
 



 

 

はじめに 

  

下田市では、平成 12 年３月に下田市の都市計画に関する基本的な方針（下田市都市計

画マスタープラン）を策定し、まちづくりの推進に努めてまいりましたが、伊豆縦貫自

動車道のルート帯が示されたことを受け、平成 18 年３月に改訂を行い、プランに基づい

てまちづくりを行ってまいりました。 

 そのような中、「静岡県第４次地震被害想定」が公表され、市内の多くが津波による浸

水想定区域内となりました。計画的にまちづくりを進めてきた都市計画区域内の多くも

浸水想定区域内となったことを受け、予想される災害に対し、これからのまちづくりに

ついて、検討を行ってまいりました。 

 本市を取り巻く状況は、災害予測のみならず、人口減少、少子高齢化や低迷が続く経

済状況など、一層厳しさを増していくことが予想されます。これらの状況を乗り越える

ためには、定住人口や交流人口にも配慮したまちづくりが必要となってまいります。 

都市計画マスタープランの都市づくりに向けた基本的な考え方といたしましては、人

命を第一に守るための備えを行うとともに、現下のまちづくりにも一層力を注ぎ、災害

が起きても、住み続けたいまち“しもだ”となるような都市づくりが重要であると考え

ております。 

また、下田の自然・歴史・文化が観光資源としてではなく、暮らす人にとっても身近

に親しめる対象となるような地域づくりを行い、下田で暮らす人と来訪者との交流によ

りにぎわいあるまちとなるような都市づくりを目指し、市民・事業者・行政との連携を

強化し、協働して取り組んでまいります。 

 結びに、本計画の改訂にあたりまして、まちづくり会議にご参画いただきました下田

市まちづくり懇話会委員の皆様をはじめ、多くの関係者並びに関係機関の皆様、さらに

に貴重なご意見、ご提案をお寄せ下さいました市民の皆様に心から感謝申し上げます。 

平成 28 年３月 

下田市長 楠山 俊介 
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