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第３節 リーディングプロジェクト 

 
 第１項 リーディングプロジェクトとは 

 
第５次総合計画では、将来都市像に「豊

かな自然に包まれ みんなの力が次代を拓

く しあわせ創造都市 いせはら」を掲げ

ています。 

後期基本計画の推進にあたり、将来都市

像の実現を図るため、特に重点的かつ先導

的に取り組み、相乗的な効果を発揮させる

ものをリーディングプロジェクトとして整

理します。 

リーディングプロジェクトは、後期基本

計画に位置付ける分野別の施策を横断的に

整理し、基本計画の計画期間５か年に対応

して実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 第２項 いせはらの「魅力」と「暮らしやすさ」向上 

リーディングプロジェクトの構成 

 
後期基本計画に位置付けるリーディングプロジェクトは、人口減少、少子高齢化の進展等

の時代潮流や、市域における新たな広域幹線道路の整備などの、本市を取り巻く環境変化、

さらには地域の特性等を踏まえ、「いせはらの「魅力」と「暮らしやすさ」向上リーディン

グプロジェクト」とし、「地域資源等を活用した市民の健康寿命延伸プロジェクト」「観光を

エンジンにした地域経済活性化プロジェクト」「新たな土地利用等による都市の活力向上プ

ロジェクト」「未来につなげる子育て環境づくりプロジェクト」の４つのプロジェクトで構

成します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〈リーディングプロジェクトの構成〉 
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    いせはらの「魅力」と「暮らしやすさ」向上 リーディングプロジェクト 

    地域資源等を活用した市民の健康寿命延伸プロジェクト 

 〈プロジェクトの狙い〉 
市内の医療環境や観光資源、さらには農畜産物など、恵まれた伊勢原の地域資源を健康づ

くりに生かし、誰もが自らの健康づくりに楽しみながら取り組める環境を整えることで、

市民の健康寿命の延伸を図り、健やかな暮らしを支援します。 

 

 〈プロジェクトの数値目標〉    

数 値 目 標 

市民の健康寿命 

現状値【平成２８(2016)年】 目標値【平成３４(2022)年】 

男性：８２．８３歳 

女性：８５．５５歳 

男性：８３．７６歳 

女性：８６．５８歳 

目標設定の 
考 え 方 等 

国が示す健康寿命を測る指標の一つ、『日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期

間）』を要介護２以上でない状態で生活する年数として捉え、神奈川県が算出する６５歳から

の平均自立期間を基に、県内自治体（市）における最高値〈平成２６(2014)年〉をめざしま

す。 

  

■健康意識を高める「健（検）診」受診を促進します 

健康診査やがん検診等の受診環境の充実や、医療機関等との連携による健康情報の提供な

ど、市民一人ひとりが自分自身の健康状態を正確に把握する機会を提供し、健（検）診に

よる「健康づくり」を支援します。 

 

【関連する施策と主な取組】                    〈施策体系〉 

□こころと体の健康づくりの推進                   1-1-1-01 

 ◆大学と連携した健康バスによる測定会の実施 

◆いきいき健診（特定健康診査・一般健康診査）の実施 

◆がん検診の実施 

 

□安心できる地域医療体制の充実                                     1-1-1-02 

 ◆身近な地域の医療を支える「かかりつけ医」の利用促進 

 

■健康を支える「食育」を推進します 

「食」に関する知識を楽しく得られる機会を提供するとともに、伊勢原の多様な農畜産物

を用いたメニューの紹介等により「食」の重要性に関する理解を促し、「食」から健康に

なる「習慣づくり」を支援します。 

 

【関連する施策と主な取組】                    〈施策体系〉 

□こころと体の健康づくりの推進                   1-1-1-01 

 ◆食育料理コンテストの開催 

 

□高齢者の地域生活支援の充実                      1-1-2-04 

   ◆総合事業における栄養改善プログラム及び管理栄養士の訪問相談の実施 

 

□学習成果を生かせる生涯学習の推進                                  1-3-2-11 

 ◆生活習慣病予防料理教室等、食に関する生涯学習講座の開催 

 

□地域とつながる都市農業・森林づくりの推進                          3-6-1-23 

 ◆伊勢原市の農畜産物を用いたメニューの紹介 

① 
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■誰でも気軽にできる「運動」を推進します 

様々なイベントや教室等の開催により、健康に関心の低い人でも気軽に運動やスポーツに

取り組める、運動習慣の「きっかけづくり」に取り組みます。 

 

【関連する施策と主な取組】                                       〈施策体系〉  

□こころと体の健康づくりの推進                                      1-1-1-01 

 ◆すこやかリズム体操の普及促進 

  

□高齢者の地域生活支援の充実                      1-1-2-04 

   ◆ダイヤビッククラブ等、高齢者の運動習慣に関する取組の実施 

 

□学習成果を生かせる生涯学習の推進                                  1-3-2-11 

 ◆運動習慣のきっかけをつくる各種運動講座の開催 

 

□誰もが親しめるスポーツ活動の推進                                  1-3-2-12 

 ◆チャレンジデーへの参加 

 ◆大学と連携した健康講座等の開催及び総合型地域スポーツクラブの実施 

◆障がい者スポーツ教室の開催 

 

□歴史・文化遺産の活用と継承                                     1-3-2-13 

◆いせはら歴史ふれあいウォークの実施 

 

□魅力ある観光の振興                                                3-6-2-24 

 ◆観光資源を活用したマイ ME-BYO カルテウォーキングの開催 

 

 

■ともに支え合う「生きがいづくり」を推進します 

誰もが住み慣れた地域とつながりながら、いつまでも健康で自立した生活をおくれるよう、

地域で支え合う「生きがいづくり」を支援します。 

  

   【関連する施策と主な取組】                    〈施策体系〉   

□こころと体の健康づくりの推進                   1-1-1-01 

 ◆健康いせはらサポーター養成講座の開催 

 

□高齢者の地域生活支援の充実                      1-1-2-04 

   ◆ミニデイサロンの運営支援 

◆認知症サポーター養成講座の開催 

 

  □学習成果を生かせる生涯学習の推進                   1-3-2-11  

   ◆高齢者に向けた生涯学習講座の開催 

 

□快適で親しみのある地域づくりの推進                   4-8-1-29 

   ◆公園愛護会による公園清掃・花壇管理 

   

□市民協働と地域コミュニティの活性化                                5-10-1-37 

   ◆いせはら市民活動サポートセンターの運営  
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 〈プロジェクトの狙い〉 
「平成大山講プロジェクト」の推進や日本遺産に認定された「大山詣り」のＰＲなど、地

域資源を有効に活用し、様々な産業と連携した観光の振興により、市の知名度・認知度向

上による交流の活性化と域内における地場物産等の消費拡大を促し、地域経済の活性化を

図ります。 

 

 

 〈プロジェクトの数値目標〉    

数 値 目 標 

観光による経済波及効果額 

現状値【平成２８(2016)年】 目標値【平成３４(2022)年】 

３０億３００万円 ３５億３００万円 

目標設定の 
考 え 方 等 

観光関連産業事業者の売上高や販売した商品等の仕入取引、従業員の所得など、
域内に波及する経済的な効果を増加させます。 

 

 

■「魅力ある観光地づくり」と国内外に向けた「プロモーション活動」を推進します 
市内に数多くある観光資源の魅力の更なる磨き上げと多角的な情報発信により、本市の知

名度向上と様々な交流の活性化を図るとともに、観光客等の滞在時間の長期化等により、

観光消費の向上を図ります。 

 
  【関連する施策と主な取組】                    〈施策体系〉 

□歴史・文化遺産の活用と継承                                        1-3-2-13 

 ◆日本遺産「大山詣り」を活用した誘客促進 

◆歴史文化基本構想を活用した地域振興 

◆伝統文化の継承による地域活動の活性化 

◆市民団体の支援、人材育成による文化財活用イベントの開催 

 

□魅力ある観光の振興                           3-6-2-24 

 ◆フリーWi-Fi と観光アプリによる回遊促進 

 ◆駐車場・渋滞対策の推進 

 ◆関係団体等を通じた海外へのＰＲ 

 ◆四季を通じた観光行事・イベントの開催 

  

 

□シティプロモーションの推進                                        3-6-2-25    

 ◆マスメディアへの情報発信 

 ◆シティプロモーション公認サポーターの育成 

 ◆シティプロモーション動画の作成 

 

□地域公共交通の充実                                           4-9-1-32 

 ◆公共交通事業者との連携強化 

 ◆公共交通の利用促進   

観光をエンジンにした地域経済活性化プロジェクト 
② 

いせはらの「魅力」と「暮らしやすさ」向上 リーディングプロジェクト 
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■地域資源を活用した「ブランド化」を推進します 
農畜産物を活用した特産品や農商工連携による新製品開発、また、魅力ある商店・商店街

の形成などにより地域ブランドの創出と育成を促し、観光との相乗効果による地場物産等

の社会的認知度の向上と消費の拡大を図ります。 

 
 【関連する施策と主な取組】                    〈施策体系〉 

□地域を支える商業・工業の振興                                      3-6-1-21 

 ◆店舗・商品等の魅力向上  

◆企業や大学等との連携によるロボットの活用 

 

□地域とつながる都市農業・森林づくりの推進                          3-6-1-23  

 ◆多様な情報媒体や機会を活用したいせはらブランドＰＲ促進 

 ◆事業者と連携した農畜産物の積極的な販売促進 

 

□魅力ある観光の振興                           3-6-2-24 

 ◆フィルムコミッション活動等への支援 

  

□個性と魅力あふれるまちづくりの推進                4-8-1-28 

   ◆歴史・文化を生かした良好な景観まちづくり 

   ◆魅力ある景観の情報発信 

 

 

 

 ■多彩な連携による「賑わいづくり」を推進します 

市民や市民活動団体、商店街、企業、大学など、活発に活動する様々な主体と連携し、年

間を通したまちの賑わいを創出します。 

 

 【関連する施策と主な取組】                    〈施策体系〉 

□地域を支える商業・工業の振興                                      3-6-1-21 

 ◆空き店舗等の活用促進 

◆商業団体等との連携による誘客促進 

  

□魅力ある観光の振興                                                3-6-2-24 

 ◆レインツーリズムの推進 

 ◆宿坊体験型教育旅行の誘致  

 ◆手書き地図の作製と活用 

 

□市民協働と地域コミュニティの活性化                                5-10-1-37 

 ◆提案型協働事業制度の活用による誘客対策 
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 〈プロジェクトの狙い〉 
新東名高速道路や国道２４６号バイパスなどの広域交通ネットワークを生かした土地利

用の展開により、新たな産業系市街地を整備して多様な雇用機会を創出するとともに、 

伊勢原駅北口周辺地区における交流拠点の整備を促進し、都市の活力の向上を図ります。 

 

 

 〈プロジェクトの数値目標〉  

数 値 目 標 

新たな産業系市街地の整備により生み出される雇用者数 

現状値【平成２８(2016)年】 目標値【平成３４(2022)年】 

－    １，３００人 

目標設定の 
考 え 方 等 

計画期間における産業系市街地の整備と企業誘致の取組により、新たな雇用を創出
します。 

 

 

■広域交通ネットワークを生かした「新たな産業基盤」を創出します 

新東名高速道路等の広域幹線道路や伊勢原北インターチェンジ（仮称）の整備効果を生か

した都市基盤整備の推進や東部第二地区の新たな産業系市街地の整備により、企業誘致の

促進を図ります。 

 

  【関連する施策と主な取組】                    〈施策体系〉 

□地域を支える商業・工業の振興                                      3-6-1-21 

 ◆企業誘致活動の実施 

 ◆ロボット関連産業の普及促進 

 

□誰もが働きやすい環境の整備                    3-6-1-22 

 ◆様々な連携による就労支援 

 

□地域特性を生かした新たな産業基盤の創出                 3-7-1-26 

 ◆北インター周辺地区のまちづくりの推進 

◆東部第二土地区画整理区域内の整備 

 

□都市の機能を高める基盤施設の整備                                  4-9-2-34 

 ◆新東名高速道路の整備促進 

 ◆国道 246 号バイパスの整備促進 

 ◆都市計画道路西富岡石倉線等の整備促進 

  

  

新たな土地利用等による都市の活力向上プロジェクト 

いせはらの「魅力」と「暮らしやすさ」向上 リーディングプロジェクト 

③ 
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■機能的で魅力ある「交流拠点の形成」を促進します 

伊勢原駅北口周辺地区における市街地整備を推進し、街路や駅前広場など交通の結節点機

能の向上に取り組みながら、機能的で魅力ある交流拠点の形成を図ります。 

 
  【関連する施策と主な取組】                    〈施策体系〉  

□交流がひろがる拠点の形成                                          3-7-1-27 

 ◆伊勢原駅北口周辺地区の市街地整備 

◆駅前広場の整備促進（路線バス等の利用環境の改善） 

  ◆都市計画道路伊勢原駅前線の整備促進 

 ◆歩行空間のバリアフリー化 

 

□個性と魅力あふれるまちづくりの推進                4-8-1-28 

 ◆中心市街地における魅力ある景観まちづくり 

 

□地域公共交通の充実                        4-9-1-32 

 ◆バス交通と鉄道交通の乗り継ぎ環境の改善 
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  〈プロジェクトの狙い〉 
伊勢原の将来を担う子どもたちを安心して産み育てることができる支援体制を整えると

ともに、ソフト・ハード両面において子どもが健やかに成長できる魅力あるまちづくりを

推進し、子育てしやすい環境を充実させることで子育て世代の転入を促進します。 

 

 

 〈プロジェクトの数値目標〉  

数 値 目 標 

子育て世代の転出超過者数 

現状値 
【平成２４(2012)年～平成２８(2016)年】 

目標値 
【平成３０(2018)年～平成３４(2022)年】 

△６２３人 ０人 

目標設定の 
考 え 方 等 

子育て環境づくりの推進によって子育て世代の転入と定住を促進し、本市の子育て
世代において転出超過の傾向が強い２５歳から３９歳代の５年間の転出超過〈平成
３０(2018)年～平成３４(2022)年の合計〉を解消します。 

 

■多様なニーズに応じた「サポート体制の充実」に取り組みます 
子育て世代のライフステージに応じた切れ目のない支援を充実させることで、子どもを産

み育てやすい環境を整えるとともに、貧困や障がいによって子どもたちの将来が閉ざされ

ることがないよう、個々のニーズに応じたサポート体制の充実に取り組みます。 

 

  【関連する施策と主な取組】                    〈施策体系〉 

□多様な連携による地域福祉の推進                                    1-1-2-03 

 ◆支えが必要な子どもへの学習支援の実施 

 

□障がい者の地域生活支援の充実                                   1-1-2-05 

 ◆障がいのある子どもへの相談・生活支援の実施 

 

□子育て家庭への支援の充実                                          1-2-1-06 

◆子育て世代包括支援センターの創設 

◆子育てワークショップの開催による交流の促進 

◆多様な子育て家庭向けのポータルサイトとパンフレットの更新と運用 

 

□きめ細やかな教育の推進                                      1-3-1-09 

 ◆スクールカウンセラーや教育相談員による相談体制の充実 

 ◆通級指導教室の受け入れ体制強化 

 

□安全で快適な教育環境の整備                                   1-3-1-10 

◆支えが必要な子育て家庭への就学援助の実施 

 

□市民に信頼される市政の推進                    5-10-2-40 

 ◆子育て相談窓口ワンストップ化の実施 

 

未来につなげる子育て環境づくりプロジェクト 

いせはらの「魅力」と「暮らしやすさ」向上 リーディングプロジェクト 

④ 
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■子育て世代が「働きやすい環境づくり」を推進します 

保育関連施設の整備や相談支援体制の充実により、仕事と子育てを両立できる生活を支援

するとともに、ワーク・ライフ・バランスの普及促進を企業及び市民へ働きかけ、子育て

世代が多様な働き方を選択できる環境を整えます。 

 

  【関連する施策と主な取組】                    〈施策体系〉 

□多様な働き方が選択できる保育の充実                          1-2-1-07 

 ◆保育関連施設の新設と認定こども園移行の推進 

◆保育が必要な家庭への相談支援体制の充実 

◆児童コミュニティクラブの効率的運営の実施 

 

□次代を担う子ども・若者の育成支援の推進                            1-2-2-08 

 ◆放課後子ども教室の増設 

 

□誰もが働きやすい環境の整備                                        3-6-1-22 

 ◆多様な就労ニーズに応じた就労相談、求人・求職紹介の実施 

◆ホームページや講座を通じたワーク・ライフ・バランスの普及促進 

  

 

 

■子どもの健やかな成長を支える「安全で魅力ある生活環境」を整えます 
学校施設の更新や、通学路などの歩行空間の整備を推進するとともに、地域における交通

防犯対策や親子で楽しめる公園づくりに取り組むことで、子どもが安心して学び、遊ぶこ

とができる、安全で魅力ある生活環境を整えます。 

 

  【関連する施策と主な取組】                    〈施策体系〉 

□安全で快適な教育環境の整備                                        1-3-1-10 

 ◆トイレ等の学校施設の更新 

 ◆中学校給食導入 

 

□地域とともに取り組む防犯対策の推進                                2-5-1-17 

◆防犯パトロールや児童見守り活動への支援 

◆防犯カメラの設置等による地域防犯環境の充実 

 

□安全な交通環境の整備                                              4-9-1-33 

 ◆通学路の歩行空間整備の実施 

 ◆歩行空間のバリアフリー化推進 

 

□みんなで楽しめる公園づくりの推進                                 4-9-2-36 

   ◆交流拠点としての総合運動公園の再生・修復 

   ◆既存公園の遊具等の更新や施設改修整備の推進 
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 第３項 プロジェクトの推進体制 

 
リーディングプロジェクトを構成する４つのプロジェクトは、後期基本計画に掲げる施策

を横断的に整理するものであることから、当該プロジェクトを構成する組織の連携・連動を

強化し、取組の実効性を高めるため、関係部署間による「連携・連動推進チーム」を設置し、

プロジェクトを推進します。 
 

プロジェクト 連携・連動推進チーム 
①地域資源等を活用した市民の健康寿命延伸プロジェクト 健康づくり 
②観光をエンジンにした地域経済活性化プロジェクト 観光振興 

③新たな土地利用等による都市の活力向上プロジェクト 新たな土地利用 

④未来につなげる子育て環境づくりプロジェクト 子育て環境づくり 
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 第４項 後期基本計画の施策体系と４つのプロジェクトの関係 

 

 

      

    

 

未来につなげる子育て環境づくりプロジェクト 

観光をエンジンにした地域経済活性化プロジェクト 

新たな土地利用等による都市の活力向上プロジェクト 

地域資源等を活用した市民の健康寿命延伸プロジェクト ① 

③ 

② 

④ 

① ② ③ ④

　1-1 健やかに生き生きと暮らせるまちづくり

1-1-1 生涯にわたって健康に暮らせるまちをつくる 01◇こころと体の健康づくりの推進 ○
02◇安心できる地域医療体制の充実 ○

1-1-2 みんなで支え合う福祉のまちをつくる 03◇多様な連携による地域福祉の推進 ○
04◇高齢者の地域生活支援の充実　 ○
05◇障がい者の地域生活支援の充実 ○

　1-2 子どもの成長をみんなで見守るまちづくり

1-2-1 子どもを産み育てやすいまちをつくる 06◇子育て家庭への支援の充実 ○
07◇多様な働き方が選択できる保育の充実　 ○

1-2-2 子どもや若者の成長と自立を支えるまちをつくる 08◇次代を担う子ども・若者の育成支援の推進 ○
　1-3 人がつながり未来を拓く学び合うまちづくり

1-3-1 子どもの生きる力をはぐくむまちをつくる 09◇きめ細やかな教育の推進　 ○
10◇安全で快適な教育環境の整備　 ○

1-3-2 いつまでも学び生きがいがもてるまちをつくる 11◇学習成果を生かせる生涯学習の推進 ○
12◇誰もが親しめるスポーツ活動の推進 ○
13◇歴史・文化遺産の活用と継承 ○ ○

　2-4 災害に強い安全なまちづくり

2-4-1 災害から市民のいのちを守るまちをつくる 14◇みんなで取り組む地域防災力の強化　

15◇いざという時の危機対応力の強化　

16◇被害を最小限に抑える減災対策の推進　

　2-5 暮らしの安心がひろがるまちづくり

2-5-1 暮らしの安全を守るまちをつくる 17◇地域とともに取り組む防犯対策の推進　 ○
18◇迅速で適切な消防・救急体制の強化

2-5-2 一人ひとりが大切にされるまちをつくる 19◇人権尊重・男女共同参画社会の推進

20◇平和と多文化共生社会の推進

　3-6 産業の活力があふれる元気なまちづくり

3-6-1 地域の産業が盛んなまちをつくる 21◇地域を支える商業・工業の振興 ○ ○
22◇誰もが働きやすい環境の整備 ○ ○
23◇地域とつながる都市農業・森林づくりの推進 ○ ○

3-6-2 多くの人が訪れる賑わいのあるまちをつくる 24◇魅力ある観光の振興 ○ ○
25◇シティプロモーションの推進　 ○

　3-7 都市の活力を生み出す魅力あるまちづくり

3-7-1 都市の骨格を支えるまちをつくる 26◇地域特性を生かした新たな産業基盤の創出 ○
27◇交流がひろがる拠点の形成 ○

　4-8 自然と調和した住みよいまちづくり

4-8-1 愛着のある美しいまちをつくる 28◇個性と魅力あふれるまちづくりの推進 ○ ○
29◇快適で親しみのある地域づくりの推進 ○

4-8-2 みんなの努力で環境にやさしいまちをつくる 30◇自然共生社会の構築

31◇低炭素・循環型社会の構築

　4-9 快適で暮らしやすいまちづくり

4-9-1 安全で円滑な移動ができるまちをつくる 32◇地域公共交通の充実 ○ ○
33◇安全な交通環境の整備 ○

4-9-2 便利で機能的なまちをつくる 34◇都市の機能を高める基盤施設の整備 ○

36◇みんなで楽しめる公園づくりの推進 ○
　5-10 市民と行政がともに力を合わせて歩むまちづくり

5-10-1 地域の力が発揮できるまちをつくる 37◇市民協働と地域コミュニティの活性化 ○ ○
38◇市民に身近な市役所づくりの推進

5-10-2 次代へつながる確かな行財政運営ができるまちをつくる 39◇健全で安定した財政運営の強化　

40◇市民に信頼される市政の推進 ○

35◇公共施設の効率的な活用と維持管理・保全の推進

４つのプロジェクト
後期基本計画　施策基本政策／施策展開の方向


