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１ 策定にあたって  

（１）策定体制 

本計画の策定にあたっては、学識経験者で構成するアドバイザー会議において、各専門分野における

視点からご意見・ご提案をいただきました。 

また、庁内においては策定委員会・策定幹事会を設置し、各部局担当課との調整を図りました。 

 

 

 

  

 

原案検討・作成 

アドバイザー 

会議 

まちづくり 

市民会議 
住民 

説明会 

など 

協議 

意見交換 

島田市都市政策課（事務局） 

助言 提案 提案 意見 

策定委員会 
策定幹事会 

島田市都市計画審議会 

島田市立地適正化計画の策定 
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（２）策定経過 

    アドバイザー会議  まちづくり市民会議  
策定 

委員会・幹事会 
 その他 

2019 年 ４月         

 ５月         

 ６月   第１回      

 ７月   第２回      

 ８月         

 ９月         

 10 月 第１回    第１回 第１回   

 11 月         

 12 月     第２回 第２回   

2020 年 １月      第３回   

 ２月     第３回    

 ３月        各課ヒアリング 

 ４月         

 ５月     第４回 第４回   

 ６月        各課ヒアリング 

 ７月         

 ８月         

 ９月         

 10 月     第５回 第５回   

 11 月 第２回        

 12 月         

2021 年 １月         

 ２月      第６回   

 ３月     第６回    

 ４月         

 ５月     第７回    

 ６月 第３回    第８回 第７回  各課ヒアリング 

 ７月         

 ８月         

 ９月        住民説明会 

 10 月         

 11 月        パブリックコメント 

 12 月         

2022 年 １月     第９回 第８回   

 ２月        都市計画審議会 

 ３月         
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２ 委員名簿 

（１）アドバイザー会議（◎会長、〇副会長） 

分 野 氏 名 役 職 等 

都市計画 ◎海道 清信 名城大学都市情報学部 名誉教授 

建築 〇寒竹 伸一 静岡文化芸術大学 副学長 

防災 岩田 孝仁 静岡大学 特任教授（元防災総合センター長） 

都市及び地方計画 角入 一典 日本技術士会静岡県支部 

経済 玉置 実 静岡経済研究所 主席研究員 

行政 

佐野 貴洋 静岡県交通基盤部 島田土木事務所長（2019 年度） 

佐藤 勝彦 静岡県交通基盤部 島田土木事務所長（2020 年度） 

大滝 和広 静岡県交通基盤部 島田土木事務所長（2021 年度） 

 

（２）まちづくり市民会議（◎会長、〇副会長） 

分 野 氏 名 役 職 等 

公募 

權田 真知子 会社代表（（同）YUI） 

荒井 浩介 会社代表（ルーフアンドベンチ(株)） 

戸塚 康之 会社役員（(有)アスカエンジニアリング） 

団体推薦 

◎北川 雅之 島田商工会議所 

木村 恭輔 島田青年会議所 

鶴川 忠章 島田市社会福祉協議会 

〇新間 康博 島田市自治会連合会 

太田 拓男 島田市自治会連合会 

大塚 弘子 交通事業者（タクシー協会） 

その他 

北川 有香 男女協働参画啓発推進委員 

田代 紗莉依 静岡県立大学 薬学部 

鈴木 悠 静岡福祉大学 社会福祉学部 

市職員 

堀崎 大二朗 行政経営部 行政総務課 

安達 佑美 地域生活部 生活安心課 

松下 未奈子 行政経営部 人事課 
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（３）都市計画審議会（◎会長、〇副会長） 

区 分 氏 名 役 職 等 

学

識

経

験

者 

商工業 ◎大久保 節夫 島田商工会議所会頭 

都市計画 
〇海道 清信 名城大学都市情報学部 名誉教授 

秋田 典子 千葉大学大学院園芸学研究科 教授 

建築 亀井 暁子 静岡文化芸術大学デザイン学部 教授 

農業 寺尾 昇人 志太建築士会 島田地区 

福祉 八木 純子 島田市農業委員 

市議会議員 

村田 千鶴子  

大関 衣世  

藤本 善男  

提坂 大介  

市民の代表 

大石 重範 島田自治会連合会 

塚本  守 島田自治会連合会 

塚本 ひろ子 しまだ次世代育成支援ネットワーク 

関係行政機関 

大滝 和広 島田土木事務所長 

岩﨑 敏之 志太榛原農林事務所長 

海野 広志 島田警察署長 

 

（４）策定委員会 

 職 名 氏 名 

委員長 副市長 牛尾 伸吾 

委 員 

市長戦略部長 
鈴木 将未（2019・2020 年度） 

今村 重則（2021 年度） 

危機管理部兼地域生活部長 髙井 勝則 

地域生活部長 三浦 洋市 

健康福祉部長 畑  活年 

こども未来部長 
孕石  晃（2019・2020 年度） 

佐藤  修（2021 年度） 

産業観光部長 
谷河 範夫（2019・2020 年度） 

田中 義臣（2021 年度） 

都市基盤部長 
田崎 武明（2019・2020 年度） 

菅沼 克章（2021 年度） 

行政経営部長 
北川 博美（2019・2020 年度） 

大石 剛寿（2021 年度） 

教育部長 
大石 剛寿（2019・2020 年度） 

中野 和志（2021 年度） 

病院事務部長 
今村 重則（2019・2020 年度） 

大畑 和弘（2021 年度） 
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（５）策定幹事会 

 役 職 氏 名 

幹事 

市長戦略部 戦略推進課長 
駒形 進也（2019・2020 年度） 

中村 広史（2021 年度） 

危機管理部 危機管理課長 
天野 裕継（2019・2020 年度） 

杉本 正晴（2021 年度） 

地域生活部 生活安心課長 
天野 一彦（2019 年度） 

清水 寿道（2020・2021 年度） 

地域生活部 環境課長 
橋本  孝（2019・2020 年度） 

杉山 雅英（2021 年度） 

健康福祉部 福祉課長 
岡部 隆祥（2019 年度） 

山田 敏雄（2020・2021 年度） 

こども未来部 保育支援課長 
鈴木 龍彦（2019 年度） 

清水 基之（2020・2021 年度） 

産業観光部 

農業課長 
 堀井 直樹（2019・2020 年度） 

農業振興課長 
山本 敏幸（2021 年度） 

産業観光部 商工課長 
中村 広史（2019・2020 年度） 

駒形 進也（2021 年度） 

産業観光部 内陸フロンティア推進課長 
田中 義臣（2019・2020 年度） 

齋藤 正隆（2021 年度） 

産業観光部 文化資源活用課長 
太田 直樹（2019 年度） 

松本 知保美（2020・2021 年度） 

都市基盤部 すぐやる課長 須藤 嘉久 

都市基盤部 建設課長 
菅沼 克章（2019・2020 年度） 

清水  保（2021 年度） 

都市基盤部 建築住宅課長 
 秋山 尚弘（2019・2020 年度） 

大畑 英生（2021 年度） 

都市基盤部 水道課長 木村 浩之 

都市基盤部 下水道課長 

 大石 智浩（2019 年度） 

清水  保（2020 年度） 

平松 雄之（2021 年度） 

行政経営部 財政課長 前島 秀基 

行政経営部 資産活用課長 鈴木 明宏 

教育部 教育総務課長 
平松 栄治（2019 年度） 

鈴木 龍彦（2020・2021 年度） 

教育部 社会教育課長 
南條 隆彦（2019 年度） 

小林 知子（2020・2021 年度） 

農業委員会 

※2020 年農業振興課と統合 

事務局長 鈴木 高雄（2019 年度） 

病院事務部 経営企画課長 
 大塚 昌利（2019 年度・2020 年度） 

石間 幸典（2021 年度） 
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（６）事務局 

職 名 役 職 氏 名 

都市基盤部 都市政策課 

課長 
大畑 和弘（2019 年度・2020 年度） 

秋山 尚弘（2021 年度） 

係長 
大池 信司（2019 年度・2020 年度） 

遠藤 有喜（2021 年度） 

主任技師 飯塚 貴史 

主査 
田村 享広 

市川 智規 

主事 石塚 貴裕 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shimada location normalization plan 

島田市立地適正化計画 
 

令和４年３月 

島田市都市基盤部都市政策課 

U R L：http://www.city.shimada.shizuoka.jp 

：toshikei@city.shimada.jp 

T E L：0547-36-7177 FAX：0547-37-7514 

〒427-8501 静岡県島田市中央町１番の１ 


