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１．趣旨

本市では昭和４６年の市制施行以来、高度経済成長期からオイルショック以降の安

定経済成長期、そしてバブル経済成長期から崩壊後の経済低迷期といった大きな社会

経済環境のうねりのなかで、４次にわたり総合計画（基本構想）を策定し、市民福祉

の増進、都市基盤整備の充実など、地域における計画的なまちづくりを進めてきた。

平成１５年度を初年度とした「いせはら２１プラン」では、「少子高齢社会の進行」、

「都市基盤の整備・充実」を２大課題とし、「明るい暮らし」、「活力あるまち」、「快

適な都市」、「ともに歩む自治」の４項目の将来像を示し、その実現に向けて様々な

取組を進めているところであるが、この「いせはら２１プラン」は平成２４年度を

もって計画期間が終了する。

首都近郊都市として農地や山林といった豊かな自然環境に恵まれた地域である一

方、交通利便性が高い地域特性を活かした、人口・住宅・産業などバランスのとれた

まちづくりに取り組んできた。

こうした中、伊勢原市第５次総合計画（以下、「次期総合計画」という。）の計画

期間内において市制施行５０周年を迎え、都市形成における大きな節目を迎える時期

となる。本市がこれまで守り、育ててきた自然環境や都市環境などについて持続的、

継続的に発展させ、都市の個性や特性としてまちづくりに活かしていくことが重要で

ある。

また、本市においては、人口減少や人口構造の変化、広域幹線道路整備などによる

都市構造の変化、地域の自主性・自立性が進むことによる自治のあり方の変化など、

新たな課題への対応が必要になる。さらには、市民ニーズの多様化、高度化が進み、

画一的な行政運営では対応が困難となっており、市民と行政が協働・連携したまちづ

くりへの取組が、これまで以上に強く求められることとなる。

こうした状況を踏まえ、次期総合計画は、本市がめざす将来像と将来の目標を明ら

かにし、これらを実現するための基本的な施策を示す本市の最上位の計画として策定

する。策定にあたっては、市民と行政が力を合わせ、総合的かつ計画的なまちづくり

が実現できるよう、積極的な市民参画のもと、全庁的な英知を集結し、策定作業を進

めるものとする。

２．策定にあたっての基本的な視点

(1) 本市を取り巻く主な社会環境の変化と今後対応すべき課題

次期総合計画策定にあたって、まちづくりの実現に影響があると思われる主な社会

経済環境の変化や課題は次のとおりである。

①人口減少・少子高齢社会への対応

本市の人口は平成２３年４月までの約１０年は微増傾向が続いてきたが、昨年度

実施した趨勢による人口推計では、全国的な人口減少の傾向を受け、長期的には緩

やかな減少傾向に進むことが想定されている。
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また、人口や世帯の変化と重なって、少子高齢はさらに進んでいくものと推計さ

れ、福祉や教育を取り巻く環境や地域コミュニティなど様々な方面に影響をもたら

すものと考えられる。

②安全・安心意識の高まりへの対応

大規模地震をはじめとする自然災害に対して、災害に強いまちづくりへの対応や

被害を最小限に抑えるための取組がこれまで以上に求められることとなる。

また、高齢者や子どもを対象とした犯罪の増加が懸念される中、希薄化する地域

コミュニティに対応する地域防犯活動などによる、安全安心への取組の強化が必要

となっている。

さらに、地球規模での環境問題への対応や、低炭素社会の実現、自然エネルギー

の活用など自然環境への負荷を低減する取組が重要になるものと考えられる。

③経済規模縮小による活力低下への対応

人口減少や人口構造の変化により経済規模の縮小が懸念され、これらの解決策と

して新たな産業用地創出や中心市街地の整備により、新たな雇用の場を創出するな

ど地域経済の活性化が求められている。

また、これからのまちづくりには、多くの人が訪れる魅力あるまちとなる取組が

重要となっている。伊勢原市が保有する自然・文化・医療などの特徴的で魅力ある

資源を活用し、観光の振興や商業の活性化などへの取組をさらに強化・発展するこ

とが求められている。

④都市の持続性、コンパクトなまちづくりへの対応

新東名高速道路、国道２４６号バイパスの開通、それに伴うインター周辺などの

拠点整備事業により、本市の都市構造は大きく変わることとなる。さらに伊勢原駅

北口周辺のまちづくりや都市計画道路整備の進捗により、市街地の整序や地域間の

連携が促進される。

一方、既成市街地における再整備が求められる地域への取組も課題であり、人口

減少や高齢化に対応し、暮らしやすさを視点に捉えた都市形成が求められる。

⑤新しい自治へのあり方の確立への対応

地方分権、地域主権に向けた改革が進むことで地域の自主性が高まるものの、権

限委譲により市の事務量が増加することや、多様化や高度化する市民ニーズへの対

応が課題となっている。今後は、行政と市民、地域、企業、団体など様々な主体が

協働・連携したまちづくりなど、新しい自治のあり方を確立していくことが求めら

れている。

また、本市の財政状況としては、市税収入は減少傾向であり、歳出についても行

政需要拡大への対応などから、厳しさが当面継続するものと想定される。今後は、

さらなる行財政改革の推進や自主財源の確保に対する取組を進めるとともに、選択

と集中による事業の厳選が大きな課題となるものと考えられる。
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(2) まちづくりの視点とめざす方向

このような社会経済環境の変化や課題を踏まえ、市が継続的に発展し、市民福祉

の向上を図っていくため、将来の伊勢原に対する市民の想いや願いを、「力の創造」

として整理し、次の５つの視点によりまちづくりのめざす方向を明らかにする。

①暮らし力創造の視点

人口減少や少子高齢社会において、子どもから高齢者まで元気に明るく暮らせ

るまちづくりの視点

②安心力創造の視点

災害や犯罪から守られ誰もが安心して生活できるまちづくり、大切な自然環境

を次世代に引き継ぐまちづくりの視点

③活力創造の視点

たくさんの人が集まり賑わう、元気なまちづくりの視点

④都市力創造の視点

所持するまちの資源を活かし、快適で利便性の高いまちづくりの視点

⑤自治力創造の視点

行政と市民、地域、企業、団体など様々な主体の協働・連携により、地域の自

主性や自立性を高めるまちづくりの視点

なお、それぞれの創造力の視点により対応する主な取組とめざす方向は次のとお

りである。

①「暮らし力創造」の視点に対する主な取組とめざす方向

・高齢者や子育て中の市民など、すべての市民が生き生きと生活できる地域づく

りへの取組

・就労形態の多様化に対応した仕事と生活の調和への取組

・学校教育の充実や幼保の一体化への取組

②「安心力創造」の視点に対する主な取組とめざす方向

・大規模災害など危機事態への対応力強化の取組

・低炭素社会の実現や自然エネルギー推進への取組

・自助・共助による災害に強い地域社会実現への取組

地域で助け合う安全で安心なまち

めざす方向 ②

住み慣れた地域で、誰もが明るい暮らしをおくることができるまち

めざす方向 ①
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③「活力創造」の視点に対する主な取組とめざす方向

・多様な産業力の強化による元気な地域づくりへの取組

・商業再生や観光ネットワーク形成によるまちの活性化への取組

・広域幹線道路の効果を活かした新たな魅力づくりへの取組

④「都市力創造」の視点に対する主な取組とめざす方向

・新たな時代に対応した交通結節点の機能強化への取組

・公共施設の既存ストックの有効活用や長寿命化への取組

・便利で暮らしやすい都市機能の強化への取組

⑤「自治力創造」の視点に対する主な取組とめざす方向

・多様な公共の担い手による協働への取組

・健全で透明な財政運営の実現への取組

・地域づくりや地域運営のしくみづくりへの取組

３．策定にあたっての基本的な考え方

まちづくりのめざす方向を着実に実行するため、次の基本的な考え方により計画づ

くりを進めるものとする。

(1) 市民と行政が目標を共有することができる、わかりやすい計画

計画策定段階での市民参加を積極的に推進し、市民と協働による計画づくりと、

市民と行政が目標を共有したまちづくりの実現が図れるように、誰にもわかりや

すい計画づくりを進める。

(2) 将来の社会経済環境の変化に的確に対応する、戦略的な計画

多様化、複雑化する市民ニーズを捉え、新たな社会経済環境変化に対し、それ

ぞれの分野ごとに的確に対応できる、戦略的な計画づくりを進める。

住み続けたい快適で魅力あるまち

めざす方向 ④

多くの人が集う個性豊かで活力あるまち

めざす方向 ③

地域の自主性が高まり、みんなで考え実行するまち

めざす方向 ⑤
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(3) 財政状況に的確に対応する、効率的で実効性のある計画

現下の財政状況において、目標達成に向けた着実な計画の実現を図るため、施

策の重点化を図り効率的で実効性のある計画づくりを進める。

(4) 誰もが計画の達成度を評価しやすい計画

総合計画が何をめざし何を達成できたのか、誰にもわかりやすく、適正な評価

ができる計画づくりを進める。

４．計画の構成と期間

次期総合計画は、長期、中期、短期それぞれの計画期間における取組を明確にする

ため、基本構想、基本計画、中期事業計画とし、毎年度ごとに各部事業実施プログラ

ムを策定する。

(1) 基本構想

①構成

基本構想は総合的なまちづくりの指針となるもので、将来都市像、まちづくりの

理念や目標、土地利用方針、基本的な施策や達成水準を定める。

②期間

計画の期間は、社会経済環境変化に的確に対応するため、長期的な展望にたった

まちづくりをめざす１０年間（平成２５年～平成３４年）とする。

(2) 基本計画

①構成

基本構想に設定したまちづくり目標の実現や基本的な施策の効果的な展開を図る

ため、重点的に取り組む必要がある施策を分野別の体系で整理する。

②期間

計画の期間は、基本構想の中間年を目途とし、平成２５年度から平成２９年度の

５年間を前期計画期間とし、その時点で見直しを図るものとする。

(3) 中期戦略事業プラン （中期事業計画）

①構成

基本計画に位置付けれられた施策に関する事業の展開にあたって、限られた予算

や人員の効果的かつ効率的な配分により戦略的な事業運営を図るため、中期の事業

計画を策定する。

②期間

当初の計画期間は、社会環境の変化に柔軟に対応するため、基本計画の中間年を

目途とする３年間とし、３年目に残り２年間の計画改定を行う。
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(4) 各部事業実施プログラム （短期事業計画）

中期戦略事業プランの実効性を確保し、各部のマネジメント機能を高めるため、従

来の「各部運営方針」を充実、強化をした「各部事業実施プログラム」を毎年度策定

し、計画的な事業展開、事業立案を実施する。

(5) その他

個別の法令等の規定に基づき各分野で定められた個別計画は、総合計画を最上位計

画としながら、それぞれの分野において、市民参加のもとに専門的かつ具体的な計画

が策定されている。

次期総合計画の策定にあたっては、これらの個別計画との整合性に配慮し、個別計

画との関係を明確化することで、総合計画と個別計画が連携したまちづくりの推進を

図るものとする。

■計画構成のイメージ

■計画期間のイメージ

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４

（見直し） （見直し）

各部

事業実施
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

各部

事業実施
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

各部

事業実施
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

各部

事業実施
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

各部

事業実施
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

各部

事業実施
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

各部

事業実施
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

各部

事業実施
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

各部

事業実施
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

各部

事業実施
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

中期戦略事業プラン（3年） 中期戦略事業プラン（3年）

事業プラン（２年） 事業プラン（２年）

基本構想 〔１０年〕

前期基本計画 〔５年〕 後期基本計画 〔５年〕

進行管理 中期戦略事業プラン

事務事業

事務指標

重点事業指標

事業一覧重点事業

関連個別計画

各部事業実施プログラム

基本計画

まちづくりの目標

基本施策

まちづくり指標

土地利用方針

基本政策

将来都市像

キャッチフレーズ

現状と課題

個別施策

基本構想
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５．策定体制

(1) 各種市民参加

次期総合計画策定にあたっては、市と市民のパートナーシップを基本とし、広範

な市民の意見や提案が計画づくりに反映できるよう、多様な市民参加・市民参画の

機会を設定することとする。

①計画策定初段階における市民参加の実施（平成２２年度まで実施済）

ア．市民意識調査の実施

施策に対する課題を整理するとともに、各分野における市民ニーズについて

把握することで、将来都市像や各施策の方向性について検討を行うため、現行

計画の施策に対する満足度、重要度、関心度について意識調査を行う。

イ．市内７地区市民会議の実施

地域住民から意見や提案をいただき、地域における課題や将来像について検

討するため、自治会と共催により市内７地区で市民会議を開催する。

ウ．アンケート型市民討議会

市民意識調査や各地区の市民会議から整理された課題について、更に具体的

な検討を進めるため、市民討議会を開催する。市民討議会では、市の現状につ

いて説明を行い、討議テーマに関してアンケートを実施し、より正確で公正な

市民意識の把握に努める。

エ．小中学生まちづくり作文募集

市内公立小学校５年・６年生、中学生を対象に、テーマを「大好きなまちい

せはら」、「いせはらの未来」としたまちづくりに関する作文を募集する。

オ．高校生以上を対象としたまちづくり意見・アイデア募集

新たな施策や事業への提案として活用するため、市内に設置された高等学校

の生徒や市内に在住、在勤の方から、まちづくりに関する意見やアイデアを募

集する。

②計画策定段階における市民参加（平成２３年度以降実施）

ア．市内７地区市民会議の実施

次期総合計画の骨子が策定された段階で、市内７地区で市民会議を開催し、

骨子について各地区別に意見を伺う。各地区でいただいた意見は、基本構想案

の作成検討に役立てる。
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イ．部門別の各種団体からの意見把握

各部門に関する事業計画の立案に役立てるため、庁内各所属を通じ、各部門

における関係団体から広く意見を聴取する。

ウ．パブリックコメント

計画策定段階における、公正性や透明性の確保を図るため、次期総合計画の

骨子が作成された段階と計画案が作成された段階の各段階においてパブリック

コメントを実施する。

エ．その他

次期総合計画策定を進める各段階において、より広範な市民の意見や提案を

いただくため、その他の市民参加の機会を充実するよう努めるものとする。

(2) 総合計画審議会

伊勢原市総合計画審議会設置規則に基づき市長の公的諮問機関として、学識経験者、

市内の公共的団体等からの選出者及び公募市民等で組織する総合計画審議会を設置す

る。

市が提案する総合計画基本構想や基本計画の諮問に対して、専門的視点、市民の視

点で審議し、市長へ答申する。

(3) 庁内体制

①総合計画策定委員会

伊勢原市総合計画策定委員会規程に基づき、副市長、教育長及び部長相当職で構

成する庁内組織を設置し、計画案の立案、作成を進める。また、各課長職で構成す

る幹事会を設置し、計画素案の立案、検討に取り組む。

②施策ワーキング検討部会

複数の分野に横断的に対応した施策の検討を図るため、各分野別の担当職員で構

成する「施策ワーキング検討部会」を設置し、施策立案の検討を進める。

③庁内シンクタンク

非常設内部組織型の庁内シンクタンク組織を設置し、次代を担う若手職員を研究

員として、次期総合計画策定にあたって主要な課題となるテーマについて研究を行

う。
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■策定体制全体イメージ

６．策定スケジュール

次期総合計画は、平成２４年中の議会における議決を目途とする。
平成２２年度

⊿諮問 ⊿答申

⊿骨子案 ⊿計画案

⊿各地区市民会議

基
本
構
想

基
本
計
画

中

期

戦

略

事

業

プ

ラ

ン

平成２３年度 平成２４年度

施策評価

基礎調査

各種市民

参加実施

総合計画策定委員会

総合計画審議会

議会
上程

事業プラン作成プラン検討

庁内シンクタンク
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７．その他

次期総合計画の策定は、本方針を基本とし、別に定める要領等に基づき具体的に進めて

いくものとする。


