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未来へ 

 届ける力 
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未来へ 

 届ける力 

未来へ 

 届ける力 

 ４つのプロジェクト  

後期基本計画に位置づける「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」は、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」、②「観

光をエンジンにした地域経済活性化プロジェクト」、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」、④「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

個別プロジェクトで構成しています。 

 

事業プランでは、個別プロジェクト別に、プロジェクトの狙いを記載するとともに、プ

ロジェクトの方針に関連する主な事業等の計画期間における具体的な取組内容を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

② 観光をエンジンにした地域経済活性化

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

④ 未来につなげる子育て環境づくり

プロジェクト
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未来へ 

 届ける力 

 

 

■プロジェクトの狙い■ 

 

 
 
 
 
 
 

健康意識を高める「健（検）診」受診を促進します 
 

■中期戦略事業プランにおけるプロジェクトの取組内容■ 

関連する施策 
プロジェクトに掲げる 

主な取組【関連する主な事業等】 主な取組の内容 

こころと体の健康
づくりの推進 

･郵送型血液検査の実施 
【健康づくり推進事業】 

健康を考えるきっかけづくりを目的とした郵送型血液検査
を実施し、検診に対する意識の向上に取り組みます。 

･大学と連携した健康バスによる
測定会の実施 

【健診による疾病予防事業】 

大学と協働して、健康測定機器を積んだバスで市内各地に
出向き、血圧測定や血管年齢測定等の測定会を実施し、健
康に対する意識啓発に取り組みます。 

･いきいき健診（特定健康診査）、
特定保健指導の実施 

【（国保）特定健康診査等推進事業】 

生活習慣病の予防や早期発見を目的とした健診及び保健指
導を実施し、健康に対する意識啓発に取り組みます。 

･がん検診の実施 
【がん検診推進事業】 

がん健診を実施し、がんの早期発見・早期治療を推進する
ことで、市民の健康な生活を支援します。 

安心できる地域医
療体制の充実 

･身近な地域の医療を支える 
「かかりつけ医」の利用促進 

【かかりつけ医利用促進事業】 

かかりつけ医に関する情報の発信や講座を開催すること
で、日々の健康管理を支えるかかりつけ医の普及啓発を 
図ります。 

 
 

健康を支える「食育」を推進します 
 

■中期戦略事業プランにおけるプロジェクトの取組内容■ 

関連する施策 
プロジェクトに掲げる 

主な取組【関連する主な事業等】 主な取組の内容 

こころと体の健康

づくりの推進 

･若い世代を中心とした食育の 
推進 
･高齢者を対象にした低栄養防止
事業の実施 

【食育推進事業】 

小・中・高校生を対象にした食育料理コンテストや高校生
のための食育推進事業等の普及啓発事業を実施し、食育へ
の関心を高め、健全な食生活に対する意識を啓発します。 

低栄養の可能性のある高齢者を対象とし、管理栄養士によ
る訪問指導を実施します。 

学習成果を生かせ

る生涯学習の推進   

･食に関する生涯学習講座の開催
【生涯学習推進事業】 

生活習慣病を予防する料理づくり等、健康的な食生活を送
るために、食を通じた健康づくりを支援します。 

地域とつながる都

市農業・森林づく
りの推進 

･伊勢原市の農畜産物の情報発信 
【農畜産物ブランド化推進事業】 

地場産の安全・安心で新鮮な農畜産物を取り入れた食生活
を推進するため、本市の農畜産物の情報を発信します。 

 

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 

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 

① 
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未来へ 

 届ける力 

未来へ 

 届ける力 

 

誰でも気軽にできる「運動」を推進します 

 

■中期戦略事業プランにおけるプロジェクトの取組内容■ 

関連する施策 
プロジェクトに掲げる 

主な取組【関連する主な事業等】 主な取組の内容 

こころと体の健康
づくりの推進 

･インセンティブ付き保健事業の
実施 

【健康づくり推進事業】 

健康づくり活動にインセンティブを付与する「クルリン健
康ポイント事業」の実施により、自らの生活を振り返り、
運動への意識啓発及び習慣化に取り組みます。 

高齢者の地域生活
支援の充実 

･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 

【一般介護予防事業】 

高齢者向けの介護予防を目的としたエアロビック体操の 
普及を図り、いつまでも健康で暮らせる環境を整えます。 

学習成果を生かせ

る生涯学習の推進    

･運動習慣のきっかけをつくる 
各種運動講座の開催 

【生涯学習推進事業】 

体操やヨガ等誰でも気軽に参加できる講座を開催すること
で、健康への意識啓発を図ります。 

誰もが親しめるス

ポーツ活動の推進 

･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 
･ねんりんピックかながわ 2022 
剣道交流大会の開催 

【運動・スポーツ促進事業】 

健康講座等の開催や総合型地域スポーツクラブの実施によ
り、運動・スポーツの意識啓発及び習慣化を図ります。 

障がい者を対象としたスポーツ教室を開催し、市民誰もが
生涯を通じてスポーツに親しめる環境を整えます。 

ねんりんピックに関わるすべての人々が交流やふれあいを
深め、市民の健康増進や社会参加、生きがいの高揚を図り
ます。 

魅力ある観光の振

興 

･ 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 

【大山誘客受入強化事業】 

県のスマートフォンのアプリ機能を活用した、本市の観光
名所を巡るマイ ME-BYOカルテウォーキングを、県と連携し
て普及・促進を図ることで、未病の改善に取り組みます。 

 

 

ともに支え合う「生きがいづくり」を推進します 

 

■中期戦略事業プランにおけるプロジェクトの取組内容■ 

関連する施策 
プロジェクトに掲げる 

主な取組【関連する主な事業等】 主な取組の内容 

こころと体の健康

づくりの推進 

･健康いせはらサポーター養成 
講座（百歳体操サポーター養成
講座）の開催 

【健康づくり推進事業】 

ウォーキングや百歳体操の指導にあたるサポーターの養成
講座を開催し、地域の健康づくりや受講者自身の健康管理、
及び生きがいづくりを支援します。 

高齢者の地域生活
支援の充実 

･ミニデイサロンの運営支援 
【一般介護予防事業】 

高齢者の交流や簡単な体操等を行うミニデイサロンの運営
を支援し、住み慣れた地域で生きがいをもって生活を送れ
る環境を整えます。 

･認知症サポーター養成講座の 
開催 

【地域包括ケアシステム構築事業】 

認知症に関する正しい知識と理解を身につけることを目的
とした認知症サポーター養成講座を開催し、サポーターの
増員に取り組みます。 

学習成果を生かせ

る生涯学習の推進    

･高齢者を対象とした生涯学習講
座の開催 

【生涯学習推進事業】 

高齢者を対象とした生涯学習講座を開催し、高齢者の社会
参加や生きがいづくりを支援します。 

快適で親しみのあ

る地域づくりの推

進 

･公園愛護会による公園清掃・ 
花壇管理 

【公園美化活動推進事業】 

地域に愛着を持って暮らせるよう、市民の自主的かつ継続
的な公園等の美化活動を支援します。 

市民協働と地域コ

ミュニティの活性

化    

･いせはら市民活動サポートセン
ターの運営 

【市民活動サポートセンター運営事業】 

市民活動を支援するサポートセンターを運営し、地域社会
に貢献する市民活動の拡大を図ります。 
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未来へ 

 届ける力 

 

 

 

■プロジェクトの狙い■ 

 

 

 
 
 
 
 
 

「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 
 

■中期戦略事業プランにおけるプロジェクトの取組内容■ 

関連する施策 
プロジェクトに掲げる 

主な取組【関連する主な事業等】 主な取組の内容 

歴史・文化遺産の
活用と継承 

･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 

【日本遺産認定を生かした地域活性 

化事業】 

日本遺産「大山詣り」を活用し、本市の歴史・文化遺産を
広く発信します。 

歴史文化基本構想に基づき、文化財を中核とした観光拠点
づくりに取り組みます。 

･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 

【文化財公開・活用事業】 

大山こまや能楽、大山灯籠行事等の保存と継承により、地
域活動の活性化を図ります。 

ボランティア養成講座の開催や市民団体の活動を支援し、
市民とともに文化財活用イベントを開催します。 

魅力ある観光の振

興  

･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 

【大山誘客受入強化事業】 

大山におけるフリーWi-Fi 環境とスマートフォンアプリを
活用し、観光客の回遊性の向上を図ります。 

既存臨時駐車場を活用したパークアンドライドの実施や、
新たな観光駐車場の整備など、交通環境の改善に取り組み
ます。 

富士箱根伊豆国際観光テーマ地区推進協議会と連携し、海
外メディアに対するプロモーション活動に取り組みます。 

･四季を通じた観光行事・イベン
トの開催 

【大山誘客受入強化事業】 

【日向魅力アップ事業】 
【比々多魅力再発見事業】 

四季を通じた観光行事やイベントの充実・強化を図り、観
光誘客を促進します。 

シティプロモーシ
ョンの推進 

･マスメディアへの情報発信 
【地域の魅力発信事業】 

マスメディアに対して情報を提供し、市政や地域の情報を
取り上げてもらうことで、本市の魅力を広めます。 

･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 

【地域人材による魅力創造事業】 

シティプロモーション公認サポーターを認定し、市民や企
業・関係機関とともに、地域の魅力をＰＲする環境を整え
ます。 

地域の若者等と連携したプロモーション動画の作成を通じ
て、本市の魅力を掘り起こします。 

地域公共交通の充

実 

･公共交通事業者との連携強化 
･公共交通の利用促進 
【公共交通ネットワーク整備推進事業】  

公共交通事業者との連携と協力のもと、公共交通の利便性
向上を図ります。 

公共交通の必要性や利便性などの啓発とともに、利用促進
につながるモビリティマネジメントを実施します。 

観光をエンジンにした地域経済活性化 プロジェクト 

「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 

② 
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未来へ 

 届ける力 

未来へ 

 届ける力 

 

地域資源を活用した「ブランド化」を推進します 

 

■中期戦略事業プランにおけるプロジェクトの取組内容■ 

関連する施策 
プロジェクトに掲げる 

主な取組【関連する主な事業等】 主な取組の内容 

歴史・文化遺産の
活用と継承 

･日本遺産ブランド商品開発・ 
販促事業 

【日本遺産認定を生かした地域活性

化事業】 

既存商品の販売促進と新商品や新規イベントを検討・実施
し、日本遺産ブランドの認知及び売上げの向上を図ります。 

地域を支える商

業・工業の振興 

･店舗・商品等の魅力向上 
【商店街活性化支援事業】 

商工会と連携し、地域資源を活用した商店街・店舗等の魅
力づくりや商品等の創造に取り組みます。 

地域とつながる都

市農業・森林づく

りの推進 

･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 
･商品パッケージ改良支援等によ
る農畜産物の販売促進 

【農畜産物ブランド化推進事業】 

ホームページやＳＮＳ、マルシェ等のイベントなど、多様
な情報媒体や機会を活用し、いせはらブランドを広く発信
します。 

商品パッケージの改良支援等に取り組むことで、農畜産物
等の付加価値を高め販売促進を図ります。 

魅力ある観光の振

興 

･フィルムコミッション活動等へ
の支援 
【大山誘客受入強化事業】 

ドラマや映画等の撮影誘致に取り組む市内のフィルムコミ
ッション活動団体等を支援し、地域の認知度向上を図りま
す。 

個性と魅力あふれ

るまちづくりの推

進 

･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 
【景観まちづくり推進事業】 

大山まちなみ継承地区（景観重点地区）の指定を契機に、
歴史・文化を生かした良好な景観まちづくりを推進します。 

地域景観資源登録制度や景観写真展などの取組により、地
域が持つ景観の魅力を広く発信します。 

 

 

 

多彩な連携による「賑わいづくり」を推進します 

 

■中期戦略事業プランにおけるプロジェクトの取組内容■ 

関連する施策 
プロジェクトに掲げる 

主な取組【関連する主な事業等】 主な取組の内容 

地域を支える商

業・工業の振興 

･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 

【商店街活性化支援事業】 

空き店舗等の積極的な活用を支援し、商店街の賑わいづく
りに取り組みます。 

商業団体等が意欲的に行っている誘客促進イベント等を支
援するとともに、店舗や商店街の魅力を発信します。 

魅力ある観光の振

興 

･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 
【大山誘客受入強化事業】 

雨の日でも楽しめる体験プログラムの提供やイベントの開
催など、雨の日でも訪れたくなる観光地づくりに取り組み
ます。 

宿坊体験型教育旅行を誘致し、平日や閑散期の誘客対策及
び将来のリピーターの創造につなげます。 

市民とともに観光地や商店街における手書き地図を作成
し、魅力的な地域の観光資源を周知することで、観光客の
滞在時間の延長につなげます。 

市民協働と地域コ

ミュニティの活性
化 

･提案型協働事業制度の活用によ
る誘客対策 

【市民協働推進事業】 

市民提案型及び行政提案型の二つの協働事業制度を活用
し、観光客等の誘客イベントを開催します。 
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未来へ 

 届ける力 

 

 

■プロジェクトの狙い■ 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 

■中期戦略事業プランにおけるプロジェクトの取組内容■ 

関連する施策 
プロジェクトに掲げる 

主な取組【関連する主な事業等】 主な取組の内容 

地域を支える 商

業・工業の振興 

･企業誘致活動の推進 
【企業立地促進事業】 

新たな産業用地の創出に向けて、地域の特性や強みを生か
した新規企業の誘致を進めます。 

･ロボット関連産業の普及促進 
【ロボット産業促進事業】 

さがみロボット産業特区等の地域特性を生かしながら、ロ
ボット関連産業の集積及び企業参入等の促進を図ります。 

誰もが働きやすい

環境の整備 

･様々な連携による就労支援 
【地域雇用・創業・就労支援事業】 

いせはら創業応援ネットワークによる総合的な創業支援や
様々な関係機関と連携した就労支援セミナー、求人・求職
紹介、就労相談などを行います。 

地域特性を生かし
た新たな産業基盤

の創出 

･伊勢原大山インター土地区画整
理事業の推進 

【伊勢原大山インター土地区画整理 
推進事業】 

伊勢原大山インターチェンジ周辺において、産業系市街地
の整備の促進を図るため、事業を行う土地区画整理組合を
支援します。 

･東部第二土地区画整理事業の推
進 

【東部第二土地区画整理推進事業】 

主要地方道横浜伊勢原線沿道において、土地区画整理事業
の完了に向け、事業を行う土地区画整理組合を支援します。 

都市の機能を高め

る基盤施設の整備 

･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 

【広域幹線道路等整備促進事業】 

新東名高速道路の開通に向けて、関係機関と連携しながら
整備の促進を図ります。 

国道２４６号バイパスの開通に向けて、関係機関と連携し
ながら整備の促進を図ります。 

都市計画道路西富岡石倉線等の開通に向けて、関係機関と
連携しながら整備の促進を図ります。 

 

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 

③ 
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未来へ 

 届ける力 

未来へ 

 届ける力 

 

機能的で魅力ある「交流拠点の形成」を促進します 

 

■中期戦略事業プランにおけるプロジェクトの取組内容■ 

関連する施策 
プロジェクトに掲げる 

主な取組【関連する主な事業等】 主な取組の内容 

交流がひろがる拠
点の形成 

･伊勢原駅北口周辺地区の市街地 
整備 
･都市計画道路伊勢原駅前線及び
駅前広場の整備促進 
･歩行空間のバリアフリー化 
【伊勢原駅北口周辺地区整備事業】 

伊勢原駅北口周辺地区の市街地再開発事業等に関連する都
市計画を変更し、事業認可を得て、市街地整備を進めます。 

都市計画道路伊勢原駅前線及び駅前広場について、交通機
能配置計画を作成し、市街地整備事業と一体的に整備を進
めます。 

伊勢原駅北口周辺地区の市街地整備にあたって、歩行空間
のバリアフリー化を進めます。 

個性と魅力あふれ
るまちづくりの推

進  

･新たなまちづくりにおける魅力
ある景観形成 

【景観まちづくり推進事業】 

新たなまちづくりとの連携により、個性と魅力ある景観形
成を進めます。 

地域公共交通の充

実 

･バス交通と鉄道交通の乗り継ぎ
環境の改善 

【公共交通ネットワーク整備推進事業】  

公共交通事業者との連携により、バス交通と鉄道交通の乗
り継ぎ環境の改善を図ります。 
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未来へ 

 届ける力 

 

 

■プロジェクトの狙い■ 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 
 

■中期戦略事業プランにおけるプロジェクトの取組内容■ 

関連する施策 
プロジェクトに掲げる 

主な取組【関連する主な事業等】 主な取組の内容 

多様な連携によ

る地域福祉の推
進 

･支えが必要な子どもへの学習支援
の実施 

【生活困窮者自立支援事業】 

生活困窮世帯の小学校５・６年生、中学生に対して、学習
の習慣づけや進学に向けた学習支援を行います。 

障がい者の地域
生活支援の充実 

･障がいのある子どもへの相談・生活
支援の実施 

【障がい者相談支援事業】 

障がいのある子どもの生活に関する相談支援を行い、適切
な福祉サービスにつなげます。 

子育て家庭への
支援の充実 

･妊娠から出産、就学前までの継続的
な子育て支援の実施 

【子育て世代包括支援センター事業】 

妊婦の実情に応じた支援プランの作成や産前産後サポー
ト事業、産後ケア事業を実施します。 

･子育てワークショップの開催によ
る交流の促進 

【地域子育て支援拠点事業】 

地域子育て支援拠点事業として、子育て家庭の交流を促進
する子育てワークショップを開催します。 

･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 

【子どもの貧困対策推進事業】 

子育てに関するポータルサイトやパンフレットを更新・運
用し、各家庭の生活環境や子どもの成長段階に応じた多様
な子育て情報を発信します。 

きめ細やかな教
育の推進 

･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 

【教育相談事業】 

スクールカウンセラーや教育相談員を配置し、関係機関や
教職員と連携して、いじめや不登校等の児童生徒が抱える
課題に対応します。 

･通級指導教室の受け入れ体制強化 
【通級指導教室推進事業】 

通級指導教室「まなびの教室」を拡充し、発達等に課題の
ある児童の支援体制の充実に取り組みます。 

安全で快適な教

育環境の整備 

･支えが必要な子育て家庭への就学
援助の実施 

【就学援助事業】 

経済的支援が必要な家庭に対して、学用品等に係る就学援
助費を支給します。 

  

 

  

未来につなげる子育て環境づくり プロジェクト 

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 

④ 
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未来へ 

 届ける力 

未来へ 

 届ける力 

 

子育て世代が「働きやすい環境づくり」を推進します 

 

■中期戦略事業プランにおけるプロジェクトの取組内容■ 

関連する施策 
プロジェクトに掲げる 

主な取組【関連する主な事業等】 主な取組の内容 

多様な働き方が
選択できる保育

の充実 

･保育士確保方策の推進 
【幼児教育・保育の提供体制確保事業】 

保育所等における保育士不足を解消するため、保育士が
働きやすい環境の整備を進め、保育士の雇用促進を図り
ます。 

･保育が必要な家庭への相談支援 
体制の充実 

【子ども・子育て支援新制度利用者支援事業】 

利用者支援員を窓口に配置し、子ども・子育てに関する
相談支援体制を整えます。 

･児童コミュニティクラブの効率的 
運営の実施 

【児童コミュニティクラブ推進事業】 

児童コミュニティクラブの民間委託を推進し、効率的な
運営体制を整えることで、増加傾向にある預かりが必要
な放課後児童のニーズに対応します。 

次代を担う子ど
も・若者の育成支

援の推進 

･放課後子ども教室の推進 
【放課後子ども教室推進事業】 

全小学校区での開設をめざし、地域住民の参画を得なが
ら、放課後の児童の居場所づくりに取り組みます。 

誰もが働きやす
い環境の整備 

･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 

【地域雇用・創業・就労支援事業】 

ふるさとハローワークの運営等を通じて、多様な就労ニ
ーズに応じた就労相談や、求人・求職紹介等を行います。 

･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 

【ワーク・ライフ・バランス普及促進事業】 

ワーク・ライフ・バランスの普及促進のため、ホームペ
ージによる情報提供の充実を図るとともに、ワーク・ラ
イフ・バランスに関する講座を開催します。 

 

 
 

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 

■中期戦略事業プランにおけるプロジェクトの取組内容■ 

関連する施策 
プロジェクトに掲げる 

主な取組【関連する主な事業等】 主な取組の内容 

安全で快適な教

育環境の整備 

･トイレ等の学校施設の更新 
【小中学校校舎等改修事業】 

小中学校校舎のトイレの洋式化など、学校施設の改善・
更新を進めます。 

地域とともに取

り組む防犯対策

の推進 

･防犯パトロールや児童見守り活動
への支援 

【地域防犯活動推進事業】 

地域防犯パトロールや児童見守り活動を支援し、地域防
犯活動の充実に取り組みます。 

･防犯カメラの設置等による地域防
犯環境の充実 

【地域防犯環境整備事業】 

防犯カメラの設置を推進し、犯罪の発生抑止や体感治安
の向上を図ります。 

安全な公共交通

の整備 

･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 
【安全な歩行空間整備事業】 

通学路等安全点検結果に基づき、児童の通学路の交通安
全確保を進めます。 

歩道、バリアフリー化道路、歩車共存道路の工事を実施
し、安全安心な交通環境の向上に取り組みます。 

みんなで楽しめ

る公園づくりの
推進 

･交流拠点としての総合運動公園の
再生・修復 

【総合運動公園再生修復事業】 

総合運動公園の広場等の改修工事を行い、親子で楽しめ
る公園づくりを推進します。 

･既存公園の遊具等の更新や施設改
修整備の推進 

【公園施設保全改修事業】 

既存公園の長寿命化や遊具の更新を進め、公園施設の安
全性・機能性を高めます。 
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未来へ 

 届ける力 

 


