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これまでの策定経過 

１月 まちづくり市民意識調査実施

７月 平成２８年度施策評価（内部評価）実施

１月６日 第１回若手職員まちづくりワークショップ

１月２１日 第１回市民まちづくりワークショップ

１月３０日 後期基本計画策定方針市長決裁

後期基本計画策定方針示達

第１回伊勢原市第５次総合計画後期基本計画策定委員会

２月２日 第１回伊勢原市第５次総合計画後期基本計画策定委員会幹事会

平成２８年度

平成２７年度

２月１日

１１月
～２月

平成２８年度施策評価（外部評価）実施

４月１０日 第２回伊勢原市第５次総合計画後期基本計画策定委員会

５月１１日 第３回伊勢原市第５次総合計画後期基本計画策定委員会

５月１７日 第２回伊勢原市第５次総合計画後期基本計画策定委員会幹事会

５月２５日 第１回伊勢原市総合計画審議会

５月２９日 第２回若手職員まちづくりワークショップ

６月１７日 第２回市民まちづくりワークショップ

７月１０日 第４回伊勢原市第５次総合計画後期基本計画策定委員会

７月２１日 第２回伊勢原市総合計画審議会

８月２１日 第５回伊勢原市第５次総合計画後期基本計画策定委員会

８月２５日 第３回伊勢原市総合計画審議会

９月４日 第４回伊勢原市総合計画審議会

１０月３日 第６回伊勢原市第５次総合計画後期基本計画策定委員会

１０月１６日 第５回伊勢原市総合計画審議会

７月１２、２４
、２５日

第１回リーディングプロジェクト検討会議

８月９、１０
、１４日

第２回リーディングプロジェクト検討会議

６月１９日
～２１日

第３回伊勢原市第５次総合計画後期基本計画策定委員会幹事会部門別検討会議

平成２９年度

４月１２日
～１３日

４月２４日
～２６日

第１回伊勢原市第５次総合計画後期基本計画策定委員会幹事会部門別検討会議

第２回伊勢原市第５次総合計画後期基本計画策定委員会幹事会部門別検討会議
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■基本構想は総合的なまち

づくりの指針となるものです。

まちづくりの目標を実現す

るための基本的な方向や分

野別の施策目標を示します。

■基本構想に設定した将来

都市像の実現とまちづくり目

標を達成するために取り組

む具体的な施策を体系的に
整理します。

■基本計画に位置付けられ

た施策ごとに、具体的な事業

を戦略的に整理します。

■将来都市像
めざすべき将来のまちの姿を示します。

■まちづくりの目標
まちづくりの５つの目標を設定します。

■基本政策
目標を達成するための基本的な政策を示します。

■施策展開の方向
基本政策を展開する施策の方向を分野別に示します。

■土地利用構想
多彩な特性を踏まえた土地利用の基本方針を示します。

■リーディングプロジェクト

将来都市像の実現を図るため、基本計画を先導し

て相乗的な効果を発揮させることを目的に設定します。

■個別施策
基本構想で示された施策展開の方向により、個別施策

を設定し、まちづくりの実現を図ります。

・前期基本計画期間における主な取組と成果

・現状 （施策を取り巻く本市の現状）

・課題 （施策が必要とする課題）

・施策の方針と主な事業

・目標の達成度を測る指標

■計画の役割と期間

■財政収支の見通し

■主な事業の目的と内容

■事業指標

など

第５次総合計画後期基本計画の構成 
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個別施策の体系 
 

１ 

誰
も
が
明
る
く
暮
ら
せ
る
ま
ち 

 

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◇障害者の地域生活支援の充実 
 

 

 
 

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 
 

 

 

1-3-1 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 
 

 

1-2 子どもの成長をみんなで見守るまちづくり 

1-3 人がつながり未来を拓く学び合うまちづくり 

暮らし力 
 

２ 

地
域
で
助
け
合
う
安
全
で
安
心
な
ま
ち 

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 
 

 

 

2-5-1 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・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 
 

 

2-5 暮らしの安心がひろがるまちづくり 

安心力 
 

 
 

5-10 市民と行政がともに力を合わせて歩むまちづくり 

 

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 
 

 

３ 

個
性
豊
か
で
活
力
あ
る
ま
ち 

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 

活 力 
 

５ 

み
ん
な
で
考
え
行
動
す
る
ま
ち 

 

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 
 

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 
 

 

自治力 
 

４ 

住
み
続
け
た
い
快
適
で
魅
力
あ
る
ま
ち 

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 
 

 

 

4-9-1 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整備の推進 

35◇公共施設の効率的な活用と維持管理・保全の推進 

36◇みんなで楽しめる公園づくりの推進 
 

 

4-9 快適で暮らしやすいまちづくり 

都市力 
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暮らし力 

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◇障害者の地域生活支援の充実 
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暮らし力 

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 

08◇次代を担う子ども・若者の育成支援の推進 

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 
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暮らし力 

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 
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安心力 

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 
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安心力 

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・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 
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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 
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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 



12 

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整備の推進 

35◇公共施設の効率的な活用と維持管理・保全の推進 

36◇みんなで楽しめる公園づくりの推進 

13 
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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 

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 
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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の構成 

リーディングプロジェクトは、人口減少、少子・高齢社会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、その他４つの個別プロジェクトで構成します。 

しあわせ 

創造都市 

の実現 

いせはらの 

「魅力」と 

「暮らしやすさ」向上 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

４つの個別 

プロジェクト 

リーディングプロジェクトの構成 



④ 未来につなげる子育て環境づくり　プロジェクト

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

② 観光をエンジンにした地域経済活性化　プロジェクト

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

16 

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つの個別プロジェクトについて 
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事業概要 

主要地方道横浜伊勢原

線沿道において、都市の活

力を創出するため、歌川産

業スクエアに続く新たな産

業系市街地の整備を進め

ます。 

活　力

施策26

地域特性を生かした新たな産業基盤の創出

東部第二地区の整備 



18 

事業概要 

新東名高速道路の整備が進

められる中、伊勢原北インター

チェンジ周辺地区において、周

辺環境と調和を図りつつ、都

市の活力を創出する新たな産

業系市街地の整備を進めま

す。 

活　力

施策26

地域特性を生かした新たな産業基盤の創出

北インター周辺地区の整備 
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事業概要 

市の玄関口である伊勢

原駅北口周辺地区を

整備し、街路や駅前広

場など交通の結節点機

能の向上と、中心市街

地の賑わいの創出・再

生を図ります。 

活　力

施策27

交流が広がる拠点の形成

 

暫定バス乗降場整備箇所 
都市計画道路用地として 
つゆきビル用地を取得 
現在、ビル解体工事中 



成瀬地区に関連性の高い施策と 
主な取組内容について 
 

第５次総合計画後期基本計画 

20 
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事業概要 

小中学校のトイレなどの設備の機能更新のほか、各小中学校ごとに抱える個別課題

の解消に取り組み、快適な学習環境への改善を図ります。 

暮らし力

安全で快適な教育環境の整備
施策10　

具体の取組 

・トイレ改修工事の実施 
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事業概要 

災害時に必要な防災資機材などの備蓄を強化するとともに、家庭や企業に対する備蓄

の啓発活動を推進します。 

安心力

・首都直下地震に備えた

公的備蓄の確保 

・大型防災備蓄倉庫の

整備 

具体の取組 

施策15

いざという時の危機対応力の強化
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事業概要 

大規模地震発生時における防災拠点（避難所等）の排水の流下機能の確保及び、

汚水幹線管路などの耐震化を推進します。 

安心力

施策16

被害を最小限に抑える減災対策の推進

・広域避難所（伊志田高校、

成瀬中学校）へのマンホールト

イレ設置 

具体の取組 
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