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市民とともに再発見した景観特性の良さを伸ばし、「伊勢原らしさ」あふれる良好な景観形成を進

めていくために、また、景観まちづくりにかかわる全ての主体がその考え方を共有し、協調した取

り組みを進めていくために、次の５つを景観まちづくりの目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 １ 

○大山の眺望や里地里山、また、田畑や果樹園など農業を通した自然とのふれあいなど、水と緑の

景観を守り育てていきます。 

○市街地を取り巻く身近な自然を大切にし、次世代に伝えていきます。 

○公園や街路樹、社寺林や屋敷林の保全、民有地の緑化など、市街地における緑の保全創出に努め

ていきます。 

自然を生かし、大切にする景観まちづくり 

目標 ２ 

○本市の歴史・文化を伝える史跡や道筋、道標や社寺などを生かしていきます。 

○歴史・文化的資源との調和を図りながら景観まちづくりを進め、心に残るような景観まちづくり

を進めます。 

○地域に受け継がれた歴史、地域ゆかりの場所や樹木、地域の伝統行事など、景観まちづくりの手

がかりとして生かしていきます。 

目標 ３ 

○人、もの、情報などからなる多様な都市活動を生かし、活力ある市民生活を映し出す、生き生 

きとしたまちの表情を創ります。 

○都市の発展と成長の中で、市民の安全で快適な生活環境づくりに配慮します。 

○伊勢原駅周辺地区や中央通り地区、行政センター地区や新東名高速道路 I.C 周辺地区など、市の

中心的役割を担う地区や都市の交流の場、交通の要衝となる地区では、個性と活力ある景観まち

づくりを進めます。 

にぎわいを生かす景観まちづくり 

歴史・文化を生かし、大切にする景観まちづくり 

 
ⅤⅤⅤ   景景景観観観まままちちちづづづくくくりりりののの基基基本本本方方方針針針 

１１１   景景景観観観まままちちちづづづくくくりりりののの目目目標標標

類類類型型型・・・景景景観観観要要要素素素   
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目標 ４ 

○本市の特徴である「やま」「おか」「まち」「さと」の４つの地域の特色ある景観を生かしていき 

 ます。 

○土地利用の状況や特性を踏まえながら、地域の魅力を高めていきます。 

○また、地域の住民の暮らしや生活により、日々育まれていく、潤いややすらぎのある景観を大切 

 にしていきます。 

地域らしさを生かす景観まちづくり 

目標 ５ 

○市民参加と協働により、市民の生活や活動に根付いて行く景観まちづくりを進めます。 

○市民が景観まちづくりに参加しやすい環境を整えていきます。 

○市民の景観まちづくりの取り組みを積極的にサポートしていきます。 

市民活動を生かす景観まちづくり 
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５つの基本目標を達成するため、次のとおり景観まちづくりの基本方針を定めます。（図 5-1） 

（１）市を代表し、個性や魅力づくりを先導する景観の顔をつくります。 

（２）連続する空間を生かした景観の骨格をつくります 

（３）「やま」「おか」「まち」「さと」の 4 つの地域の特色と景観資源（「自然」「歴史・文化」「都

市」「生活」）を生かしながら、地域らしさをつくります。 

（４）地区の特性や目標に応じた重点的な景観形成が必要である場合は、重点地区を指定し、地区

ごとの景観まちづくりの基本方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 景観まちづくりの基本方針 

２２２   景景景観観観まままちちちづづづくくくりりりののの基基基本本本方方方針針針    

（２）景観の骨格をつくる 
景観まちづくりの基本方針 

 
地域をつなぎ、まち全体が連続性をもった

景観とするための骨格をつくります。 

（１） 景観の顔をつくる 
景観まちづくりの基本方針 

 
市を代表し、まちの個性や魅力づくりを先導

する景観の顔をつくります。 

（３）地域らしさをつくる 
景観まちづくりの基本方針 

 
「やま」「おか」「まち」「さと」の 4 つの地域の

特性を生かしながら、地域らしさをつくりま

す。 

やま 
おか 

さと まち 

やま おか 

さと 
まち 

「伊勢原らしさ」が生きる 
景観まちづくりの実現 

 
市の特性と地域の個性が生かされた景観を

つくります。 

 

 

おか 
やま 

さと まち 

（４）重点地区の指定に関する 

景観まちづくりの基本方針 

地区の特性や目標に応じた重点的な景

観まちづくりの推進が必要である場合は、重

点地区として位置づけます。 
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（１）景観の顔をつくる景観まちづくりの基本方針 

交流やにぎわい、もてなし、歴史・文化などをテーマとして、次のとおり、市を代表する景

観の顔をつくります。 

 

ア 交流とにぎわいをテーマとした顔づくり 

・伊勢原駅周辺地区は、本市の玄関口にふさわしいにぎわいと活力のある景観形成を進めます。 

・人々が憩い集うことができる、開放感のある景観形成を進めます。 

・回遊性を高め、歩行者にとって快適で楽しい景観形成を進めます。 

・建築物や広告物等を適切に誘導し、まとまりや秩序の感じられる景観形成を進めます。 

 

イ もてなしをテーマとした顔づくり 

・伊勢原駅や愛甲石田駅周辺地区や中央通り地区、行政センター地区については、誰もが心地よ

さを感じることができるホスピタリティ表現豊かな景観形成を進めます。 

・建築物の形態・意匠や色彩、また配置などを適切に誘導し、秩序ある景観形成を進めます。 

・公園緑地やオープンスペースの維持・保全や新たな創出などにより、心地よく滞留することが

できる景観形成を進めます。 

・公共空地への花壇の設置や店先の植栽やプランターの設置などにより、花や緑あふれる景観形

成を進めます。 

・店構えの意匠や看板などの工夫により、心地よく買い物や飲食などを楽しめる景観形成を進め

ます。 

・歩行者にやさしい空間の創出に努め、楽しく歩くことのできる景観形成を進めます。 

・伊勢原の歴史や文化、また大山とのつながりなど、伊勢原らしさを感じることができる景観形

成を進めます。 

 

ウ 歴史・文化をテーマとした顔づくり 

・大山や日向地区について、大山阿夫利神社、大山寺、日向薬師などの建造物や伝統的行事など 

歴史文化的資源との調和に配慮した景観形成を進めます。 

・旧道や玉垣、道標などを大切にし、歴史や文化の薫る景観形成を進めます。 

・先導師旅館のまちなみやこま参道などについて、建築物や工作物等の形態・意匠や色彩誘導な

どを検討し、誰もが歴史や文化を実感できる景観形成を進めます。 

・丹沢大山国定公園地区や県立丹沢大山自然公園地区などの自然の緑と調和した景観形成を進め

ます。 

 

エ 新たな交流をテーマとした顔づくり 

・伊勢原北インターチェンジ周辺地区について、自然や歴史・文化的資源、また大山の眺望など

と調和した景観形成を進めます。 

・また、周辺環境と調和した土地利用や建築物及び工作物等のデザイン誘導など、また公共施設

の整備により、一体としてまとまった新たなまちの交流拠点にふさわしい景観形成を進めます。 
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（２）景観の骨格をつくる景観まちづくりの基本方針 

  道路や河川などの空間の連続性、また、歴史・文化や大山の眺望などのつながりを生かしなが

ら、次のとおり、景観の骨格をつくります。 

 

ア 道のつながりを生かした骨格づくり 

・大山街道（県道大山板戸線）は、古くから発展した市街地特性や、まちなみを特徴づける建物

の形態、意匠、色彩などを生かし、まちなみとしての連続性や統一を感じられる景観形成を進

めます。また、かつての大山道の名残を留める道標などを生かすととともに、大山の眺望にも

配慮した景観形成を進めます。 

・大山バイパスは、自然の緑を中心とした景観特性を有することから、標識、看板、工作物等の

設置にあたっては、景観特性との一体性や調和を図るとともに、大山の眺望に配慮した景観形

成を進めます。 

・新東名高速道路・国道 246 号バイパスの広域幹線道路については、沿道の環境との調和に配慮

するとともに、余地等における緑化を推進し、地域と融合した景観形成に努めます。 

・主要な幹線道路は、街路樹等による道路空間の緑化と合わせ、沿道の敷地の緑化を推進し、緑

豊かで潤いとゆとりのある景観形成を進めるとともに、沿道の土地利用、道路の性格や幅など

に応じた、建物のデザインや屋外広告物の規制・誘導などにより、にぎわいや活力、まちなみ

の連続性などが感じられる、沿道景観の形成を進めます。 

・旧大山道となる道路については、道標や周辺の歴史文化的資源との調和に配慮した景観形成を

進めるとともに、市民協働により沿道景観の魅力が高まる景観形成を進めます。 

・河川沿いの道路は、水辺環境との調和により、沿道環境の魅力を高める景観形成を進めます。 

  

イ 河川のつながりを生かした骨格づくり 

・鈴川は、周辺の自然的景観の保全や歴史や文化を感じる景観資源との調和とともに、橋梁など

からの眺望を生かした景観形成を進めます。 

 また、市街地における河岸の自然的な景観の保全・再生を図るなど、より水辺を感じられる景

観形成を進めます。 

・日向川は、山深く緑豊かな自然的景観の保全を図るとともに、その特性を生かした親水空間の

創出など、潤い豊かな水辺空間の景観形成を進めます。 

・渋田川や歌川は、親水の場づくり、自然とふれあえる護岸整備、河岸を生かした歩行者ネット

ワークの形成など、水辺をより身近に感じられるとともに、大山への眺望や田園風景などを楽

しむ眺望の場の確保や周辺集落地や河畔林、農地などと調和した景観形成を進めます。 

 

ウ 歴史・文化のつながりを生かした骨格づくり 

 ・大山地区や日向地区の自然や歴史とのつながりを感じることができる、連続性や統一性に配慮

した景観形成を進めます。 

・大山道等の古道の名残を感じることができる、歴史と文化の薫る景観形成を進めます。 

・地域の歴史・文化的資源との調和に配慮した景観形成を進めます。 
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エ 大山とのつながりを生かした骨格づくり 

 ・本市を象徴し、その存在の大きさは市民の暮らしの一部となっている大山の優れた眺望景観が

今後も維持・保全されていくよう景観形成を進めます。 

・市内の各所から市街地や田園風景などと一体となった大山の眺望を楽しむことができる景観形

成を進めます。 

・眺望の良さが広く認知されている場所や良好な眺望が長期にわたり維持されている場所の維

持・保全を検討するとともに、新たな眺望場所の創出などにより、大山とのつながりを感じる

ことができる景観形成を進めます。 
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（３）地域らしさをつくる景観まちづくりの基本方針 

「やま」「おか」「まち」「さと」の 4 つの地域には、歴史や文化を感じることができる社寺や

建物、大山道を示す道筋やまちなみ、樹林や水辺などの身近な自然、まちなみや公園、街路樹な

ど、地域を特徴づけ親しまれている景観資源が数多くあります。 

また、地域ごとに「親しみ」「懐かしさ」「心地よさ」「コミュニティ」「市民活動」などが育ま 

れています。 

このような地域の固有の要素を生かしながら、地域らしさをつくります。 

 また、地域らしさが生きるよう、建築物の建築及び工作物の新設等や屋外広告物の掲示、また 

大規模な開発事業等を誘導します。 

 

ア 「やま」「おか」「まち」「さと」の 4 つの地域の基本方針 

（ア）「やま」の地域 

国定公園や自然公園等が広がる緑豊かな自然を有するとともに、社寺等の歴史・文化的な建

造物などが地域らしさの基調となり、市内外から多くの人々が訪れる要素となっています。こ

うした「やま」の地域の多面的な価値を守り、高めるとともに、自然と歴史が調和した景観形

成を進めます。 

（イ）「おか」の地域 

大山からつながる山裾の傾斜が比較的緩やかとなる地域です。集落と里山、農地が調和する

ことで地域らしさが形成されている地域です。 

また、新東名高速道路や国道 246 号バイパスなどの建設が進められています。 

里地里山の保全や地域の生産活動・生活文化など継承に努めながら、新たな土地利用との融

合が図られる景観形成を進めます。 

（ウ）「まち」の地域 

市街化区域として都市的土地利用が行われる市街地形成が進んでいる地域です。 

市街地の状況や特性を踏まえながら、景観を構成する主要な要素である建築物の建築や工作

物の新設等について、適正な誘導に努めていきます。 

また、積極的な緑の保全や創出に努め、緑豊かな景観形成を進めます。 

（エ）「さと」の地域 

田畑や河川などからなる良好な田園景観が広がる地域です。 

また、既存集落や幹線道路沿道などの土地利用を見ることができます。 

こうした、広がりのある眺望性を継承するとともに、周辺の集落景観と調和した、農地の潤

いを生かした落ち着きのある景観形成を進めます。 

 

イ 建築物の建築及び工作物の新設等に関する基本方針 

建築物の建築及び工作物の新設等に関する基本方針を次のとおりとします。 

（ア）市域全域 

地域ごとに特徴ある自然や歴史・文化、暮らしや市民活動からなる景観特性との調和に配慮

します。 

・自然の緑や農との調和を図ります。 

・大山の眺望が生きるまちなみづくりに配慮します。 



Ⅴ 景観まちづくりの基本方針 

33 

・道標や社寺、史跡など、歴史・文化的資源やまちの記憶を生かしていきます。 

（イ）住居系市街地 

周辺環境と調和した潤いや落ち着きのある住宅地の景観を形成します。 

・住宅地の環境に調和する意匠形態・色彩とします。また、道路など公共空間や隣接地との間

の良好な空間の確保に努めます。 

・敷地内緑化や生垣などにより、緑の創出に努めます。また、地域性のある良好な樹林などの

保全を進めます。 

（ウ）商業系市街地 

連続性や一体感あるまちなみの形成やゆとりとにぎわいの演出など、秩序と活力ある商業地

の景観を形成します。 

・周囲のまちなみと調和する意匠形態・色彩とします。また、配置や壁面位置などは、隣接す

る建築物との協調に配慮します。 

・道路など公共空間と連続した空間の確保に努め、歩行区間の創出や緑の配置などによる店先

の演出等、人を大切にするもてなしの空間を創出します。 

（エ）工業系市街地 

明るく開放的で親しみやすい、周辺環境と調和する工業地の景観を形成します。 

・周辺環境との調和や地区全体のまとまりがある意匠形態・色彩とします。 

・接道部や敷地内において緑化を推進し、まとまりや連続性のある緑の創出に努めます。 

（オ）沿道市街地 

隣接する建築物との協調により、潤いや秩序が感じられる景観を形成します。 

・沿道環境に調和した意匠形態・色彩とします。また、高さや屋外広告物の表示について、周

辺環境との調和に配慮します。 

・沿道部において緑化を推進し、まとまりや連続性のある緑の創出に努めます。 

 

ウ 屋外広告物の掲示に関する基本方針 

建築物等に数多くの広告が無秩序に設置されると、良好な景観形成の阻害要因となることもあ

ります。一方で、地域の特性やまちなみとの調和を意図したものは、良好な景観形成につながる

こともあります。このことから、屋外広告物の掲示に関する基本方針を次のとおりとします。 
 

・自然や歴史・文化的景観資源の持つ魅力や個性に配慮し、それらを損ねないように表示しま

す。 

・建築物の建築及び工作物の新設等に関する基本方針を踏まえ、表示します。 

・商業地や沿道市街地においては、地域のまちづくりの機会などを捉えて、屋外広告物の表示

に関するルールを定めるなど、秩序ある沿道の景観まちづくりを進めていきます。 

・その他、地域特性を踏まえ、にぎわいや活力、個性や魅力、快適性の向上に配慮して表示し

ます。 

 

エ 大規模な開発事業等に関する基本方針 

本市では、広域幹線道路整備や市街地整備事業、その他民間開発事業などにより、今後も大き

く土地利用等の転換が見込まれる地域があります。 
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景観形成への影響があるこれら大規模な開発事業等について、周辺の景観や生活環境への調和

した良好な景観形成が図られるよう、大規模な開発事業等に関する基本方針を次のとおりとしま

す。 
 

・新たな開発による圧迫感を軽減し、周辺のまちなみとの調和に配慮します。 

・周辺土地利用と関連付けた公共空間の創出に努めます。 

・市街地に接する場所では、緑地等による緩衝空間の創出を行います。 

・自然的資源の保全、歴史・文化的資源の継承に配慮します。 

・地域の特性を生かした、魅力的で新しい景観形成に努めます。 

・積極的な緑化を図るとともに、大規模な法面や擁壁などが生じないように努めるなど、周辺

環境との調和に配慮します。 

 

オ その他の基本方針 

小田急線の車窓から見た景色は、本市の景観を印象づける大きな要因となっています。 

また、多くの市民は、東京、横浜方面からの帰りに、ふるさと伊勢原を感じるものとなって

います。 

沿線地域においては、地域ごとの景観まちづくりを踏まえつつ、車窓景観への配慮を行って

いきます。 
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（４）重点地区の指定に関する景観まちづくりの基本方針 

景観計画区域のうち、良好な景観の形成や保全が特に必要な地区を、次に定める指定の方針に

基づき、重点地区として位置づけます。 

景観重点地区では、よりきめ細かな景観まちづくりを推進するため、景観重点地区における景

観まちづくりの目標や方針、さらには景観形成基準などを地域住民の意見を聴きながら定めます。 

この目標や方針などにより、地域における景観まちづくりの主体的な取組や公共施設整備等に

おける先導的な取組等により、地域の特性を生かしたより良い景観形成の実現に向けたまちづく

りを推進します。 

 

○重点地区指定の方針 

・本市を代表する歴史・文化的景観を有する地区 

・本市を代表する自然的景観を有する地区 

・商業業務施設や公共公益施設等が立地するなど、多くの市民や来訪者が訪れる地区。 

・整った都市的景観が集積又は連続している地区 

・市民や事業者と行政が協働により良好な景観の形成に関する活動や事業に取り組んでいくにあ

たり具体性のある地区 

・地域住民により良好な景観の形成のための取組がなされている地区 

・法令等に基づき、良好な景観の形成のための措置が講じられている地区 

 ・この他、本市の景観まちづくりを推進するうえで必要と認められる地区 
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