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●暮らし力
計画・指針の名称 計画期間 所管部署

健康いせはら２１（第３期）計画 平成３０年度～
平成３４年度 保健福祉部

　生活習慣病等の疾病予防を推進し、市民の「健康寿命」の延伸と生活の質の向上を目的とした、市
民の健康づくりに関する基本的な方向性や目標などを総合的に定めた計画です。

第３次伊勢原市食育推進計画 平成３０年度～
平成３４年度 保健福祉部

　生涯にわたる食育を推進し、望ましい食習慣の育成を通じて市民の健康の保持・増進を図るととも
に、食に関する理解を促進するため、食育に関する取組を総合的に定めた計画です。

伊勢原市国民健康保険データヘルス計画・
第３期特定健康診査等実施計画

平成３０年度～
平成３５年度 保健福祉部

　国民健康保険被保険者の健康課題を明確にするとともに、その課題に対する効果的かつ効率的な保
健事業を実施するための「データヘルス計画」と、特定健康診査や特定保健指導の実施方法、目標値
などの事項を定める「特定健康診査等実施計画」を合わせた計画です。

第４期伊勢原市地域福祉計画 平成３０年度～
平成３４年度 保健福祉部

　だれもが互いに尊重し合い、ともに支え合いながら自分らしく生き生きと自立した生活が送れる地
域社会の実現を目指し、地域福祉の推進のための施策や体制を定めた計画です。

第７期伊勢原市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画

平成３０年度～
平成３２年度 保健福祉部

　高齢者保健福祉並びに介護保険事業の推進と、介護保険事業の安定的運営を図ることを目的に、高
齢者施策の基本的な方向性やめざす取組を総合的かつ体系的に定めた計画です。

第５期伊勢原市障がい者計画・
障がい福祉計画及び第１期障がい児福祉計画

平成３０年度～
平成３２年度 保健福祉部

　障がい福祉に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方向性と、「障害福祉
サービス」等の充実を図るための必要な見込み量と確保のための方策を定めた計画です。

伊勢原市市民生涯スポーツ推進基本計画 平成２５年度～
平成３４年度 保健福祉部

　生涯にわたりスポーツに親しめる環境づくりを市民協働で推進するため、スポーツに関する情報提
供、スポーツをする場所の整備や機会の充実などの施策を定めた計画です。

伊勢原市子ども・子育て支援事業計画 平成２７年度～
平成３１年度 子ども部

　質の高い幼児期の教育と保育の推進、また地域の子ども・子育て支援の充実を図るため、地域の
ニーズをふまえたサービス提供体制の確保の内容、実施時期等を定めた計画です。

伊勢原市子ども・若者育成支援指針 平成２７年度　 子ども部

　すべての子ども・若者の育成支援を社会全体で総合的に推進することを目的とし、子ども・若者等
に対する施策の基本的な方向を定めた指針です。

第５節　関連個別計画
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伊勢原市第２期教育振興基本計画 平成３０年度～
平成３４年度 教育部

　学校教育の充実をはじめ、生涯学習の推進や生涯スポーツの振興、市の豊かな伝統・文化の継承な
ど、今後めざすべき教育の基本的な方向性や重点施策等を定めた計画です。

伊勢原市いじめ防止基本方針 平成３０年度　
改定 教育部

　市全体で児童生徒の健全育成を図り、いじめのない社会の実現をめざすための方針です。

伊勢原市生涯学習推進指針 平成２５年度　 教育部

　学校、家庭、地域社会が連携した地域の課題・目標の共有化を通じて、心豊かで安心できる生涯学
習社会の実現に向けた取組を推進するため、取組の方向性及び考え方を定めた指針です。

第２次伊勢原市子ども読書活動推進指針 平成３０年度　 教育部

　子どもへの読書普及活動を推進するための環境整備や人材育成をめざすための指針です。

伊勢原市歴史文化基本構想 平成２７年度　 教育部

　地域に存在する文化財をその周辺環境まで含めて総合的に保護・継承するとともに、歴史や文化財
を生かした魅力あるまちづくりを推進するための構想です。

●安心力
計画・指針の名称 計画期間 所管部署

伊勢原市地域防災計画 平成３０年度　
改定（予定） 企画部

　災害に強い都市づくりを進めるとともに、市民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的に、
事前の対策や応急対策、復旧・復興対策などを定めた計画です。

伊勢原市国民保護計画 平成３０年度　
改定（予定） 企画部

　武力攻撃やテロ等から市域における国民の生命、身体及び財産を保護し、被害や影響を最小とする
ことを目的に、国民保護措置等を定めた計画です。

伊勢原市災害時要援護者避難支援計画 平成１９年度　 保健福祉部

　災害時要援護者の安全・安心体制を強化することを目的に、要援護者の自助及び居住する地域の共
助を基本として、要援護者への情報伝達体制や避難支援体制などを定めた計画です。

伊勢原市耐震改修促進計画 平成２８年度～
平成３２年度 都市部

　建築物の耐震化の促進を図り、安全・安心のまちづくりを進めることを目的として、建築物の耐震
診断及び耐震改修の促進を図るための施策などを定めた計画です。

伊勢原市下水道整備総合計画
（下水道中期ビジョン）

平成２３年度～
平成３２年度 土木部

　安全・安心で快適なまちづくりに貢献する下水道の実現をめざし、地震対策、浸水対策、下水道普
及、施設の改築更新の施策の方向を定めた計画です。
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伊勢原市下水道総合地震対策計画 平成２４年度～
平成３３年度 土木部

　大規模地震時に管路や処理場・ポンプ場が最低限、有すべき機能を確保することを目的に、「防災」
と「減災」を組み合わせた総合的な地震対策を推進するために定めた計画です。

伊勢原市消防水利施設整備計画 平成３０年度～
平成３４年度 消防本部

　火災発生時に迅速かつ効果的な消火活動を行うことで、火災による被害を最小限にすることを目的
に、消防水利施設の計画的な整備について定めた計画です。

第２次伊勢原市男女共同参画プラン 平成３０年度～
平成３４年度 市民生活部

　男女共同参画社会の実現をめざし、意識啓発をはじめとした施策を網羅し、市や市民、市民活動団
体、事業所などが取り組む基本的な方向を定めた計画です。

伊勢原市人権施策推進指針（改定版） 平成２９年度 市民生活部

　誰もが人として尊重され、一人ひとりがいきいきと暮らせる人権尊重の理念が息づく社会の実現を
めざし、人権施策推進の基本理念や施策の推進方向などを定めた指針です。

●活力
計画・指針の名称 計画期間 所管部署

伊勢原市産業ビジョン 平成２５年度～
平成３４年度 経済環境部

　本市の農業・林業・工業・商業・観光それぞれの長期的な産業ビジョンを明らかにし、各産業のめ
ざす方向性を定めた指針です。

伊勢原市商業振興計画 平成２６年度～
平成３０年度 経済環境部

　本市の商業振興における方向性及び商業者や行政などの基本的な役割分担を示し、市民と協働で商
業の活性化をめざす計画です。

大山魅力再発見「平成大山講」プロジェクト基本計画 平成２５年度～
平成２９年度 経済環境部

　地域団体、企業、大学、行政などの関係者の連携・協力により、かつて「大山講」で賑わった江戸
期のように、多くの人が訪れ賑わいある国際観光地の実現をめざす計画です。

伊勢原農業振興地域整備計画 平成３３年度　
改定 経済環境部

　農業の健全な発展を図るとともに国土資源の合理的な利用に寄与することを目的に、農用地等とし
て利用すべき土地の区分、農業生産の基盤整備等について定めた計画です。

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 平成３１年度　
改定 経済環境部

　農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与
することを目的に、農業経営基盤の強化の促進に関する目標や営農類型ごとの効率的かつ安定的な農
業経営の指標を定めた計画です。
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伊勢原市酪農・肉用牛生産近代化計画 平成２８年度～
平成３７年度 経済環境部

　畜産経営の安定化、担い手の育成、自給飼料基盤に立脚した畜産経営の育成、家畜改良と新技術の
活用に向けた取組など、循環型社会に貢献することを目的に、持続可能な畜産経営を定めた計画です。

伊勢原市鳥獣被害防止計画 平成２９年度～
平成３１年度 経済環境部

　有害鳥獣による農林畜産物の被害防止策を講ずるとともに、野生鳥獣の保護と調和を図りつつ、農
業経営の安定と発展を図ることを目的に、総合的かつ効果的な被害防止策を定めた計画です。

伊勢原市森林整備計画 平成３０年度～
平成３９年度 経済環境部

　神奈川県地域森林計画の対象となる市内民有林について、森林区分や森林所有者が行う伐採・造林・
間伐など、森林施業に関する指針について定めた計画です。

いせはらシティプロモーション推進計画 平成２７年度～
平成３１年度 企画部

　市内外から「選ばれるまち」になることをめざし、市民・関係機関・行政とともに、伊勢原の魅力
を生かし、地域の活力を高めることを目的とした計画です。

●都市力
計画・指針の名称 計画期間 所管部署

伊勢原市都市マスタープラン 平成２８年度～
平成４７年度 都市部

　将来の都市の姿を展望し、都市づくりの目標や都市像などを示すとともに、その実現に向けた都市
計画の基本的な方針を定める計画です。

伊勢原市緑の基本計画 平成２０年度～
平成３４年度 都市部

　都市における緑地の保全や緑化の推進を総合的に実施するため、その目標や方針を定めた基本的な
計画です。

伊勢原市景観計画 平成２５年度～
平成３４年度 都市部

　地域の特性を生かした個性あふれるまちづくり及び潤いある豊かな生活環境の創造を実現するため、
良好な景観の形成に関する方針や行為の制限に関する事項等を定める計画です。

伊勢原市一般廃棄物処理基本計画 平成２９年度～
平成４３年度 経済環境部

　循環型社会の構築を図るため、ごみの排出抑制や発生から最終処分に至るまでの基本的な方針を定
めた計画です。

伊勢原市分別収集計画 平成２９年度～
平成３３年度 経済環境部

　循環型社会の構築を図るため、一般廃棄物の中でも大きな比率を占める容器包装廃棄物の排出抑制
の方策や分別収集に関する内容などを定めた計画です。

伊勢原市環境基本計画 平成２５年度～
平成３４年度 経済環境部

　良好な環境の保全と創造をめざし、環境教育・学習の充実や生活環境の保全、循環型社会の構築、
新エネルギーの普及など、環境施策の総合的な基本指針を定めた計画です。
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伊勢原市地域公共交通網形成計画 平成３０年度～
平成３４年度 都市部

　将来にわたり持続可能な公共交通ネットワークを構築するため、まちづくりと連携した公共交通の
基本的な方針と施策体系を定めた計画です。

第１０次伊勢原市交通安全計画 平成２８年度～
平成３２年度 市民生活部

　交通事故のない安全で安心なまちづくりをめざし、道路交通環境の整備や交通安全に関する普及啓
発活動などの方針を定めた計画です。

公共施設等総合管理計画 平成２７年度～
平成５６年度 企画部

　健全財政の推進及び市民サービスの継続性に配慮した公共施設の管理の実現を目的に、公共施設等
のマネジメントの基本方針や取組スケジュールなどを定めた計画です。

伊勢原市市営住宅長寿命化計画 平成２２年度～
平成３１年度 都市部

　市営住宅の長寿命化を図るため、予防保全的な修繕、改善事業の効率的、計画的な実施などを定め
た計画です。

伊勢原市公園施設長寿命化計画　 平成２７年度～
平成３１年度 都市部

　老朽化していく公園の長寿命化を図るため、施設の健全に関する点検・調査結果に基づいた予防措
置的な措置や修繕などに係る経費の縮減・平準化策などを定める計画です。

伊勢原市橋りょう長寿命化計画 平成２５年度～
平成３２年度 土木部

　老朽化した橋りょうの長寿命化を図るため、健全度に関する点検・調査結果に基づいた予防保全的
な措置や修繕などに係る経費の縮減・平準化策などを定めた計画です。

伊勢原市（下水道処理場・ポンプ場）長寿命化計画 平成３１年度～
平成３５年度 土木部

　老朽化していく処理場・ポンプ場施設の長寿命化を図るため、設備等の健全度に関する点検・調査
結果に基づいた措置や修繕などを定めた長寿命化計画を策定し、コストの縮減や平準化を行います。

伊勢原市（下水道管路）長寿命化計画 平成３１年度～
平成３５年度 土木部

　老朽化していく管路施設の長寿命化を図るため、施設の健全度に関する点検・調査結果に基づいた
措置や修繕などを定めた長寿命化計画を策定し、コストの縮減や平準化を行います。

伊勢原市下水道整備総合計画（下水道中期ビジョン）平成２３年度～平成３２年度 土木部

　安全・安心で快適なまちづくりに貢献する下水道の実現をめざし、地震対策、浸水対策、下水道普
及、施設の改築更新の施策の方向を定めた計画です。

伊勢原公共下水道全体計画 平成２３年度～
平成４２年度 土木部

　生活環境の改善、浸水の防除、公共用水域の水質保全という公共下水道の目的が達成されるよう、
下水道施設の配置、規模などを定めた計画です。

伊勢原市下水道総合地震対策計画 平成２４年度～
平成３３年度 土木部

　大規模地震時に管路や処理場・ポンプ場が最低限、有すべき機能を確保することを目的に、「防災」
と「減災」を組み合わせた総合的な地震対策を推進するために定めた計画です。
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●自治力
計画・指針の名称 計画期間 所管部署

伊勢原市市民参加推進指針 平成１７年度　 市民生活部

　市政への参加機会の制度的保証、行政内部の体制・基盤づくり、パートナーシップによるまちづく
りへの展開を目的として、市民参加の仕組みや取組を定めた指針です。

伊勢原市市民活動促進指針 平成１９年度　 市民生活部

　市民活動をいっそう活発化し、市民と市の協働を推進していくことを目的に、基本的な考え方や進
むべき方向性を定めた指針です。

公共施設等総合管理計画 平成２７年度～
平成５６年度 企画部

　健全財政の推進及び市民サービスの継続性に配慮した公共施設の管理の実現を目的に、公共施設等
のマネジメントの基本方針や取組スケジュールなどを定めた計画です。

伊勢原市財政健全化計画 平成３０年度～
平成３４年度 企画部

　将来にわたって持続可能な財政構造の構築を図ることを目的に、財政健全化の取組方針など、基本
的な考え方を示した計画です。

財団法人伊勢原市事業公社経営健全化計画 平成２４年度～
平成３７年度 総務部

　公益法人制度改革への対応や円滑な公社資金の調達を推進することを目的に、事業公社へ建設委託
した施設の計画的な買取りなど、経営安定化を図るために策定した計画です。

伊勢原市第５次行財政改革推進計画 平成３０年度～
平成３４年度 企画部

　行財政改革を不断の取組とし、市民協働の推進や効率的で効果的な行政経営を推進するために、行
財政運営全般の改革を促進する計画です。

（仮称）伊勢原市定員管理計画 平成３０年度～
平成３４年度 企画部

　無駄のない効率的・効果的な行政運営を実現するため、計画的に職員数を管理し、執行体制を整え
るための計画です。

伊勢原市人材育成基本方針 平成２０年度　 総務部

　経営感覚をもって様々な課題にチャレンジし、市民と協働でまちづくりに取り組む人材の育成をめ
ざし、職員の能力開発を推進していくための考え方や方向性を定めた方針です。


