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序 章  策定にあたって 



 
 

現岡崎市都市計画マスタープランは平成 15年 2月に策定されました。平成 18年 1 月 1 日の

合併により都市計画区域外である額田町が行政区域となり、これに加え、人口減少と少子・高

齢社会への移行や都市計画関連法令の制定・改正など都市計画をとりまく社会経済情勢も変化

しており、それらを踏まえた都市の将来像を再検討する必要が生じてきました。 

本都市計画マスタープランは、このような背景から、現在見直しがなされている第６次総合

計画との整合を図りながら、今後の都市計画の基本的な方針を長期的・広域的・総合的な観点

から検討し、実現すべき都市の将来像や整備方針を明確にすることを目的に策定するものです。 

   
 
 
  本都市計画マスタープランは上位計画である岡崎市総合計画（基本構想）および都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針（愛知県の都市計画区域マスタープラン）に即して策定します。

なお、岡崎市総合計画に対して、本マスタープランでは、各種部門別計画との整合性を確保し

つつ、都市計画部門（土地利用、市街地整備、都市施設等）に関する、より具体的な方向性や

施策方向を示した指針として位置付けます。  
関連計画との関係

（１） 策定の背景と目的 

（２） 位置づけ （関連計画との関係） 

岡崎市都市計画マスタープラン  
（市町村の都市計画の基本方針） 

岡崎市総合計画  

基本構想  

愛知県の都市計画区域マスター

プラン  
（都市計画区域の整備、開発及び

保全の方針）  

岡崎市の各種部門別計画  
・環境基本計画  
・景観計画  
・緑の基本計画  
・住宅マスタープラン  
・地域防災計画     等 

 

即する  

即する  

岡崎市の個別都市計画の運用  
・ 地域地区  
・ 都市計画施設  
・ 市街地開発事業  
・ 地区計画    等  

即する  （整合性の確保） 

基本計画  
（整合性の確保） 



 

 
本都市計画マスタープランは、以下の役割を果たす「まちづくり・都市計画の方針」をめざ

します。 

① 市民、行政、事業者等が共有できる市全体や地域の将来の目指すべき姿を示します。  
② 地域地区・都市施設・市街地開発事業等の決定・変更など、岡崎市の現状や将来の変化

に適切に対応した「都市計画の指針」及び、それに即した「行政施策展開の指針」、「市

民・企業等の誘導指針」を示します。  
 
 
 

計画策定時点から概ね 10 年後の平成 32 年（2020 年）を基本とするものの、より長期的を見

据えた将来方向を盛り込んだ計画とします。 

（３） 役割 

（４） 目標年次 



 
 

本都市計画マスタープランは平成 18年度～21 年度の 4ヶ年にわたり以下のとおり策定を進

めます。 

 
計画策定の流れ 

 
 
 

（５） 計画策定の流れ 

 

パブコメ  

＜都市計画マスタープランの検討＞ ＜額田地域の方向性検討＞ 

■計画の公表  

■計画のとりまとめ・策定  

■計画案の作成  

■計画素案の作成  

■地域別構想素案  
・地域別構想案 
・実現化に向けて  

■地域別の現状と課題  
・地域区分  
・各地域の現状と課題  

■都市づくりの考え方  
・コンセプト※１  
・都市づくりの目標と原則  
・土地利用フレーム※２ 

■基礎調査（現況調査、市民意識調査等） H18年度

H19年度

H20年度

H21年度

シンポジウム 

地域別まちづくり  
ワークショップ  

議会  都審  

議会  都審  

議会  都審  

■全体構想骨子案  
・取り組み方向 
・計画評価指標 

■将来方向の検討  

素案説明会  

■まちづくり方針の検討  

地域別まちづくり  
ワークショップ  

パブリック 
コメント 


