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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 2,470 ha

平成 26 年度　～ 平成 30 年度 平成 26 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

ｍ3 Ｈ25 Ｈ30

％ Ｈ25 Ｈ30

件 Ｈ24 Ｈ30刑法犯認知件数（伊勢原駅南） 伊勢原駅南側における刑法犯認知件数の減少

日常の安全安心の効果確認。防犯カメラを設置する伊勢原駅南側
のH24の刑法犯認知件数(74件)に対し、14％減（64件）を目標値と
する。

74 64

　 　
　

　 　

浸水対策に伴う貯水量
伊勢原地区おける浸水の被害を軽減するための貯水量の
確保

伊勢原地区における浸水地区の実態により浸水量を想定し、それ
に見合う調整池の確保を目指す。（目標：10,000ｍ3） 0 10,000

防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸの課題の解消
計画区域内で改善が必要な防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸ（防災無線屋
外子局）のデジタル率

地震や風水害に対する防災基盤整備の効果確認。39基の整備を
行い、地区内の課題解消率100％をめざす。 0 100

大目標　　地震や風水害対策としての基盤整備や、日常の防犯対策など暮らしの安全安心につながるまちづくり
　小目標①・・・防災、減災のための機能強化
　小目標②・・・災害時及び日々の暮らしの安全安心を確保する基盤整備の充実

・本市は、神奈川県のほぼ中央に位置し、南部を平塚市、西部を秦野市、北東部を厚木市と接し、東西間に東名高速道路、国道246号、小田急電鉄が走っている。東京からは東名高速で40分、小田急で新宿から60分、距離にして東京から50ｋｍの位置
にあり、首都圏の近郊都市として重要な役割を担っている。 総面積55.52平方キロメートルのうち山林原野が約1/3を占め、その恵まれた自然環境と温暖な気候から、県内はもとより広く関東一円の人々の憩いの地となっている。丹沢大山国定公園の一
角に位置するシンボル「大山」を頂点として、東部には豊かな平野部が広がり、鈴川、善波川、日向川、歌川といった清流が大地を潤している。
・これまで本市では、災害に強いまちづくりとして、「伊勢原市第４次総合計画」や「伊勢原市地域防災計画」等に基づき、着実な基盤整備を進めてきた。しかしながら、東日本大震災や昨今の全国での激しい風水害等をふまえ、地域防災計画の見直しが
必要となり、平成25年3月に「伊勢原市地域防災計画」を改訂し、平成25年6月の「伊勢原市第５次総合計画」においても災害に強いまちづくりの強化の推進を位置づけたところである。
・これらの背景をふまえ、本市では市民のみならず観光客にも対応した防災機能の充実が急務となっている。そこで本計画では、伊勢原地区、成瀬地区、比々多地区、大田地区を中心に防災基盤の強化を図り、市民とともに災害に強い安全なまちづくり
をめざす。
・また、「伊勢原市第５次総合計画」においても位置づけている、暮らしの安心が広がるまちづくりとして、多くの人々が訪れる伊勢原駅周辺において、駅南口を中心にバリアフリーや歩行者の安全性に配慮した誰もが安心に過ごせる都市基盤整備を進め
てきたが、今後は北口を含め更なる基盤整備の充実を図るとともに、防犯対策の推進を図っていく。

・大規模地震や近年の風水害等に備え、避難地の機能強化や防災・減災に対する基盤整備が急務となっている。
・多くの市民や来街者が利用される駅周辺等において、夜間を含めた防犯体制の強化など、安全安心の確保が必要となっている。

「伊勢原市第５次総合計画（Ｈ25.6）」平成34年度までの10年間のまちづくりの目標の一つとして、「地域で助け合う安全で安心なまち」を掲げ、災害に強い安全なまちづくりと、暮らしの安心が広がるまちづくりを基本政策として位置づけている。
「伊勢原市地域防災計画（H25.3）」において、災害予防計画として防災拠点機能の確保、防災公園の整備、災害時の情報伝達体制の整備、防災備蓄の推進、防災教育や防災訓練の充実を位置づけている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 神奈川県 伊勢原市 伊勢原・成瀬他地区

計画期間 交付期間 30



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他
 
＜住民参加プロセスについて＞
・新たに整備した防災機能の周辺住民等への認知を図るとともに、その防災施設を活用した避難拠点等における市民の防災教育や防災訓練の充実を図る。

＜持続的なまちづくり体制の構築について＞
・避難拠点等での防災施設の認知とともに、地域住民による自主防災組織の充実と自主的な施設の管理体制を構築する。

＜参考：指標の従前値及び評価値の算出について＞
　指標１：浸水被害エリア面積
　　定義：伊勢原地区の浸水する箇所における浸水水量を貯水することによる被害エリアの軽減を図る。従前値は貯水量　0ｍ3　目標値：浸水水量9963ｍ3に対して10,000ｍ3の貯水量の確保をめざす。（土木部河川・下水道整備課参照）

　指標２：防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸの課題の解消
　　定義：計画区域内で改善が必要な防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸ（防災無線屋外子局）のデジタル率。全体39基　改善率100％を目指す（企画部防災課資料参照）

　指標３：刑法犯認知件数（伊勢原駅南）
　　定義：日常の安全安心の効果確認。防犯カメラを設置する伊勢原駅南側のＨ24の刑法犯認知件数(74件)に対し、14％減（64件）を目標値とする。（市民生活課部交通防犯課資料参照）

方針に合致する主要な事業
整備方針１（防災、減災のための機能強化）
・災害に備えた基盤整備として、防災無線、調整池等の整備を推進する。
・災害時の市民や来街者の避難拠点の機能強化を図る施設整備を行う。

【基幹事業】
公園事業：板東公園他防災施設整備
下水道事業：雨水幹線改修整備
地域生活基盤施設：防災無線デジタル化整備
地域生活基盤施設：自然型簡易調整池整備
【関連事業】
（効果促進事業）：耐震性防火水槽整備事業
（効果促進事業）：防災無線デジタル化整備
（効果促進事業）：消火栓整備事業
（効果促進事業）：雨量計整備事業
（効果促進事業）：計画進行管理

整備方針２（災害時及び日々の暮らしの安全安心を確保する基盤整備の充実）
・防犯対策も含め、多くの人々が集まる伊勢原駅周辺において昼夜問わず、市民が安心に過ごせる環境づくりを推進する。

【基幹事業】
公園事業：板東公園他防災施設整備
【提案事業】
地域創造支援事業：防犯カメラ設置事業
事業活用調査：まちづくり計画策定調査
【関連事業】
（効果促進事業）：計画進行管理



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

道路 　 　 　 　 　 　

道路 　 　 　 　 　 　

道路（地方都市リノベーション事業）

公園 伊勢原市 直 ５か所 26 30 26 30 12.5 12.5 12.5 0.0 12.5

公園（地方都市リノベーション事業）

古都及び緑地保全事業

河川

下水道 伊勢原市 直 Ｌ＝120ｍ 26 27 26 27 85.0 85.0 85.0 0.0 85.0

駐車場有効利用システム

伊勢原市 直 ３９基 28 30 28 30 180.6 180.6 180.6 0.0 180.6

伊勢原市 直 10000ｍ3 27 30 27 30 330.0 330.0 330.0 0.0 330.0

高質空間形成施設
高次都市施設
地方都市リノベーション推進施設
生活拠点施設
既存建造物活用事業（地方都市リノベーション推進施設）
土地区画整理事業
市街地再開発事業
住宅街区整備事業
地区再開発事業
バリアフリー環境整備事業
優良建築物等整備事業

拠点開発型
沿道等整備型
密集住宅市街地整備型
耐震改修促進型

街なみ環境整備事業
住宅地区改良事業等
都心共同住宅供給事業
公営住宅等整備
都市再生住宅等整備
防災街区整備事業
合計 608.1 608.1 608.1 0.0 608.1 …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費
伊勢原市 直 ３か所 26 30 26 30 6.4 6.4 6.4

伊勢原市 直 ２ha 27 27 27 27 9.0 9.0 9.0

合計 0 15.4 15.4 0.0 15.4 …B

合計(A+B) 623.5
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
（効果促進事業）耐震性防火水槽整備事業 伊勢原市 直 ○ 28 28 8.0

（効果促進事業）防災無線デジタル化整備事業 伊勢原市 直 ○ 28 30 111.2

（効果促進事業）消火栓整備事業 伊勢原市 直 ○ 26 30 11.3

（効果促進事業）雨量計設置事業 伊勢原市 直 ○ 27 27 4.5

（効果促進事業）計画進行管理 伊勢原市 直 ○ 30 30 1.5

合計 136.5

伊勢原

伊勢原

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

伊勢原

伊勢原

伊勢原

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用
調査

まちづくり計画策定調査 伊勢原駅前北口周辺地区

まちづくり活
動推進事業

（参考）事業期間 交付期間内事業期間
細項目

地域創造
支援事業

防犯カメラ設置事業 伊勢原駅前

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

住宅市街地
総合整備
事業

雨水幹線改修整備

地域生活基盤施設
防災無線デジタル化整備

自然型簡易調整池整備

交付期間内事業期間
細項目

板東公園他防災施設整備

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 623.5 交付限度額 249.4 国費率 0.4



都市再生整備計画の区域

　伊勢原・成瀬他地区（神奈川県伊勢原市） 面積 2,470 ha 区域 伊勢原北、伊勢原南、成瀬、大田の一部、比々多の一部


