
 

伊勢原市役所から見た大山（2/7撮影） 

伊勢原市長 定例記者会見 
令和５年２月１０日(金)11:00～ 伊勢原市役所政策会議室    

 
 

市長発表 

１ 令和５年度 伊勢原市当初予算案の概要     （資料１） 

２ 伊勢原市議会３月定例会       （資料２） 
 
 

イベント等          

・ 第３０回大山とうふまつり       （資料３） 

・ 第３４回伊勢原市民音楽会       （   〃  ） 

・ 第３７回伊勢原美術協会展       （   〃  ） 
 
 

ちらし等配付のみ 

・ スポーツイベントカレンダー（３月） 
 
 
 
 
 
 
 

伊勢原市企画部広報戦略課 ℡（0463）94-4864 



令和５年度 伊勢原市当初予算案の概要

会計名 R5年度予算額（案） R4年度予算額 比較増減 対前年度伸率
千円 千円 千円 ％

一般会計 35,322,000 34,695,000 +627,000 +1.8

特別会計 19,441,000 19,324,000 +117,000 +0.6
企業会計 6,373,000 6,127,000 +246,000 +4.0
総 計 61,136,000 60,146,000 +990,000 +1.6

「人と自然と歴史が織りなす 暮らしやすさ実感都市 伊勢原」
の実現に向け、第６次総合計画の取組を力強く推進

第６次総合計画実施計画 令和５年度事業費 ３６億４，２００万円

1. まちの特性や強みを生かした地域産業の振興により、
新たな雇用を創出する

伊勢原大山インター土地区画整理推進事業／観光インバウンド等
プロモーション事業 など

2. 魅力の効果的な発信により、多彩な人の流れをつくる

観光インバウンド等プロモーション事業（再掲）／伊勢原駅北口
市街地整備推進事業／シティプロモーション活動事業 など

過去最大

3. 結婚・妊娠・出産・子育ての希望に応え、選ばれる
まちをつくる

妊産婦健康診査等助成事業／小児医療費助成事業／小学校教科担
当制等推進事業 など

4. 持続可能な地域社会を築き、健康で快適な暮らしを
創出する

自転車等駐車場整備事業／伊勢原駅北口市街地整備推進事業（再
掲）／（仮称）秦野市・伊勢原市共同消防指令センター整備事業
／習慣化アプリ行動変容支援事業／市体育館エントランスホール
空調設備改修事業／カーボンニュートラル推進事業 など

過去最大

過去最大

１ 総 括
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R5 R４ 増減 伸率

市税 17,160 16,690 470 2.8%

交付金など 4,465 4,013 452 11.2%

国庫支出金 6,352 6,723 -371 -5.5%

県支出金 2,879 2,856 23 0.8%

繰入金 1,047 784 263 33.6%

繰越金 700 700 0 0.0%

市債 1,418 1,610 -192 -11.9%

その他 1,301 1,319 -18 -1.4%

合計 35,322 34,695 627 1.8%

２一般会計予算の概要

R5 R4 増減 伸率

人件費 6,921 6,849 72 1.1%

物件費 5,530 5,661 -131 -2.3%

扶助費 10,481 10,364 117 1.1%

補助費等 2,973 2,895 78 2.7%

普通建設事業費 1,916 1,826 90 4.9%

公債費 2,599 2,796 -197 -7.1%

積立金 579 87 492 567.3%

繰出金 3,525 3,362 163 4.9%

その他 798 855 -57 -6.7%

合計 35,322 34,695 627 1.8%

＊前年度国補正活用分を含む 35,603 35,421 182 0.5%

単位：百万円 単位：百万円

市税 171億6,000万円（+2.8%  4億7,000万円増）
・個人市民税（+1.9% 1億2,710万円増）

・法人市民税（＋6.2% 6,800万円増）

・固定資産税（＋2.9% 2億1,380万円増）

＊端数処理により、合計が一致しない場合があります

＊端数処理により、合計が一致しない場合があります

（１）歳入予算 （２）歳出予算 ア 性質別
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イ 第６次総合計画・実施計画に位置付ける重点事業の取組（主なもの）

全体の事業費
（千円）*1

暮 125,000
【充実：(仮称)秦野市・伊勢原市共同消防指令センター整備への負担金】 125,000千円

暮 6,853
【新規：自転車等駐車場整備計画の策定】 6,853千円

安 7,130
【充実：習慣化アプリ活用事業の実施】7,130千円

基本政策・施策体系順に記載
*1 の金額は新規・充実を含む全体の事業費

１ (仮称)秦野市・伊勢原市共同消防指令センター整備事業

・消防の広域連携を図るとともに、複雑多様化する災害に適切に対応する消防体制を構築するため、
（仮称）秦野市・伊勢原市共同消防指令センターの建設を２カ年（２年目）で行います。
・消防総合指令システム・消防救急デジタル無線の整備を２カ年（１年目）で行います。

２ 自転車等駐車場整備事業

・伊勢原駅及び愛甲石田駅周辺における市営自転車等駐車場の効率的な集約化等に向け、自転車等駐車
場整備計画を策定します。

３ 習慣化アプリ行動変容支援事業

・糖尿病等の生活習慣病を予防するため、習慣化アプリを活用し、市民が普段の生活様式の中で、健康
づくりについて考え、健康的な生活習慣を獲得する機会を提供します。
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イ 第６次総合計画の実施計画に位置付ける重点事業の取組（主なもの）

全体の事業費
（千円）*1

安 2,481
【新規：市体育館エントランスホール空調設備の改修設計業務の実施】2,481千円

安 55,759
【充実：妊婦健診費用の助成額を拡大 60,000円→78,000円】10,000千円
【新規：新生児聴覚検査費用の助成を開始 3,000円×1回】 2,030千円

安 294,453
【充実：小児医療費助成の所得制限を廃止（全年齢：中学生まで）R5.10から】13,019千円

基本政策・施策体系順に記載
*1 の金額は新規・充実を含む全体の事業費

４ 市体育館エントランスホール空調設備改修事業

・体育館利用者に快適な環境を提供するため、市体育館エントランスホールの空調設備の改修工事に向
けた設計業務を実施します。

５ 妊産婦健康診査等助成事業

・令和５年度から、妊婦健康診査の費用助成額を拡大し、経済的負担の軽減を図ります。
・難聴児の早期発見、早期療育の推進を図るため、新生児聴覚検査の費用助成を開始します。

６ 小児医療費助成事業

・０歳から中学３年生までの通院・入院にかかる医療費を助成するとともに、令和５年１０月から、所
得制限を撤廃することにより、子育て支援施策の一層の充実を図ります。
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イ 第６次総合計画の実施計画に位置付ける重点事業の取組（主なもの）

全体の事業費
（千円）*1

安 25,263
【充実：大山小学校を除く全小学校に教科担当制を導入】16,842千円

安 9,800
【新規：インバウンド向けＰＲ事業の実施】6,500千円

都 1,728
【新規：ＥＶカーシェアリング事業・ＺＥＨ補助事業の実施】 1,728千円

７ 小学校教科担当制等推進事業

・学力向上と円滑な中学校生活への適応を支援するため、大山小学校を除く全小学校に教科担当制を導
入します。

９ カーボンニュートラル推進事業

・「ゼロカーボンシティいせはら」を実現するため、ＥＶカーシェアリング事業による電気自動車の普
及啓発を図ります。
・一般家庭向け「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）」に対する補助を実施します。

８ 観光インバウンド等プロモーション事業

・ポストコロナにおけるインバウンド需要の回復を見据え、本市への誘客を推進するため、外国人目線
で観光情報を発信するインバウンド向けＰＲ事業を実施します。

基本政策・施策体系順に記載
*1 の金額は新規・充実を含む全体の事業費
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イ 第６次総合計画の実施計画に位置付ける重点事業の取組（主なもの）

全体の事業費
（千円）*1

活 218,523
【継続：伊勢原大山インター土地区画整理事業への補助金】 216,340千円

活 142,158
【継続：都市計画変更に向けた委託を実施】 20,000千円

都 1,584
【新規：犯罪被害者等の支援に向けた相談・財政的支援等を実施】 1,584千円

12   犯罪被害者等支援事業

・犯罪被害者等を支える地域社会の実現に向け、総合的対応窓口を設置し、相談支援や財政的支援を行
うとともに、様々な手法により普及啓発に取り組みます。

基本政策・施策体系順に記載
*1 の金額は新規・充実を含む全体の事業費

10 伊勢原大山インター土地区画整理推進事業

11   伊勢原駅北口市街地整備推進事業

・伊勢原大山インター土地区画整理組合が施行する事業の円滑な進捗を図るため、技術的援助を行うと
ともに土地区画整理事業補助金を交付して組合を支援します。

・伊勢原駅北口地区における市街地再開発事業の都市計画変更手続きに向け、駅前広場を含む都市計画
道路伊勢原駅前線など公共施設の計画協議を実施します。
・権利者組織である再開発準備組合及び事業協力者と連携し、再開発施設計画案の更新検討や関係機関
協議等を進めます。
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イ 第６次総合計画の実施計画に位置付ける重点事業の取組（主なもの）

全体の事業費
（千円）*1

都 4,652
【新規：市公式Instagramアカウント開設による魅力発信の強化】 4,400千円

*1 の金額は新規・充実を含む全体の事業費

13  シティプロモーション活動事業

・市の更なる認知度向上を図るため、市公式Instagramアカウントを開設し、写真や動画の活用による魅
力発信の強化や、市民や事業者等の多様な主体と連携したシティプロモーションを推進します。

基本政策・施策体系順に記載
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３ 特別会計等予算の概要 ［増減率及び増減額は、対令和４年度当初予算］

増減の主な要因

保険給付費（一般被保
険者療養給付費）の減
等

－

地域密着型介護サービ
ス等給付費の増 等

保険料等納付金の増 等

処理場費（維持管理
費）の増 等

介護保険料
17億8,862万4千円

+1.2%（2,190万8千円増）

後期高齢者医療保険料
13億7,229万9千円

+5.7%（7,435万2千円増）

下水道使用料
13億7,600万円

+1.2%（1,600万円増）

12億4,145万9千円
＋0.5%

（647万6千円増）

2億4,249万6千円
＋4.6%

（1,064万8千円増）

10億4,200万円
+8.8%

（8,400万円増）

③
介護
保険

④
後期高齢
者医療

⑤
公共下水道
［公営企業

会計］

80億3,900万円
+1.5%

（1億1,700万円増）

16億1,900万円
+5.5%

（8,500万円増）

63億7,300万円
+4.0%

（2億4,600万円増）

9億6,518万7千円
＋10.4%

（9,071万1千円増）

一般会計繰入金名称

1億2,200万円
0％

（前年度同額）

②
用地
取得

1億2,200万円
+０%

（前年度同額）

－

96億6,100万円
△0.9%

（8,500万円減）

予算規模

①
国民健康

保険

国民健康保険税
17億3,608万5千円

△3.2%（5,811万6千円減）

主な歳入
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問い合わせ先　　財政課（電話0463-94-4862）　



 

 

 

伊勢原市議会３月定例会 

■日程案 

  月 日 曜 会議内容 備考 

1 2月 17日 金 本会議・提案説明   

2   18日 土 休  会   

3   19日 日 休  会   

4   20日 月 休  会   

5   21日 火 通告締切・正午   

6   22日 水 休  会   

7   23日 木 休  会 天皇誕生日 

8   24日 金 休  会   

9   25日 土 休  会   

10   26日 日 休 会   

11   27日 月 本会議・議案審議   

12   28日 火 休 会   

13 3月 1日 水 休 会 市制施行記念日 

14   2日 木 委員会・付託審査   

15   3日 金 委員会・付託審査   

16   4日 土 休 会   

17   5日 日 休  会   

18   6日 月 休  会   

19   7日 火 本会議・総括質疑   

20   8日 水 休  会   

21   9日 木 委員会・予算審査   

22   10日 金 委員会・予算審査   

23   11日 土 休  会   

24   12日 日 休  会   

25   13日 月 委員会・予算審査   

26   14日 火 休  会   

27   15日 水 休  会   

28   16日 木 本会議・一般質問   

29   17日 金 本会議・一般質問   

30   18日 土 休  会   

31   19日 日 休  会   

32   20日 月 本会議・一般質問   

33   21日 火 休  会 春分の日 

34   22日 水 休  会   

35   23日 木 本会議・最終日   
 

資料２ 

（裏面あり） 

 



 

会期 ３５日間 

告示 ２月１０日(金) 

議運 ２月１３日(月) 

本会議 ７日 

委員会 ５日 
 
 

■市長提出予定議案等 
 

１ 当初予算議案 

(1) 令和５年度伊勢原市一般会計予算 

(2) 令和５年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計予算 

(3) 令和５年度伊勢原市用地取得事業特別会計予算 

(4) 令和５年度伊勢原市介護保険事業特別会計予算 

(5) 令和５年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計予算 

(6) 令和５年度伊勢原市公共下水道事業会計予算 
 

２ 条例議案 

(1) 伊勢原市犯罪被害者等支援条例の制定について 

(2) 伊勢原市職員定数条例の一部を改正する条例について 

(3) 伊勢原市特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

(4) 伊勢原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

(5) 伊勢原市附属機関に関する条例の一部を改正する条例について 

(6) 伊勢原市手数料条例の一部を改正する条例について 

(7) 伊勢原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

(8) 伊勢原市小児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について 

(9) 伊勢原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例について 

 (10) 伊勢原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例について 

(11) 伊勢原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例について 
 

３ 補正予算議案 

(1) 令和４年度伊勢原市一般会計補正予算（第７号） 

(2) 令和４年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

(3) 令和４年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

(4) 令和４年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

(5) 令和４年度伊勢原市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 
 

４ 報告案件 

(1) 専決処分の報告について（こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の 

施行に伴う関係条例の整理に関する条例） 

(2) 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 

 

 

問い合わせ先  文書法制課（電話０４６３－９４－４８６７）  

議会事務局（電話０４６３－７４－５０８５）  



 

 
 
 

イベント等 

 

３月に実施されるイベントのお知らせです。詳細は改めてリリースさせていただきます。 

 

■ 第３０回大山とうふまつり 

日時 ３月１８日（土）、１９日（日） 午前１０時～午後４時(１９日は午後 3時まで） 

場所 市営大山第二駐車場(伊勢原市大山 541-2)ほか 

問い合わせ 大山とうふまつり実行委員会 電話 090-2322-6599 

 

■ 第３４回伊勢原市民音楽会 

日時 ３月５日（日） 午後１時半～（午後１時開場） 

場所 伊勢原市民文化会館 大ホール（伊勢原市田中 348） 

問い合わせ 伊勢原市教育委員会社会教育課（中央公民館内） 電話０４６３－９３－7500 

 

■ 第３７回伊勢原美術協会展 

日時 ３月６日（月）～12日（日） 午前９時～午後５時半 

※初日は午後５時まで、最終日は午後４時まで 

場所 伊勢原市立中央公民館 1階 展示ホール (伊勢原市東大竹 1-21-1) 

問い合せ 伊勢原市教育委員会社会教育課（中央公民館内） 電話０４６３－９３－7500 
 
 
 

 

資料３ 



















日にち 曜日 イベント名称 時間

1 水 水曜ノルディックウォーキング 9：30～11：30

ヘルスアップトレーニング 9：30～10：30

ボディメイクトレーニング 10：45～11：45

3 金 ダイヤビック 10：00～11：00

4 土

5 日

6 月 ピラティス
①9:30～10:30
②10:45～11:45

骨盤調整am
①9：30～10：30
②10：45～11：45

骨盤調整pm 13：15～14：15

ウエンズデーヨーガ 9：30～10：30

リラックスヨーガ 10：45～11：45

夜ヨーガ 19：30～20：30

木曜ノルディックウォーキング 9:30～11:30

エクササイズ 10：00～11：00

入門ヨーガ 9：30～10：30

パワーヨーガ 10：45～11：45

11 土

12 日 第３８回大山登山マラソン大会
開会式
9:00～

13 月 ピラティス ③10：45～11：45

骨盤調整am
①9：30～10：30
②10：45～11：45

骨盤調整pm 13：15～14：15

水曜ノルディックウォーキング 9：30～11：30

ヘルスアップトレーニング 9：30～10：30

ボディメイクトレーニング 10：45～11：45

木曜ノルディックウォーキング 9:30～11:30

2 木

7 火

8 水

16 木

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

14 火

小金塚集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

東成瀬城の腰公園周辺
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

成瀬コミュニティセンター
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

総合運動公園体育館周辺
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

10 金

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

開会式会場：伊勢原小学校
表彰式会場：大山阿夫利神社下社客殿前

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

　

　　

場所等

小金塚集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

東成瀬城の腰公園周辺
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

9 木

15 水

総合運動公園体育館周辺
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

スポーツイベントカレンダー ３月

裏面あり

2023YLCグループステージ

【第１節】
３月８日（水）

湘南ベルマーレ VS 浦和レッズ
～ レモンＳ ～

【第3節】
３月２６日（日）

川崎フロンターレ VS 湘南ベルマー
レ

～ 等々力 ～

2023明治安田生命J1リーグ

【第３節】
３月４日（土）

川崎フロンターレ VS 湘南ベルマー
レ

～ 等々力 ～

【第4節】
３月１２日（日）

湘南ベルマーレ VS 京都サンガFC
～ レモンＳ ～

第３８回 大山登山マラソン大会
伊勢原駅北口～大山阿夫利神社下社まで、全長9.0ｋｍ、標高差650ｍのコースを走ります。

コース終盤には1,610段の石段が待ち構えています。
選手は3回に分けてスタートします。

○スタート時間 ○ゲストランナー
10:00 男子50歳代、60歳以上 道端 カレンさん、赤羽有紀子さん
10:30 男子40歳代、女子両部門 大島めぐみさん、市川良子さん
11:00 男子30歳代、29歳以下 福士加代子さん、中村友梨香さん

重友梨佐さん



日にち 曜日 イベント名称 時間

　

　　

場所等

スポーツイベントカレンダー ３月

17 金 ダイヤビック 10：00～11：00

18 土 障がい者スポーツ教室 10：00～12：00

19 日

20 月 ピラティス
①9:30～10:30
②10:45～11:45

21 火

ウエンズデーヨーガ 9：30～10：30

リラックスヨーガ 10：45～11：45

夜ヨーガ 19：30～20：30

23 木 エクササイズ 10：00～11：00

入門ヨーガ 9：30～10：30

パワーヨーガ 10：45～11：45

25 土

26 日

27 月 ピラティス ③10：45～11：45

28 火

29 水

30 木

31 金

水

24 金

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

22

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園小体育室

　総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

成瀬コミュニティセンター
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

伊勢原市保健福祉部
スポーツ課

Tel:0463-94-4628

県立射撃場

－射撃場利用時間－

●夏期（4/1から9/30まで）

9時から17時（受付16時まで）

●冬期（10/1から3/31まで）

9時から16時（受付15時まで）

休場日は月曜及び年末年始

月曜が祝日の場合は営業し、翌平日が休場と

なります。

射撃競技に関する問い合わせ

神奈川県立伊勢原射撃場

○ライフル射撃場

☎92-7880

○クレー射撃場

☎92-7882

〒259-1141

伊勢原市上粕屋2380
http://www.isehara-shooting.jp/


