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序

章 はじめに

序－１

都市計画マスタープラン改定の背景と目的

「島田市都市計画マスタープラン」は、都市の将来像を踏まえ、本市が取り組む都市づくり
の方針や都市全体における総合的な⼟地利⽤の方針などを明確にすることを目的とし、2010
年（平成 22 年）3 月に策定されました。
しかし、策定後 10 年が経過する中で、⼈⼝減少や少⼦⾼齢化の進⾏、都市インフラの⽼
朽化とそれに伴う維持管理費の増⼤など、都市を取り巻く課題が顕在化しています。また、
「第２次島田市総合計画」
（2018 年（平成 30 年）3 月）が策定され、
「笑顔あふれる 安心
のまち

島田」を将来像とする各種施策が展開される中で、計画間の整合を図る必要が生じ

ています。
以上を踏まえ、改めて都市の将来像を設定し、都市づくりの方針や総合的な⼟地利⽤の方
針などを示すこととします。

序－２

位置付けと役割

本計画は、都市計画法第 18 条の２に基づき、第２次島田市総合計画（2018 年（平成 30
年）3 月策定）、国⼟利⽤計画島田市計画（2018 年（平成 30 年）３月）
、区域マスタープラ
ンに即し、その他関連計画と整合・連携を図りながら、都市づくりのビジョンを明らかにし、
今後の都市計画の指針となるよう策定します。
また、都市計画決定・変更に関する計画は、本計画に即して定め、関連する他の計画に
ついても、本計画を踏まえ策定または⾒直していきます。

第 2 次島田市総合計画

国⼟利⽤計画 島田市計画

島田都市計画区域マスタープラン

（2018 年（平成 30 年）3 月策定）

（2018 年（平成 30 年）3 月策定）

（2016 年（平成 28 年）4 月県策定）

島田市まち・ひと・しごと
創生総合戦略

即す

島田市都市計画マスタープラン
島田市⽴地適正化計画
（策定予定）

連携
整合

即す

分野別計画（主なもの）
島田市国⼟強靭化
地域計画

島田市公共施設等
総合管理計画

島田市地域防災計画

島田市地域公共交通網
形成計画

島田市空家等対策計画

島田市中心市街地
活性化基本計画

法定都市計画
地域地区
（⽤途地域など）

都市施設
（道路・公園など）

市街地開発事業

地区計画

など

など
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序－３

目標年次

本計画は、⼈⼝減少や少⼦⾼齢化を踏まえた⻑期的な都市の姿を展望し都市のありたい姿
を目指し、⼟地利⽤など時間をかけて緩やかに誘導していくため、20 年後の 2040 年（令和
22 年）を目標年次とします。
また、社会情勢の変化や総合計画などとの整合を図るため、10 年後の 2030 年（令和 12
年）を中間年次とし、必要に応じて計画内容を⾒直します。

序－４

策定体制と方法

策定に当たっては、まちづくり市⺠会議、地域別ワークショップ・タウンミーティング及
び市⺠等意識調査などを通じて市⺠の意⾒を⼗分に反映しつつ進めます。

原案検討・作成
アドバイザー
会議
助言

協調

まちづくり

地域別ワークショップ

市⺠会議

タウンミーティング等

意⾒
交換

提案

意⾒

提案

島田市都市政策課（事務局）

市⺠等意識調査

策定委員会
策定幹事会
島田市都市計画審議会

島田市都市計画マスタープランの策定

序－５

計画対象区域

本計画は、一体的な都市づくりを推
進するため、都市計画区域外を含めた
⾏政区域全域を計画対象区域としま
す。

行政区域

（31,570ha）

都市計画区域（5,762ha）
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序－６

計画の構成

本計画は、次のとおり全体構想と地域別構想の各章により構成します。
全体構想

地域別構想

都市づくりの視点、都市の現況・特性の調査分析、市⺠等意識調

市 内 を ６地 域 に区 分

査結果及び都市づくりの課題整理を踏まえ、都市づくりの基本理

し、それぞれの地域の

念、都市の将来像、都市づくりの方針（テーマ別の方針や都市整

将来像、施策の方針を

備の方針）を定めます。

定めます。

第１章 都市づくりの視点
現⾏計画における都市づくりの視点及び社会の潮流を踏まえ、本
計画の改定において着目する視点を設定します。

第２章 都市の現況・特性の調査分析
⼈⼝・産業の動向、生活サービス施設などの⽴地状況及び都市基

第７章 地域別構想

盤の整備状況など、都市の現況・特性を整理した上で、都市構造
旧⾏政界、⽇常圏域で

の「強み」と「弱み」を明らかにします。

ある中学校区及び第 2
第３章 市⺠等意識調査結果

第４章 都市づくりの課題と方向性

市⺠意識調査と島田市・藤枝

都市の現況・特性の調査分析、

市・焼津市を対象に実施した

市⺠等意識調査結果などを踏

Web アンケートの結果から、

まえ、都市づくりの課題と方

市⺠等の意⾒を整理します。

向性を整理します。

次島田市総合計画の地
域区分などを踏まえ設
定した 6 地域におい
て、地域ごとの課題に
応じた身近な地域づく
りの目標及び方針を定
めます。

第５章 都市の将来像

【地域区分】

都市づくりの基本理念を定めるとともに、都市の将来像、将来都

○中心・⼤津地域

市フレーム、将来都市構造を定めます。

○六合地域
○初倉地域
○⾦⾕地域

第６章 都市づくりの方針
都市の将来像の実現に向け、テーマ別の方針や都市整備の方針を
定めます。

第８章 計画の実現に向けて
市⺠と⾏政との協働の都市づくりに向けた役割分担や計画策定後
の進⾏管理に当たっての基本的な考え方を定めます。
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○伊久身・⼤⻑地域
○川根地域

