼津港は、県東部の沼津市中心部に近く、沼津駅から３キロ圏

内に位置しており、沼津 IC からは 30 分程度で到着する。首都圏

からのアクセスも良いため、関東など県外からも多くの人が沼津

港に訪れている。 

沼津港の歴史は古く、明治 20 年には沼津港で陸揚げされた資材

や物資・水産物を沼津駅までの貨物支線で輸送していた。昭和に

なると、西伊豆の海上交通や水産流通の拠点となり、沼津港は海

と陸をつなぐ県東部の要所となった。 

狩野川を挟んだ沼津港の対岸には、「沼津御用邸」があり、

昭和の時代を彩る建物や街燈など、風光明媚な景色が、現在

も残っている。 

また、沼津港から北西に続く千本浜の「千本松原」や、江

戸時代から続く伝統の竹垣「沼津垣」は、防風・防潮のため

の先人たちの知恵であり、海風の強い沼津の文化と歴史を更

なる形で醸し出している。  

 

（2）みなとまちづくり計画 

沼津港のまちづくり事業は、平成 14 年からの｢沼津港港湾振興ビジョン｣(図 1-2)と、平成 27

年に新たに策定された｢沼津港みなとまちづくり推進計画｣(図 1-3)に基づき推進されている。 

具体的には、内港南側の水産複合施設「沼津魚市場 INO」、内港西側のマーケットモール「沼

津みなと新鮮館」、商店街南側の立体駐車場「ぬまづみなとパーキング」などが整備されている。 

沼津港を訪れる来港客は、整備が進んできた平成 18 年からの 12 年間に約 2 倍となり、昨年

は年間 166 万人となった。 

 
図 1-2.沼津港港湾振興ビジョン       図 1-3.沼津港みなとまちづくり推進計画 

写真 1-1.沼津港周辺(御用邸) 

図 1-1.位置図 
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1-2.沼津港の魅力と課題 

（1）沼津港の魅力 

沼津港は、全国的な知名度が高く、生産量日

本一の「アジの干物」など、新鮮な海産物の食

ブランドで溢れている。多くの飲食店や物販店、

市場や漁港の活気ある風景は、訪れた人を再び

呼び寄せる魅力もある。アクセスしやすい立地

も重なり、県外からのリピーターも多い。 

また近年では、日本一深い駿河湾の特色を活

かした深海水族館や深海プリン、沼津を舞台と

しているアニメーションの話題などにより、幅

広い世代が沼津港を訪れ、官民一体となった整

備が沼津港の人気を支えている。 

 

（2）みなとオアシス沼津の注目 

沼津港は、平成 19 年に国土交通省から「みなとオア

シス」に認定され、みなとを核とした地域活性化のた

めの取り組みをしている。 

昨年、全国約 120 カ所ある「みなとオアシス」の中か

ら、専門家が選んだベスト 10 では、「みなとオアシス

沼津」が第 1 位に選ばれるなど、全国レベルでも注目

を浴びている。 

 

（3）沼津港の課題 

沼津港の来港客の交通手段は、乗用車が多く、以前より課題となっていた乗用車の駐車場不足

は、沼津港振興ビジョンの推進事業によって、立体駐車場が２棟建設され、概ね改善されてきた。 

一方、観光バス駐車場は、来港客の増加に

伴い、観光バスの利用台数も増加しているた

め、休日を中心に不足することが多くなって

いた。 

沼津港の内港地区は、港湾施設、市場、商店

街等が密集しており、観光バス駐車場を広げ

るための用地確保は困難であった。そのため、

観光バスの駐車場不足改善については、先が

見えない八方塞の状況に陥ってしまった。 

このような状況の中、沼津港を管理している静岡県は、打開策として、県内では実績がない新

しい交通システムである「ショットガン方式」による改善を方針として打ち出し、沼津港におけ

る「ショットガン方式」導入の可能性について調査を行った。 

  

写真 1-2.混雑時の沼津港 

写真 1-3.日本経済新聞土曜版

写真 1-4.北物揚場観光バス駐車場 
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2．ショットガン方式について 

2-1.ショットガン方式とは 

（1）ショットガン方式の概要 

ショットガン方式とは、駐車場の混雑や不足、交通渋滞等の緩和を図るための新しい考え方

の交通システムである。 

ショットガン方式の基本的な考え方は、

図に示すように、既存の駐車場等を乗降場

と待機場に分離して、既存の駐車場等は乗

降のみに利用し、待機は用地確保が可能な

別の場所で行うことで、用地に制約がある

駐車場等の改善を図るものである。 

 

（2）沼津港におけるショットガン方式の基本的な考え方 

沼津港におけるショットガン方式の基本的な考え方は、ショットガン方式の基本概念に基づ

き、内港北側にある現在の観光バス駐車場を専用乗降場とし、外港に専用待機場を設けること

で、観光バス駐車場不足の改善を図るものである。 

 
図 2-2.沼津港におけるショットガン方式の基本的な考え方（引用：沼津港大型バス運用対策検討業務委託 報告書） 

 

（3）沼津港における基本動線 

沼津港におけるショットガン方式の基本

動線は、図に示すように、①内港の乗降場で

乗客を降車させ、②一旦バスは外港の待機場

に移動して待機をする。③集合時間に合わせ

て内港の専用乗降場へ戻り、乗客を乗車させ、

④沼津港を出るという流れである。 

 

（4）ショットガン方式の課題 

ショットガン方式は、新しい考え方の交通システムであることから、関連する文献や事例等の

資料が少なく、指針やマニュアル等についても作成されていない状況にあった。現時点において

も指針やマニュアル等は未作成の状況である。 

このため、沼津港におけるショットガン方式に必要な基本条件等については、現地でのデータ

収集を繰り返し行い、その調査結果に基づき数値等を定めることが不可欠であった。 

  

図 2-1.ショットガン方式の基本概念 

図 2-3.ショットガン方式の基本動線 
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2-2.ショットガン方式の基礎調査 

（1）基礎調査の概要 

ショットガン方式の基礎調査は、現状の沼津港の観光バス利用実態を把握するために、7月・

9月・11 月の平日と休日に調査を行った。 

主な調査項目は次の通りであり、沼津港を訪れる全ての観光バスを対象に行った。 

①時間別入庫台数（観光バスの入庫のピークの時間を把握する） 

②降車時間（最初の乗客がバスを降りてから、全員が降り終わるまでに要する時間） 

③乗車時間（最初の乗客がバスに乗ってから、全員が乗り終わるまでに要する時間） 

④出庫遅れ時間（バスの出発予定時間から、集合等が遅れて出発までに要する時間） 

⑤滞在時間（バスが到着してから、出発するまでに要する時間） 

 

（2）基礎調査の結果 

基礎調査の休日と平日の結果を表に示す。 

入庫のピークの時間帯は、休日・平日ともに昼

食時の 11 時台であった。降車時間、乗車時間、

出庫遅れ時間は、休日・平日ともに概ね同じ時間

であった。滞在時間は、100 分以内であり当初想

定していた 120 分よりも少ない結果が得られた。 

基礎調査の結果から、沼津港を訪れる観光バス

の基本条件となる値を右表のように設定した。 

 

2-3.ショットガン方式のシミュレーション 

（1）シミュレーションの作成 

沼津港におけるショットガン方式の運用を想定するため、シミュレーションを作成した。シミ

ュレーションは、沼津港を訪れる観光バスの基本条件となる設定値を、沼津港におけるショット

ガン方式の基本条件に設定し、内港の乗降場および外港の待機場に必要な台数を算出した。 

 

（2）シミュレーションの結果 

沼津港におけるショットガン方式のシミュレーションを行った結果、内港の乗降場では降車

場１台分と乗車場３台分の計４台分、外港の待機場では 14 台分が必要であることが導かれた。 

乗降場は、一時的な混雑にも対応可能にするため、予備１台分を含む５台分を基本とした。 

 
図 2-4.ショットガン方式のシュミレーション  

調査項目 
休日 

調査結果 

平日 

調査結果 

基本条件

設定値 

時間別 

入庫台数 

最大 10 台 

（11 時台） 

最大 8台 

（11 時台）

10 台 

(6 分間隔)

降車時間 平均 3分 平均 3分 5 分 

乗車時間 平均 10 分 平均 10 分 15 分 

出庫遅れ時間 平均 3分 平均 4分 5 分 

滞在時間 

(入庫～退庫)
平均 96 分 平均 84 分 100 分 

来港台数 最大 31 台 最大 19 台 10 台/h

表 2-1.基礎調査結果と設定値 

時間軸 

バ
ス
番
号

バス 1 台の動き 

混
雑
時
間 

各場所のバス台数 
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3．ショットガン方式の実証実験 

3-1．実証実験の概要 

（1）実証実験の目的 

実証実験の目的は、シミュレーションから導かれた乗降場５台分および待機場 14 台分が妥当

であるかを確認するとともに、ショットガン方式導入の可否を確認することである。 

実証実験は、観光バスの多い日に実施することを検討し、観光バスの利用が多い 11 月（紅葉

の時期）と、２月（河津桜の時期）の休日に行った。 

実証実験は「いであ株式会社」が受託し、結果を北物揚場の整備計画に反映させた。 

 

（2）実証実験の方法 

実証実験の方法は、次の通りである。 

①沼津港観光バス乗降場および待機場を利用した、全ての観光バスを対象とした。 

②内港に５台分の乗降場を設置して、内港敷地スペースの処理能力について確認した。 

③第 1回実証実験の配置は、「将来整備計画」を想定した縦列配置で行った。 

④第 2回実証実験の配置は、「段階的整備計画」を想定した並列配置で行った。 

 
図 3-1.第 1回実証実験配置（引用：沼津港大型バス運用対策検討業務委託 報告書） 

 
図 3-2.第 2回実証実験配置（引用：沼津港大型バス運用対策検討業務委託 報告書） 
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3-2．実証実験の結果 

（1）実証実験結果と基礎調査結果 

実証実験の結果を表に示す。 

２回の実証実験結果は近似しており、基礎

調査結果とも概ね同じであった。 

（2）処理能力の確認 

内港の乗降場５台分、外港の待機場 14 台

分のスペースは、入庫ピーク時（12 時台）に

おいても、大きな問題はなくバスを処理する

ことが出来た。 

 
写真 3-1.内港観光バス乗降場(実証実験)     写真 3-2.外港観光バス待機場(実証実験) 

 

4．北物揚場の整備計画 

4-1．北物揚場整備計画の基本的な考え方 

（1）ショットガン方式の導入 

内港乗降場５台分、外港待機場 14 台分は、実証実験の結果から妥当であるとともに、沼津港

におけるショットガン方式の導入についても、妥当であることが併せて確認された。 

ショットガン方式による乗降場の整備計画は、実証実験の結果を踏まえて計画を推進する。 

（2）ショットガン方式の運用 

今後の計画に際しては、ショットガン方式の持続的・自律的な運用に向けての課題を整理する

とともに、運用ルール等についても定めることが不可欠となる。 

 

4-2．将来整備計画と段階的整備計画 

（1）将来整備計画 

北物揚場の将来整備計画うち、観光バスの乗降場については、第 1回実証実験（将来整備計画

の配置）で処理能力等が確認された乗降台数５台を縦列配置した施設計画とした。 

  
図 4-1.将来整備計画平面図 

調査項目 第１回 第２回 基礎調査

最大時間別 

入庫台数 

10 台 

(12 時台) 

10 台 

（12 時台） 

10 台 

（11 時台）

降車時間 平均 3分 平均 2分 平均 3分

乗車時間 平均 10 分 平均 5分 平均 10 分

出庫遅れ時間 平均 6分 平均 5分 平均 3分

滞在時間 

(入庫～退庫)
平均 88 分 平均 89 分 平均 96 分

来港台数 

(10-14 時) 

43 台 

（34 台） 

37 台 

（31 台） 
31 台 

表 3-1.実証実験結果と基礎調査結果 
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（2）段階的整備計画 

北物揚場の将来整備計画は、事業が推進されるまでに時間を要することから、即効性の高い段

階的整備計画による施設計画についても行った。 

段階的整備計画における観光バス乗降場については、第２回実証実験（段階的整備計画の配置）

で処理能力等が確認された乗降台数５台を並列配置した施設計画とした。 

 
写真 4-1.段階的整備後の航空写真(資料：Google)  写真 4-2.段階的整備後の北物揚場観光バス乗降場 

 

5．おわりに 

（1）現時点における評価 

昨年度に行った沼津港の入込客数定期調査の結果、段階的に整備された北物揚場の乗降場を利用

した観光バスの 9 時から 15 時における台数は 38 台であり、整備前の観光バス駐車場（9～15 時：

11 台）に比べると、3倍以上の利用が確認された。 

ショットガン方式は、沼津港の内港のように、用地に制約があり用地拡大が困難な観光バス駐車

場においても、驚きの効果を発揮することが明らかになった。 

 
写真 5-1.段階的整備後の乗降場利用状況    写真 5-2.段階的整備後の待機場利用状況 

 

（2）観光バス乗降場および待機場の運用 

ショットガン方式の運用は、開始されて１年が経過した。 

当初は利用者に運用方法等が定着しておらず、戸惑う声も聞こえていたが、待機場の運営を行う

NPO 法人沼津観光協会は、現在は大きな問題もなく、順調に運用出来ていると報告している。 

沼津港における来港客は、今後も増えることが想定され、それに伴い観光バスの需要も多くなる

と思われる。待機場では、休日の一時的なピークを想定し、休日限定の臨時待機場を設けた。 

 

（3）ショットガン方式の活用 

観光バスを対象としたショットガン方式は、「東京スカイツリー」、「キャナルシティ博多」など、

まだ数例の事例しかないが、全国の人気観光地においては、沼津港と同じような問題を抱えている

所が多くあることから、今後のショットガン方式の需要は、人気観光地などを中心に、多くなるも

のと思われる。 

沼津港における事例が、今後のショットガン方式を計画する上で、何かの参考になればと思う。 


