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 線引き区分 H22 年 H27 年 R2 年 
世帯総数 市街化調整区域 568  565 573 

（世帯） 計 568 565 573 

総人口 市街化調整区域 1,660 1,519 1,326 

（人） 計 1,660 1,519 1,326 

線引き区分 
合計 

都市的 
土地利用計 

自然的 
土地利用計 

低未利用地 人口密度 

（ha） （ha） （ha） （ha） （人/ha） 

市街化調整区域 1,746.8  158.1 1,588.7 14.9  0.9  

計 1,746.8  158.1 1,588.7 14.9  0.9  



 

 

 

１）土地利用 

○地域の全域を農地等と位置付け、自然環境保全地域等の山間丘陵地 ・風致地区の海岸線など自然環境や景観の

保全を図ります。  

○生活拠点として位置付ける根府川駅周辺では、身近な生活サービス施設の維持を図り、地域住民の生活を支える機

能の確保を目指します。 

○人口減少が認められる既存の集落においては、地区計画制度の活用により、土地利用を支える地域コミュニティの

維持と活力の回復に必要な範囲において、既存集落内に必要な生活サービス施設等や住宅の立地を受け入れるな

ど、地域の課題の解決に向けた取組を進めます。 

○農林業の振興においてはグリーンツーリズムを推進し、漁業においては観光漁港としての整備検討や磯浜を生かし

たレクリエーション機能を有する海業への展開を検討するなど、農林水産品のブランド化、地域産業の振興と活性化

を目指した土地利用方策を図ります。また、観光資源の有効利用を目的とする開発の促進等により、都市住民との

交流の場の充実に努めます。 

２）都市施設等の整備 

① 交通体系 

○自動車交通については、観光交通と生活交通を分離し、西湘―伊豆の連携強化と中心市街地や湯河原方面への円

滑な移動の確保を図るため、伊豆湘南道路の計画の具体化に向けた取組を進めます。なお、西湘バイパスの延伸

計画を引き続き位置付けます。また、農業振興の観点から、広域農道小田原湯河原線の整備を促進します。 

○公共交通については、鉄道における輸送力の増強や利便性の向上について鉄道事業者に要望するほか、バス路線

については、利用実態に即した運行機能の維持・確保に努めます。 

② その他の都市施設 

○市営漁港３港の中で最も利用頻度の高い江之浦漁港については、施設の機能強化を図るとともにレクリエーション

機能を有する海業への展開を検討します。また、石橋 ・米神漁港については、適切な維持管理に努めます。 

○高潮・高波等による被害を軽減させるため、海岸保全施設の機能強化を図ります。 

○この地域の既存集落については、道路整備を中心とした住環境の向上に努めます。 

○上水道については、施設規模の適正化を検討するとともに、老朽化した管路の計画的な更新・耐震化を進めます。 

○生活排水処理については、合併処理浄化槽による公共用水域の水質汚濁防止を促進します。 

３）自然環境等の保全 

○自然環境保全地域や保安林については、優先的に環境を保全するとともに、その周辺についても恵まれた自然環境

の保全と活用に努めます。 

○相模湾沿いの風致地区については、水辺環境や緑地環境を保全するとともに、土地利用の状況に応じた区域等の

見直しを図ります。 

○森林の保全を支援する各種制度の活用や、市民 ・企業が参加する活動により、継続性のある森林の保全 ・再生を

目指します。 

○石橋山古戦場や石垣山一夜城などを巡る「早川・片浦ウォーキングトレイル」、相模湾が一望できる「潮騒の駅根府

川・江之浦漁港コース」については、コースマップを作成するなどの情報発信を継続し、市民や観光客のレクリエーシ

ョンの場として自然的・歴史的資源の活用を図ります。 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

根府川駅周辺の生活サービス

施設の維持を図り地域住民の

生活を支える機能を確保 

江之浦漁港における施設の機能

強化とレクリエーション機能を有す

る海業への展開を検討 

自然環境保全地域や保安林に

おける環境の保全と活用 

相模湾沿いの風致地区

における水辺環境や緑

地環境の保全と土地利

用の状況に応じた区域

等の見直し 

継続性のある森林の保全・再生 

広域農道小田原湯河原線の整備促進 

西湘バイパスの延伸計画 

 

・地域全域の農地等における自然環境や景観の保全 

・人口減少が認められる既存の集落における既存集落内に必要な

生活サービス施設等や住宅の立地の受け入れの検討 

・都市住民との交流等による農地の維持・活用 

・漁港施設の機能強化とともに観光漁港としての整備検討や磯浜を

生かしたレクリエーション機能を有する海業への展開を検討 

・伊豆湘南道路の計画の具体化 

・鉄道の輸送力増強と利便性の向上及びバス路線の運行機能の維

持・確保 

・海岸保全施設の機能強化 

・道路整備を中心とした既存集落の住環境の向上 

・水道施設の規模適正化に係る検討 

・合併処理浄化槽の普及による水質汚濁防止の促進 

・石橋山古戦場や石垣山一夜城などを巡るコースマップを作成する

など情報発信を継続し、レクリエーションの場として自然的・歴史的

資源の活用 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

線引き区分 
合計 

都市的 

土地利用計 

自然的 

土地利用計 
低未利用地 人口密度 

（ha） （ha） （ha） （ha） （人/ha） 

市街化区域 1,037.6 934.1 103.5 72.7 52.4 

市街化調整区域 3,870.2 305.2 3,565.0 35.2 2.6 

計 4,907.8 1,239.3 3,668.5 107.9 13.1 

 
 

 

 

 

 線引き区分 H22 年 H27 年 R2 年 

世帯総数 

（世帯） 

市街化区域 23,491  23,649 24,291 

市街化調整区域 3,971 3,934 3,986 

計 27,462 27,583 28,277  

総人口 

（人） 

市街化区域 56,288 54,333 52,737 

市街化調整区域 10,527 10,201 9,592 

計 66,815 64,534 62,329 



 

 

 

１）土地利用 

① 商業・業務地 

○小田原駅周辺地区は、中心商業・業務地と位置付け、再開発手法等の導入により高度利用を促進するとともに、公

開空地を確保し、特徴ある商業街区を整備することで、県西部地域の広域中心拠点にふさわしい商業・業務・医療・

福祉・文化機能の集積に加え、街なか居住の促進による、にぎわいと活気あふれる中心商業・業務地の形成を図り

ます。 

○栄町二丁目・東通り大乗寺周辺地区は、市街地再開発とそれに併せた栄町小八幡線の整備に向けた検討を進めま

す。 

○小田原駅西口地区は、市街地再開発とそれに併せた西口広場機能の拡充に向けた検討を進めます。 

○早川駅周辺及び箱根板橋駅周辺は、「石垣山一夜城」や「小田原漁港」等の地域資源を観光回遊の拠点として活用

するとともに、水産業等の地場産業の振興などにより、引き続き地区中心商業地として機能強化を図ります。 

○三の丸地区の旧市民会館跡地等については、段階的な活用を踏まえ、整備を進めます。 

○無電柱化等による防災面の向上に合わせて、地域との協働による景観形成を進める一方、屋外広告物条例に基づ

く規制・誘導や景観計画重点区域の指定等の手法により、広域的な交流の核にふさわしい商業・業務拠点づくりを目

指します。 

○かまぼこ通り周辺地区や銀座・竹の花周辺地区などについては、地域資源を生かした自主的なまちづくりに対して支

援を進めます。 

② 複合市街地 

○東町・寿町の一部等の住宅と工場が混在している地区を複合市街地と位置付け、住民の主体的な参加により地区

計画制度等の活用を検討し、住宅地と工業地との環境調和を図ります。当該地区については、小田原駅へのアクセ

スも良く住宅の比率も高いことから、住民の合意形成を図りながら一般住宅地として用途地域の変更についても検討

します。 

○漁業基地として機能強化を図る小田原漁港の周辺地区については、海浜と観光施設などを一体的に活用し、市民や

来訪者の利用を前提とした施設整備を図ります。 

③ 沿道型複合市街地 

○風祭・入生田地区から東町地区に至る国道１号の沿道については、歴史的資源を生かした街並みを形成し、観光施

設に対応した商業機能の充実を促進します。 

○国道 255 号の沿道については、後背地の居住環境に配慮しながら広域的な需要に対応したロードサイド型商業・サ

ービス施設の適正な立地を図ります。 

④ 住宅地 

○南町・板橋地区の低密度な住宅地を低層住宅地と位置付け、南町地区については、昔ながらの街並みや海に近い

環境を生かし、板橋地区については、斜面の安全や景観に配慮したゆとりある住宅地の形成を図ります。 

○風祭・早川地区の一般住宅地については、生活道路の幅員を確保しながら、一戸建て住宅を中心とした住宅地の形

成を図ります。 

○城山・城内地区の文教施設周辺の一般住宅地については、緑に囲まれた一戸建て住宅を中心とした住宅地の形成

を図ります。その他の一般住宅地については、中層住宅も含めた利便性の高い住宅地の形成を図ります。 

○久野地区は、山間丘陵部に位置することから、斜面を生かした良好な住環境を形成し、一戸建て住宅を中心とした

閑静な住宅街の形成を図ります。 

 



 

 

○生活拠点として位置付ける足柄・井細田駅周辺については、身近な生活サービスの持続的な維持を図り、地域の最

寄りとなる拠点機能を確保します。 

○脱炭素社会の実現に資する取組として、エネルギーの地産地消を基本的な概念としたモデル地区「ゼロカーボン・デ

ジタルタウン」を創造するため、少年院跡地を候補地として、地区計画制度などの検討も含め、魅力ある市街地の形

成に努めます。 

○清閑亭や皆春荘、旧松本剛吉別邸などについては地域の文化資源として保全しながら、公民連携による利活用を進

めるとともに、更なる魅力の発信により地域活性化を図ります。 

⑤ 工業地 

○酒匂川沿い等の工業施設が集積している扇町・寿町地区を工業地と位置付け、地下水・土壌の保全など周辺環境に

配慮した生産環境の確保を図ります。 

○久野地区の日本たばこ産業株式会社小田原工場跡地においては、都市基盤の整備、地域防災力の強化及び地域

の魅力向上に資する空間の形成を図り、地域の人々が日常生活の中で、未病の改善に取り組むことができる多世

代交流拠点として特定大規模建築物の立地を促進します。 

⑥ 農地等 

○山間丘陵部の果樹園等を農地等と位置付け、地産地消など都市農業の推進、農業後継者の育成等により農業の生

産環境の保全と農地の維持・活用を基本とし、市民農園や体験・観光型農園などの活用による遊休農地・耕作放棄

地の解消を図ります。 

２）都市施設等の整備 

① 交通体系 

○市内各地域から小田原駅周辺及び栄町・本町地区へ向かう主要交通基盤を強化し、交通流動の円滑化を図ります。 

○自動車交通については、観光交通と生活交通を分離し、西湘―伊豆の連携強化と中心市街地や湯河原方面への円

滑な移動の確保を図るため、周辺環境に配慮した伊豆湘南道路の計画の具体化に向けた取組を進めます。また、

農業生産環境の維持向上の観点から、広域農道小田原湯河原線の整備を促進します。 

○市中心部と市内各地を連絡する交通流動の円滑化を図るため、都市計画道路である城山多古線、小田原山北線の

整備を促進するほか、東町久野線の未着手区間の見直しを進めます。また、慢性的な渋滞ポイントである国道 255

号と県道 720 号（怒田開成小田原）の交差点周辺の混雑緩和を図るため、都市計画道路小田原山北線（南進）の整

備を検討します。 

○地域連携の強化と通過交通の誘導による渋滞緩和を図るため、都市計画道路穴部国府津線の延伸部に当たる小

田原環状道路や東町久野線延伸部の整備について都市計画決定に向けた取組を進めます。また、小田原環状道路

と小田原駅西口を連絡する（仮称）小田原駅西口アクセス線の計画を検討します。 

○市中心部の交通流動の円滑化を図るため、内環状機能を有する都市計画道路である栄町小八幡線、小田原駅西口

東町線、山王川東側線のほか、城山線（国安道路）の整備を検討します。 

○歩行者交通については、国道 1 号風祭・入生田地区は、観光を軸とした空間形成のため、小田原箱根道路への交通

の転換が認められた場合は、無電柱化と併せて歩行空間整備の事業化に向けた検討を進めます。 

○国道 255 号の小田原市民会館前交差点付近から扇橋付近まで、県道 73 号（小田原停車場）の小田原駅西口交差

点付近から青橋交差点付近まで、県道 74 号（小田原山北）の城山中学校入口交差点付近から久野川橋付近までの

それぞれの区間は、災害防止、都市景観の向上及びバリアフリーに適応した空間を形成するため、無電柱化に向け

た取組を促進します。また、国道 255 号と一体的に機能する国道 1 号から銀座通り交差点までの区間についても無

電柱化を進めます。 

○公共交通については、鉄道における輸送力の増強や利便性の向上について鉄道事業者に要望するほか、バス路線

については、利用実態に即した運行機能の維持・確保に努めます。 

○早川駅、早川駅周辺における整備を検討します。 



 

 

○小田急小田原線の足柄駅については、公共公益施設等へのアクセス性を高めるための駅機能の充実に向けた検討

を進めます。 

② その他の都市施設 

○都市計画河川山王川については、治水能力の向上に向けた計画的な改修を促進します。また、整備完了区間の一

部に見られる、計画決定区域と改修済みの区域との不整合箇所について、必要に応じ区域の見直しを図ります。 

〇早川海岸における防災機能の強化とレクリエーション機能を有する海業への展開を検討します。 

○高潮・高波等による被害を軽減させるため、海岸保全施設の機能強化を図ります。 

○酒匂川・早川・山王川水系における計画的な「流域治水」に係る取組を進めます。 

○自然環境を生かし、里山をイメージした広域的な公園である都市計画公園小田原西部丘陵公園（おだわら諏訪の原

公園）の整備を促進します。 

○公園については、緑の基本計画に基づき、身近な街区公園などの整備に努め、住民の緑地空間の需要に対応しま

す。 

〇上水道については、配水施設の耐震化とともに、老朽化した管路の計画的な更新・耐震化を進めます。 

○下水道の汚水管渠については、入生田・風祭地区をはじめとする下水道未普及区域の整備を進めます。雨水渠につ

いては、小田原駅周辺の雨水排除を担う大下水第一雨水幹線をはじめ、台風や局地的な集中豪雨による浸水被害

リスク軽減に向けた整備を進めます。 

○水産物卸売市場は、老朽化した現施設の再整備による水産業の活性化と都市住民との交流の促進を検討します。 

○石垣山一夜城は、国指定史跡としての保存と活用を図ります。 

○史跡小田原城跡については、「史跡小田原城跡保存活用計画」に基づき、適切に保存するとともに、整備・活用を進

めます。また、都市計画公園である中央公園（城址公園及び城山公園）については、都市計画公園である中央公園

（城址公園及び城山公園）の長期未着手区域を変更する場合は、併せて風致地区の区域等の見直しを検討します。 

○県西地域の基幹病院である市立病院周辺地域では、医療・保健福祉機能の形成を図ります。 

○関東学院大学小田原キャンパスにおいては、地域の高等教育や先端技術研究の更なる発展のため、大学や研究機

関の活用及び機能の充実を検討します。 

３）自然環境等の保全 

○自然環境保全地域や自然公園地域（富士箱根伊豆国立公園）、保安林については、優先的に環境を保全するととも

に、その周辺についても恵まれた自然環境の保全と活用を図ります。 

○森林の保全を支援する各種制度の活用や、市民・企業が参加する活動により、継続性のある森林の保全・再生を目

指します。 

○小田原城周辺の風致地区については、落ち着きとやすらぎの場として、緑地環境の保全に努めます。 

○相模湾沿いの風致地区については、海岸侵食により海岸線の後退した砂浜を回復させ、海浜の安定を図り、市民や

来訪者のレクリエーションの場として活用できるよう県と取り組むとともに、土地利用の状況に応じた区域等の見直し

を図ります。 

○酒匂川等については、水質保全に配慮し、市街地に潤いを与える貴重な水辺環境として保全を図るとともに、レクリ

エーション等の活用が可能となるよう水辺空間の確保を図ります。 

 
  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

小田原駅周辺における高度利用や市街地空間の

再整備による街なか居住の促進 

栄町二丁目・東通り大乗寺周辺地区における

市街地再開発及び栄町小八幡線の整備推進  

小田原駅西口 

地区の市街地再開発及び

広場機能の拡充の推進  

早川駅周辺及び箱根板橋駅周辺を核

とした計画的な商業地の形成 

三の丸地区の旧市民会館跡地等における

段階的な活用による整備の推進 

無電柱化等による防災面の向上と景観

計画重点区域等の指定による景観形成 

東町・寿町の一部等の複合市

街地における住宅地と工業地

との環境調和、及び一般住宅

地への用途地域の変更の検討 

小田原漁港周辺地区における市民と来訪者

の交流促進と利便性の向上 

沿道型複合市街地におけるロードサ

イド型商業・サービス施設の立地の

誘導 

板橋地区の低層住宅地におけ

る斜面の安全や景観に配慮し

たゆとりある住宅地の形成 

南町地区の低層住宅地における昔ながらの

街並みを生かした住宅地の形成 

風祭・早川地区の一般住宅

地における一戸建て住宅を

中心とした住宅地の形成 

城山・城内地区の文教施

設周辺の一般住宅地にお

ける緑に囲まれた一戸建

て住宅を中心とした住宅

地の形成 

久野地区における一戸

建て住宅を中心とした

閑静な住宅地の形成  

足柄・井細田駅周辺における身近な

生活サービス施設の維持を図り地域

住民の生活を支える機能を確保 

酒匂川沿い工業地における

地下水・土壌の保全等に配

慮した生産環境の保全  

久野地区の工業地における

多世代交流拠点として特定

大規模建築物の立地の促進 

「ゼロカーボン・デジタルタウン」の候補地 

国道１号沿道に

おける観光施設

に対応した商業

機能の充実 

 

・山間丘陵部の農地における都市住民との交流や地産地消などによる遊休農地や耕作放棄地の解消 

・かまぼこ通りや銀座・竹の花周辺地区等における地域資源を生かしたまちづくり 

・清閑亭や皆春荘、旧松本剛吉別邸等の歴史的建造物を生かしたまちづくり 

かまぼこ通りや銀座・竹の花周辺地区等

における地域資源を生かしたまちづくり 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

城山多古線、小田原山北線の整備促進 

栄町小八幡線の整備検討 

小田原環状道路と 

東町久野線延伸部の計画検討 

（仮称）小田原駅西口 

アクセス線の計画検討  

市民会館前から多古交差点まで

の区間の無電柱化の促進 

久野川橋際交差点から 

小田原駅西口交差点までの

区間の無電柱化の促進  

国道 1 号から銀座通り交差点ま

での区間の無電柱化の促進 

東町久野線の見直し  

小田原西部丘陵公園の整備促進 

史跡小田原城跡の保存・

整備等の推進及び都市計

画公園中央公園の区域の

見直し 

石垣山一夜城の保存と活用 

水産物卸売市場の再整備による水産業の

活性化と都市住民との交流促進の検討 

早川駅、早川駅周辺整備の検討 

早川海岸における防災機能の強化とレクリエーション

機能を有する海業への展開を検討 

広域農道小田原湯河原線の整備促進 

大学や研究機関の活用及び

機能の充実の検討  

市立病院周辺地域における

医療・保健福祉機能の形成 

 

・伊豆湘南道路の計画の具体化 

・鉄道の輸送力増強と利便性の向上及び

バス路線の運行機能の維持・確保 

 

・緑の基本計画に基づく身近な街区公園等の整備 

・水道施設の更新・耐震化の推進 

・汚水管渠の整備と更新・耐震化の推進 

・雨水渠整備の推進 

・計画的な「流域治水」の推進 

・海岸保全施設の機能強化 

入生田・風祭地区

の汚水管渠整備 

大下水第一雨水幹線の整備 

足柄駅の公共公益施設等へのアクセス性を

高めるための駅機能の充実に向けた検討 



 

 

自然環境保全地域や自然公園地域、

保安林における環境の保全 

継続性のある森林の保全・再生 

小田原城周辺の 

風致地区の緑地環境

の保全 

酒匂川等の水質・水辺環境の

保全と水辺空間の確保 

相模湾沿いの風致地区における

海浜の安定と市民や来訪者の 

レクリエーションの場としての

活用 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 線引き区分 H22 年 H27 年 R2 年 

世帯総数 

（世帯） 

市街化区域 11,167  11,415 11,811 

市街化調整区域 5,444 5,530 5,668  

計 16,611  16,945 17,479 

総人口 

（人） 

市街化区域 28,036 27,505 26,825 

市街化調整区域 14,179 14,024 13,567 

計 42,215 41,529 40,392 

線引き区分 
合計 

都市的 

土地利用計 

自然的 

土地利用計 
低未利用地 人口密度 

（ha） （ha） （ha） （ha） （人/ha） 

市街化区域 503.8 425.6 78.2 22.7  54.6 

市街化調整区域 565.3 127.1 438.2 12.2  24.8  

計 1,069.1 552.7 516.4 34.9  38.8 



 

 

 

１）土地利用 

① 商業地 

○富水駅周辺及び栢山駅周辺を地区中心商業地と位置付け、地域住民が日常生活の利便性を享受できるよう、生活サービ

ス施設の集積を促進するなど近隣商業地の形成を図るとともに、小売店舗の振興に努めます。 

② 沿道型複合市街地 

○穴部国府津線の沿道については、後背地の居住環境に配慮しながら広域的な需要に対応したロードサイド型商業・

サービス施設の適正な立地を図ります。 

③ 住宅地 

○螢田駅周辺については、近隣住民の日常生活におけるサービス提供の場として、小売店舗の振興を図ります。 

○蓮正寺、中曽根、飯田岡、穴部、北ノ窪等を一般住宅地と位置付け、市街化区域内農地の適切な利用を促進し、一

戸建て住宅を中心とした良好な住環境の形成を図ります。 

○新屋、栢山、曽比等の低密度な住宅地を低層住宅地と位置付け、田園風景と調和した低層の戸建て住宅主体の閑

静なゆとりある住宅地の形成を図ります。 

④ 工業地 

○酒匂川沿いの工業集積地を工業地として位置付け、酒匂川右岸地域における都市計画道路構想路線を検討し、操

業環境を向上させるとともに、地下水・土壌の保全等周辺の住環境との調和を前提とした生産環境の確保を図りま

す。 

⑤ 農地等 

○平野部に広がる農地については、生産環境を保全するとともに、農地が持つ保水など環境面を含めた様々な機能を

発揮させるため、優良農地の保全を図ります。 

２）都市施設等の整備 

① 交通体系 

○自動車交通については、地域連携の強化と通過交通の誘導による渋滞緩和を図るため、都市内交流軸である都市

計画道路穴部国府津線の整備を促進するとともに、小田原環状道路の整備について都市計画決定に向けた取組を

進めます。 

○地域内の南北方向の混雑を緩和するため、小田原市と南足柄市を結ぶ都市間交流軸の一部を形成する都市計画

道路小田原山北線の整備を促進します。 

○酒匂連携軸の強化を図るため、都市間交流軸の機能となる小田原市と山北町を結ぶ（仮称）酒匂右岸幹線及び（仮

称）山北開成小田原線については、受け皿となる都市計画道路穴部国府津線の整備状況や延伸部の整備方針を見

据えつつ、地元住民の合意形成を図りながら、計画を検討します。 

○公共交通については、鉄道における輸送力の増強や利便性の向上について鉄道事業者に要望するほか、バス路線

については、利用実態に即した運行機能の維持・確保に努めます。 

② その他の都市施設 

○酒匂川水系における計画的な「流域治水」に係る取組を進めます。 

○公園については、緑の基本計画に基づき、身近な街区公園などの整備に努め、住民の緑地空間の需要に対応しま

す。 

○自然環境を生かし、里山をイメージした広域的な公園である都市計画公園小田原西部丘陵公園（おだわら諏訪の原

公園）の整備を促進します。 

○牛島排水路や寺下排水路については、生態系に配慮した多自然水路の整備を進めます。 

〇上水道については、取水施設の能力強化と浸水対策とともに、老朽化した管路の計画的な更新・耐震化を進めま

す。 

○下水道の汚水管渠については、下水道未普及区域の整備を進めます。雨水渠については、台風や局地的な集中豪

雨による浸水被害リスク軽減に向けた整備を進めます。 

３）自然環境等の保全 

○酒匂川及び狩川等については、水質保全に配慮し、市街地に潤いを与える貴重な水辺環境として保全を図るととも

に、レクリエーションなどの活用が可能となるよう水辺空間の確保を図ります。 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

沿道型複合市街地における 

ロードサイド型商業・サービス 

施設の立地の誘導 

富水駅周辺の小売店舗の振興 

螢田駅周辺の小売店舗の振興 

栢山駅周辺の小売店舗の振興 

工業地における住環境との調和を

前提とした生産環境の確保 

穴部国府津線の整備促進 

小田原山北線の整備促進 

（仮称）酒匂右岸幹線の

計画の具体化 

 

（仮称）山北開成小田原線

の計画の具体化 

酒匂川及び狩川の水辺環境の

保全と水辺空間の確保 

牛島排水路や寺下排水路における

多自然水路の整備  

小田原西部丘陵公園の

整備促進 

小田原環状道路の計画検討 

・一般住宅地における戸建て住宅を中心とした

良好な住宅地の形成 

・低層住宅地における閑静なゆとりある住宅地

の形成 

・平野部に広がる優良農地の保全 

・鉄道の輸送力増強と利便性の向上及び

バス路線の運行機能の維持・確保 

・計画的な「流域治水」の推進 

 

・緑の基本計画に基づく身近な街区公園等

の整備 

・水道施設の更新・耐震化の推進 

・汚水管渠の整備と耐震化の推進 

・雨水渠整備の推進 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 線引き区分 H22 年 H27 年 R2 年 

世帯総数 

（世帯） 

市街化区域 17,866  18,093 18,750 

市街化調整区域 2,169 2,196 2,234 

計 20,035 20,289 20,984 

総人口 

（人） 

市街化区域 44,948 43,754 42,706 

市街化調整区域 5,728 5,547  5,322 

計 50,676 49,301  48,028 

線引き区分 
合計 

都市的 

土地利用計 

自然的 

土地利用計 
低未利用地 人口密度 

（ha） （ha） （ha） （ha） （人/ha） 

市街化区域 744.1 686.4 57.7 40.0  58.8 

市街化調整区域 337.3 69.2 268.1 5.8  16.4 

計 1,081.4 7555.6 325.8 45.8  45.6 



 

 

 

１）土地利用 

① 商業地 

○鴨宮駅周辺を地域中心商業地と位置付け、駅周辺は地域住民が日常生活の利便性を享受できるよう、生活サービ

ス施設の集積を促進し、計画的な近隣商業地の形成を図ります。また、都市基盤が整っていない区域においては、

建物の共同化や不燃化、道路拡幅を促進し、防災性、居住環境の向上を図ります。 

○平成 24（2012）年に用途地域を商業地域に変更した中里地区は、地区計画の適切な運用により、近隣の住環境に配

慮した商業・業務地の維持を図るとともに、魅力ある市街地の形成に努めます。 

○国府津駅周辺を地区中心商業地と位置付け、駅周辺は地域住民が日常生活の利便性を享受できるよう、生活サー

ビス施設の集積を促進し、計画的な近隣商業地の形成を図るとともに、建物の共同化、不燃化を促進し、防災性、居

住環境の向上に努めます。また、海と山に隣接した地形と出桁建築や洋館、蔵などの地域資源を生かしたまちづくり

を目指します。 

② 沿道型複合市街地 

○国道 1 号、都市計画道路飯泉国府津線及び穴部国府津線の沿道については、後背地の居住環境に配慮しながら広

域的な需要に対応したロードサイド型商業・サービス施設の適正な立地を図ります。 

○飯泉国府津線沿道の前川地区については、既存工場の操業環境や周辺の居住環境に配慮して「住・工・商」均衡の

取れた沿道型複合市街地の形成を図ります。 

③ 住宅地 

○鴨宮駅周辺や国府津駅周辺の一般住宅地については、高い居住人口密度を確保しつつ、中高層建築物と戸建て住

宅が共存した良好な住環境の形成を図ります。 

○鴨宮、中里、前川、国府津の一般住宅地については、市街化区域内農地の適切な利用と地区住民の主体的な参加

による地区計画を促進し、地区の状況に応じた居住環境を保全するとともに、一戸建て住宅を中心とした利便性とゆ

とりが共存する住宅地の形成を図ります。 

④ 工業地 

○田島・前川地区等の工業地は、大規模な工場が立地していることから、工業生産拠点と位置付け、地下水・土壌の

保全など周辺環境に配慮した生産環境の確保を図ります。 

⑤ 農地等 

○曽我丘陵に連なる国府津・田島の丘陵地については、農業環境及び緑地環境の保全を図ります。 

 
  



 

 

２）都市施設等の整備 

① 交通体系 

○自動車交通については、市内各地域への交通流動の円滑化を図るため、都市計画道路飯泉国府津線をはじめとす

る地区内の自動車交通の分散化を誘導する南北方向の路線である都市計画道路酒匂永塚線の事業化に向けた検

討を進めます。 

○公共交通については、鉄道における輸送力の増強や利便性の向上について鉄道事業者に要望するほか、バス路線

については、利用実態に即した運行機能の維持・確保に努めます。 

② その他の都市施設 

○森戸川については、計画的な護岸整備を促進します。 

○酒匂川・森戸川水系における計画的な「流域治水」に係る取組を進めます。 

○高潮・高波等による被害を軽減させるため、海岸保全施設の機能強化を図ります。 

○海岸侵食を抑制し、砂浜の回復を図る「西湘海岸直轄海岸保全施設整備事業」を促進します。 

○公園については、緑の基本計画に基づき、身近な街区公園などの整備に努め、住民の緑地空間の需要に対応しま

す。 

〇上水道については、老朽化した管路の計画的な更新・耐震化を進めます。 

○下水道の汚水管渠については、下水道未普及区域の整備を進めます。雨水渠については、台風や局地的な集中豪

雨による浸水被害リスク軽減に向けた整備を進めます。 

○青果物卸売市場については、市場規模の適正化など施設の見直しを含め、今後のあり方を検討します。 

３）自然環境等の保全 

○曽我丘陵に連なる山間丘陵部の自然環境の保全を図ります。 

○相模湾沿いの風致地区については、海岸後背地の安全を確保するため砂浜の回復と海浜の安定を図るよう県と取

り組むとともに、土地利用の状況に応じた見直しを図ります。 

○酒匂川等については、水質保全に配慮し、市街地に潤いを与える貴重な水辺環境として保全を図るとともに、レクリ

エーション等の活用が可能となるよう水辺空間の確保を図ります。 

 



 

 

 

 

・駅周辺の一般住宅地における中高層建築物と 

戸建て住宅が共存した住宅地の形成 

・その他の一般住宅地における戸建て住宅を中心

とした利便性とゆとりが共存した住宅地の形成 

・工業地における住環境との調和を前提とした 

生産環境の確保 

・農地等における農業環境及び緑地環境の保全 

・鉄道の輸送力増強と利便性の向上及びバス 

路線の運行機能の維持・確保 

・緑の基本計画に基づく身近な街区公園等の 

整備 

・水道施設の更新・耐震化の推進 

・汚水管渠の整備と更新・耐震化の推進 

・雨水渠整備の推進 

・計画的な「流域治水」の推進 

・海岸保全施設の機能強化 

・「西湘海岸直轄海岸保全施設整備 

事業」の促進 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国府津駅周辺における

生活サービス施設の集

積など計画的な近隣商

業地の形成 

鴨宮駅周辺における

生活サービス施設の

集積など計画的な近

隣商業地の形成 

中里地区における地区計画を活用した

魅力ある市街地の形成 

沿道型複合市街地におけるロードサイド型 

商業・サービス施設の立地の誘導 

酒匂永塚線の整備促進 

森戸川の護岸整備の促進 

青果物卸売市場のあり方の検討 

曽我丘陵の自然環境を保全 

相模湾沿いの風致地区における海浜

の安定と土地利用の状況に応じた区

域等の見直し 

酒匂川の水辺環境の保全と

水辺空間の確保 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 線引き区分 H22 年 H27 年 R2 年 

世帯総数 

（世帯） 

市街化区域 4,577  4,949 5,314 

市街化調整区域 4,525 4,687 4,908 

計 9,102 9,636 10,222 

総人口 

（人） 

市街化区域 12,792 13,342 13,523 

市街化調整区域 13,057 12,960 12,841 

計 25,849 26,302 26,364 

線引き区分 
合計 

都市的 

土地利用計 

自然的 

土地利用計 
低未利用地 人口密度 

（ha） （ha） （ha） （ha） （人/ha） 

市街化区域 353.4 307.8 45.6 15.0  37.8 

市街化調整区域 1,314.6 334.8 979.8 24.8  9.9 

計 1,668.0 642.6 1,025.4 39.8  15.8 



 

 

  

１）土地利用 

① 商業地 

○下曽我駅周辺を地区中心商業地と位置付け、近隣商業地域における小売店舗の振興を図り、近隣住民や曽我梅林

等を訪れる観光客等への利便性の向上を目指します。 

② 沿道型複合市街地 

○国道 255 号や飯泉国府津線、穴部国府津線の沿道を沿道型複合市街地と位置付け、後背地の居住環境に配慮しな

がら広域的な需要に対応したロードサイド型商業・サービス施設の立地を図ります。 

③ 住宅地 

○一般住宅地については、市街化区域内農地の適切な利用を促し、戸建て住宅を中心とした良好な住環境の形成を

図ります。 

○千代、永塚、別堀等の低密度な住宅地を低層住宅地と位置付け、田園風景と調和した低層の戸建て住宅主体の閑

静なゆとりある住宅地の形成を図ります。 

○生活拠点に位置付ける豊川地区周辺については、身近な生活サービスの持続的な維持を図り、地域の最寄りとなる

拠点機能を確保します。 

④ 工業地 

○計画的な市街地整備を予定する鬼柳・桑原地区を工業地と位置付け、経済情勢や関係権利者の意向を踏まえなが

ら、新市街地の創出を目指します。 

○小田原卸商業団地については、近年の流通構造の変化に対応するため、土地所有者等の意向を踏まえながら、工

業的な利用も含め、適正な土地利用方策を検討します。 

○高田地区、成田・桑原地区、鬼柳地区等の工業地については、地下水・土壌の保全等周辺の住環境との調和を前提

とした生産環境の保全を図ります。 

⑤ 農地等 

○梅林等の農地については、地域の特性を生かし、特産品の振興と観光レクリエーション等、体験・観光型農園などに

よる農業の振興を図るとともに、観光資源の有効な利用上必要な建築物の立地を促進します。 

○人口減少が認められる既存の集落においては、地区計画の活用により、土地利用を支える地域コミュニティの維持と

活力の回復に必要な範囲において、既存集落内に必要な生活サービス施設等や住宅の立地を受け入れるなど、地

域の課題の解決に向けた取組を進めます。 

 
  



 

 

２）都市施設等の整備 

① 交通体系 

○都市間交流軸として、酒匂連携軸の強化及び御殿場線沿線連携軸の活性化を図ります。 

○自動車交通については、地域内交通の円滑化を図るため、県道 711 号（小田原松田）の拡幅整備を促進します。 

○公共交通については、鉄道における各鉄道事業者間にまたがるＩＣ乗車券の利用について、引き続き、鉄道事業者

へ要望するほか、バス路線については、利用実態に即した運行機能の維持・確保に努めます。 

② その他の都市施設 

○酒匂川・森戸川水系における計画的な「流域治水」に係る取組を進めます。 

○公園については、総合公園である上府中公園を市民の健康の増進の場として活用するとともに、緑の基本計画に基

づき身近な街区公園などの整備に努め、住民の緑地空間の需要に対応します。 

○上水道については、高田浄水場の再整備とともに、老朽化した管路の計画的な更新・耐震化を進めます。 

○下水道の汚水管渠については、千代・下曽我地区をはじめとする下水道未普及区域の整備を進めます。雨水渠につ

いては、台風や局地的な集中豪雨による浸水被害リスク軽減に向けた整備を進めます。 

３）自然環境等の保全 

○曽我丘陵については、丘陵部の自然環境の保全を図ります。 

○富士山を望む酒匂川左岸地域の田園及び松並木の原風景を保全するとともに、鬼柳・桑原地区における生物の多

様性の確保に向け、自然環境の保全を図ります。 

○酒匂川等については、水質保全に配慮し、市街地に潤いを与える貴重な水辺環境として保全を図るとともに、レクリ

エーション等の活用が可能となるよう水辺空間の確保を図ります。 

○森林の保全を支援する各種制度の活用や、市民・企業が参加する活動により、継続性のある森林の保全・再生を目

指します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一般住宅地における戸建て住宅を中心とし

た良好な住宅地の形成 

・低層住宅地における閑静なゆとりある良好

な住宅地の形成 

・工業地における住環境との調和を前提とし

た生産環境の確保 

・水道施設の更新・耐震化の推進 

・汚水管渠の整備と更新・耐震化の推進 

・雨水渠整備の推進 

・計画的な「流域治水」の推進 

・人口減少が認められる既存の集落における

既存集落内に必要な生活サービス施設等や

住宅の立地の受け入れの検討 

・バス路線の運行機能の維持・確保 

・緑の基本計画に基づいた街区公園等の整備 

下曽我駅周辺の小売店舗の振興 

鬼柳・桑原地区における工

業系新市街地整備の創出 

梅林などの農地における

体験・観光型農園などに

よる農業の振興 

曽我丘陵の自然環境を保全 

継続性のある森林の保全・再生 

酒匂川の水辺環境の 

保全と水辺空間の確保  

各鉄道事業者間にまたがる

ＩＣ乗車券の利用について

鉄道事業者へ要望 

沿道型複合市街地におけるロ

ードサイド型商業・サービス

施設の立地の誘導 

小田原卸商業団地における

工業的な利用も含めた適正

な土地利用方策の検討  

田園及び松並木の

原風景の保全 

千代・下曽我地区の汚水管渠整備 

高田浄水場の再整備  

御殿場線沿線地域の活性化 

県道 711 号（小田原

松田）の拡幅整備促

豊川周辺の生活サービス

施設の機能の確保  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 線引き区分 H22 年 H27 年 R2 年 

世帯総数 

（世帯） 

市街化区域 2,412  2,509 2,660 

市街化調整区域 1,603 1,593 1,669 

計 4,015 4,102 4,329 

総人口 

（人） 

市街化区域 6,352 6,370 6,113 

市街化調整区域 4,760 4,531 4,304 

計 11,112 10,901 10,417 

線引き区分 
合計 

都市的 

土地利用計 

自然的 

土地利用計 
低未利用地 人口密度 

（ha） （ha） （ha） （ha） （人/ha） 

市街化区域 182.3 143.8 38.5 7.4  34.9 

市街化調整区域 750.7 105.2 645.5 16.3  6.0  

計 933.0 249.0 684.0 23.7  11.7 



 

 

 

１）土地利用 

① 住宅地 

○小船、中村原、前川などの一般住宅地については、一戸建て住宅を中心とした良好な住宅地の形成を図ります。 

○生活拠点に位置付ける橘地区周辺については、身近な生活サービスの持続的な維持を図り、地域の最寄りとなる拠

点機能を確保します。 

② 工業地 

○羽根尾の工業拠点（西湘テクノパーク）については、引き続き研究開発及び生産施設の立地を促進するとともに、地

下水・土壌の保全等を含めて、生産環境の保全を図ります。 

③ 農地等 

○農地については、生産環境の保全を図るとともに、都市住民との交流に寄与する市民農園や体験・観光型農園など

の活用を図ります。 

２）都市施設等の整備 

① 交通体系 

○自動車交通については、中井連携軸の強化を図るため、県道 709 号（中井羽根尾）を補完する幹線道路として都市

計画道路小田原中井線の整備を促進します。 

○公共交通については、バス路線において、利用実態に即した運行機能の維持・確保に努めます。 

② その他の都市施設 

○高潮・高波等による被害を軽減させるため、海岸保全施設の機能強化を図ります。 

○海岸侵食を抑制し、砂浜の回復を図る「西湘海岸直轄海岸保全施設整備事業」を促進します。 

〇上水道（県営水道区域）については、緊急時用連絡管を介して非常時の飲料水の相互融通を可能にする体制を構

築しており、定期的な訓練を行うなど連携の強化に努めます。 

○下水道の汚水管渠については、下水道未普及区域の整備を進めます。 

○公園については、緑の基本計画に基づき、身近な街区公園などの整備に努め、住民の緑地空間の需要に対応しま

す。 

３）自然環境等の保全 

○保安林等の山間丘陵部については、自然環境の保全を図ります。 

○相模湾沿いの風致地区については海岸後背地の安全を確保するため砂浜の回復と海浜の安定を図るよう県と取り

組むとともに、土地利用の状況に応じた区域等の見直しを図ります。 

○森林の保全を支援する各種制度の活用や、市民・企業が参加する活動により、継続性のある森林の保全・再生を目

指します。 

 
  



 

 

 

 

・一般住宅地における一戸建て住宅を中心とした良好な

住宅地の形成 

・都市住民との交流等による農地の維持・活用 

・バス路線の運行機能の維持・確保 

・海岸保全施設の機能強化 

・「西湘海岸直轄海岸保全施設整備事業」の促進 

・汚水管渠の整備と耐震化の推進 

・緑の基本計画に基づく身近な街区公園等の整備 

 

 

保安林等の山間丘陵部に

おける自然環境の保全 

橘地区周辺の生活サービス

施設の機能の確保 

西湘テクノパークにおける地下水・

土壌の保全を含めた生産環境の確保 

小田原中井線の整備促進 

継続性のある森林の保全・再生 

相模湾沿いの風致地区における海浜

の安定と土地利用の状況に応じた区

域等の見直し 
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都市計画マスタープランの実現に向けて 

１ 前回の計画期間内の主なまちづくりの取組について 

２ まちづくりの推進体制の構築 

３ まちづくりの実現に向けた制度やルールづくり 

４ 計画の推進に当たって 
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【河川改修】 
山王川で河川改修工事を実施 

【道路整備】 
都市計画道路栄町小八幡線の整備  

令和３年３月に供用開始 

【お城通り地区の再開発事業】 
平成 27 年 11 月、小田原駅東口駐車場及び 

おだわら市民交流センターUMECO 供用開始 
令和２年 12 月、ミナカ小田原が開業 

【都市計画道路の変更】 
都市計画道路見直し結果に基づき、 

本町水之尾線の一部区間の位置付けを廃止 

 

年 度 区域区分 地域地区 都市施設など 

平成 24(2012)年度  
・都市計画道路穴部国府津線の沿道及び

中里地区の用途地域を変更 

・都市計画道路の一部区間の 
位置付けを廃止 

・都市計画道路穴部国府津線の区
域等を変更 

平成 25(2013)年度  
・提案制度を活用した地区計画の決定 

（緑城山地区） 
 

平成 27(2015)年度   
・小田原駅東口駐車場及びおだわ

ら市民交流センターUMECO の供
用開始 

平成 28(2016)年度 
・漁港機能の拡充 

（第７回線引き見直し  
市街化区域に編入） 

・第７回線引き見直しに伴い、用途地域や
高度地区、風致地区などを変更 

 

平成 29(2017)年度   
・電線類の地中化推進（市民会館

から竹の花交差点まで） 

平成 30(2018)年度   ・都市計画道路の見直しを実施 

令和元(2019)年度 
・鬼柳地区における 

工業団地整備 
（市街化区域に編入） 

・鬼柳地区における用途地域や高度地区
などを決定 

・小田原駅周辺の商業地域における高度
地区を変更（適用緩和の基準を追加） 

・特定生産緑地の指定を開始 

令和２(2020)年度 
・鬼柳・桑原地区における 

工業団地整備 
（造成工事完了） 

 

・都市計画道路栄町小八幡線 供
用開始 

・ミナカ小田原 開業 
・鬼柳・桑原地区における工業団

地整備（造成工事完了） 

令和３(2021)年度   ・市民ホール 開業 

令和４(2022)年度  
・特定大規模建築物の誘導に係る久野地

区地区計画を決定 
・高田浄水場の再整備に着手 

 

１ 前回の計画期間内の主なまちづくりの取組に

ついて 

前回の計画期間内（平成 23 年度から令和４年度まで）に進められた主なまちづくりの取組に

ついては、以下の図に示すとおりです。 

  

【個別計画】 

地域防災計画の改定（令和２（2020）年度）  

緑の基本計画の改訂（平成 27（2015）年度改訂、令和２

（2020）年度改訂増補版策定） 

史跡小田原城跡保存活用計画の策定（令和２（2020）年度） 

歴史的風致維持向上計画（第２期）の策定（令和２（2020）

年度） 

【都市施設】 

緑の基本計画に基づく街区公園の整備（開発による提供

公園を含め計８箇所整備 約 2,000 ㎡） 

上下水道施設の整備の推進（更新・耐震化） 

【都市計画】 

小田原駅周辺の商業地域における周辺の市街地環境の改

善に資する建築物について、新たな適用緩和基準を設ける

ため高度地区を変更 

良好な住環境を保全するため、地域住民からの都市計画

提案により、地区計画の決定及び変更（城山三丁目地区、

緑城山地区） 
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【都市計画道路の変更】 
事業実施に向け、詳細な検討を行い、穴部国府津線の区域等を変更、 

併せて、沿道の用途地域及び高度地区を変更  

【鬼柳地区における工業団地整備】 
令和元年度、市街化区域編入（20ha）を行い、その後、民間開発事業による
工業団地整備に着手し、令和２年度に造成工事が完了 

【土地利用】 
都市計画道路穴部国府津線の供用開始に伴い、中里地区の用途

地域を工業地域から商業地域に変更、併せて地区計画を変更 

【西湘テクノパークの立地促進】 
現在西湘テクノパークには 16 企業、

18 事業所が立地 

【漁港機能の拡充】 
第７回線引き見直しにて、市街化区域に編入、併せて風致地区の廃止、地区計画の決定  
県が水産業の生産基盤を整備、市が交流促進施設を整備、漁業協同組合が生産流通加工施設等を整備 

【海辺空間の確保、砂浜の回復と海浜の安定】 
海岸侵食を防止するため、養浜工事、人工リーフ整備工事を実施 

【都市計画道路の変更】 
都市計画道路見直し結果に基づき、小田原駅御幸の浜線の一部区間の位置付けを廃止 

【史跡整備】 
「史跡小田原城跡本丸・二の丸整備基本構想」に基づく史跡整備を実施 

【市民ホールの整備】 
令和２年度末に工事が完了し、令和３年９月オープン 

【電線類の地中化推進】 
平成 29 年度までに市民会館から竹の花交差点までの事業が完了 

【高田浄水場の再整備】 
令和４年度に公民連携により事業着手 
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２ まちづくりの推進体制の構築 

（１）市民・事業者等・行政の役割 
多様化する市民ニーズに対応していくためには、行政だけではなく、市民との協働のほか、民間団体や民間企業の知恵を生

かした、公民連携によるまちづくりを進める必要があります。そのためには、行政はもとより市民や事業者等が、まちづくりに

与える影響を常に意識して行動することが大切です。お互いがパートナーとして尊重し合い、それぞれの立場や専門性を生かし

たまちづくりを進めることによって、様々な課題を解決に導くことも可能になります。 

 

１）市民の役割 

市民は、地区レベルの課題や、交通・福祉など生活に身近な課題を解決するため、きめ細かなまちづくりへの主体的な参加が

求められています。 

２）事業者等の役割 

事業者は、まちの安全性・快適性・活力の向上を目指して、企業の力を生かした、まちづくりへの貢献が求められています。こ

れにより事業者は経済活動の新たな市場の拡大を図るとともに、市民としては、行政サービスの向上が期待できます。 

３）行政の役割 

行政は本計画におけるまちづくりの目標及び将来都市構造の実現に向け、「整備・誘導の方針」に示した今後のまちづくりの

方向性を踏まえながら、都市計画を適切に運用・見直すとともに、本市の骨格を形成する都市基盤の整備等を進めます。 

一方で、市民や事業者が参加するまちづくりを推進するため、本市では、都市計画法に基づく住民からの都市計画提案に対

する体制の整備、景観条例に基づく景観形成協議会への支援、街づくりルール形成促進条例の制定の他、地域の要請を受けて

職員がまちづくり制度の説明を行う出前講座の開催など、様々な施策を進めてきました。引き続き、一層の情報の共有化を進

めるとともに、市民参加の機会の確保と支援策の充実を図り、協働のまちづくりを進めます。 

また、まちづくりに取り組む市民や事業者等により構成される組織や団体に対して、活動のサポートをするなど積極的な支

援に努めます。 

４）国や県等との連携と協力 

総合的なまちづくりには、国や神奈川県との連携は不可欠であり、国・県の支援・協力を積極的に要請していきます。 

また、本市は県西地域における中核的な都市として、広域的な視点に立ったまちづくりが重要なことから、必要に応じて近隣

市町との連携・協力体制を強化します。 
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（２）公民連携によるまちづくりの推進 
日常生活やまちづくり活動の中から出てくる様々なまちづくり課題に対しては、 

・行政と市民・事業者等がともにまちづくりのニーズや地域資源を共有する 

・ニーズと地域資源に沿って解決策を検討し、その実現に向けた役割分担を整理する 

・役割分担に基づきそれぞれの立場からまちづくり活動や事業・施策を実践する 

といったプロセスが求められます。 

実践段階で問題が生じたり状況が変わったりした場合には、解決策の検討段階に立ち戻って柔軟に見直しを図る姿勢も必要

となります。 

このようなプロセスを積み重ねていくことによって、地域のまちづくり課題が解決され、地域の魅力や価値が向上するだけ

でなく、市民や事業者等が主体的に地域づくりを担っていくことで地域に対する愛着や誇りを醸成していくことにつながりま

す。 

【市民・事業者等・行政の連携によるまちづくりのプロセス】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まちづくりニーズや地域資源の共有 

解決策の検討 
役割分担の整理 必要に応じて 

解決策等の再検討  
新たな課題や 

社会動向の変化 

課題解決、地域の魅力や価値向上 

小田原市 市民 大学・事業者等 
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コラム⑫ ： 公民連携によるイノベーションの創出 

 

 

 

 

 

 

 

● 多様な主体が集い交流するイノベーション拠点「おだわらイノベーションラボ」 

  令和３（2021）年７月１日に公民連携の拠点としてミナカ小田原の２階に開設された『おだわらイノベーションラ

ボ』は、本市のイノベーションを牽引する拠点としての役割を担っています。 

おだわらイノベーションラボの主な機能は以下のとおりです。 

 

（1）公民連携及び若者・女性活躍に係る相談窓口 

（2）デジタル技術の体験の場 

（3）新しい働き方の実践の場 

（4）コワーキングスペース 

（5）イベントスペース 

（6）上記各事項に係るミーティング及び利用者

間の交流スペース 

本市では第６次小田原市総合計画において、将来都市像「世界が憧れるまち小田原」を実現する推進エンジン

のひとつとして「公民連携」を掲げ、積極的に推進していくものとしています。 

地域が抱える課題が高度化・複雑化し、行政経営資源だけで適切かつ速やかな課題解決を図ることが難しくな

りつつあるなか、柔軟な発想やアイデアを持つ若者・女性の活躍と、市場原理の中で培ってきた独自のノウハウや

各種資源を有する民間事業者との連携により、地域資源を生かしたイノベーションを引き起こし、地域課題の解

決を図るとともに、質の高い公共サービスを提供していきます。 

おだわらイノベーションラボで開催された、

SDGｓをテーマとしたワークショップの様子 

20～30 代の若者を対象とした「公民共創プロ

ジェクト研究@おだわらイノベーションラボ」の
一環として行われたフィールドリサーチの様子 

取組事例 
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３ まちづくりの実現に向けた制度やルールづくり 

（１）都市計画制度の概要 
都市計画は、用途地域や高度地区、地区計画、市街地再開発事業など、数多くのメニューが用意されており、地域の実情によ

って指定するものです。土地利用に関しては大枠を決める仕組みから、きめ細かなまちづくりをするための仕組みまで、数多く

の制度が用意されており、それらを組み合わせて活用することで、地域のルールを作ることができます。 

都市計画制度の概要 

まちづくりに係る制度 概要 制度・事業イメージ 

地区計画 

建物の用途や意匠

などのルールを定め

るもので、地区の特

性を生かしたまちづ

くりを誘導する制度 

 

市街地再開発事業 

建築物の共同化や

不燃化と公共施設の

整備を行い、市街地

の健全な高度利用と

都市機能の更新を一

体的に図る 

 

土地区画整理事業 

道路、公園、上下

水道など公共施設の

整備・改善と宅地の

利用増進を図る 

 

優良建築物等整備事業 

土地利用の共同

化、市街地環境の改

善、地域の防災性の

向上等を総合的に促

進する民間の再開発

事業 

 

 （資料：国土交通省「地区計画等」・「市街地再開発事業」・「土地区画整理事業」・「優良建築物等整備事業」を基に作成） 
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１）地区計画 

地区計画は、居住環境の維持・保全や魅力的な商店街の街並みの誘導など、建物の用途や意匠などのルールを定めるもので、

用途地域を補完して地区の特性を生かしたまちづくりを誘導する制度です。 

地区計画の類型一覧と定めることができる事項 

 

２）市街地再開発事業 

市街地再開発事業は、都市再開発法に基づき行

われる事業で、低層の木造家屋が密集し、住環境

の悪化した市街地や公共施設の不足により都市機

能が十分発揮されていない地区等において、建築

物の共同化や不燃化と街路、公園・緑地等の公共

施設の整備を行い、市街地の健全な高度利用と都

市機能の更新を一体的に図るものです。 

 

 

  

（資料：国土交通省「市街地再開発事業」） 

（資料：地区計画行政研究会「地区計画マニュアル（基礎編）」を基に作成） 
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３）土地区画整理事業 

土地区画整理事業は、道路・公園・上下水道など

公共施設の整備・改善と宅地の利用増進を図るた

め、土地区画整理法に基づき行われる事業で、既

成市街地を対象とする都市改造型のものと新市

街地を対象とする宅地供給型のものに大別されま

すが、商業地の再整備、工業団地の造成等土地の

利用目的を問わず幅広く利用されます。 

 
 
 
 
 
４）優良建築物等整備事業 

優良建築物等整備事業は土地利用の共同化、市

街地環境の改善、良好な市街地住宅の供給、地域

の防災性の向上等を総合的に促進する民間の再

開発事業で、事業費の一部を国・県・市が補助する

事業です。この事業の特徴は、民間主導型の任意

の再開発事業であることから、都市計画決定など

法的な手続きが不要であり、都市再開発法に基づ

く市街地再開発事業と比べて一般的に規模の小さ

いものが多く、迅速に事業が行えることです。本市

では、中心市街地の区域内において、「共同化タイ

プ」と「市街地環境形成タイプ」の２つのタイプを補

助対象としています。 

 
 
 
  

（資料：国土交通省「土地区画整理事業」） 

優良建築物等整備事業対象区域 

市街化区域 

優良建築物等整備事業対象区域図 

優良建築物等整備事業 補助対象タイプ 

●共同化タイプ 

 ２人以上の地権者が敷地を共同化して建築物を整備 

●市街地環境形成タイプ 

 建築協定、地区計画などのまちづくりのルールに基づき、 

建築物を整備 

小さな敷地が
集まり共同化 

再開発前 再開発後 

再開発後 再開発後 

協調的な計画により
良好な街並みを形成 

公共用道路などを
確保する 
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（２）まちづくりに係る提案制度やルールづくり 
１）都市計画提案制度 

都市計画提案制度とは、土地所有者等が一定の条件を満たした上で、県・市に都市計画の決定又は変更することを提案でき

る制度です。 

 

【都市計画提案制度の概要】 

 

提案主体 土地所有者ほか、まちづくり NPO など 

（1 人でも可） 

提案要件 ・0.5ha 以上の一体の区域であること 

・法令基準、県市の計画に適合していること 

・土地所有者等の２/３以上の同意（人数・面積） 

必要図書 ・都市計画提案書 

・都市計画の図書（素案） 

・土地所有者等の２/３以上の同意書 等 

本市に提案

できる 

都市計画 

・地区計画 

・土地利用（用途地域、高度地区、高度利用地区、

防火地域及び準防火地域、景観地区、風致地区 

など） 

・都市施設（道路、下水道、公園・緑地等、汚物処

理場、駐車場、ごみ焼却場、墓園、市場、河川、

火葬場 など） 

・市街地開発事業（土地区画整理事業、市街地再

開発事業等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

城山三丁目地区地区計画（平成 19（2007）年２月住民発意の提案制度による決定） 

・地区面積 

・建物の用途 

・敷地面積 

・建物の高さ 

・壁面の位置 

・色彩 

・垣又は柵等 

 

【提案者の声】 

取り組んだきっかけは、近くで起きた小田原城の天守閣の高さを超えるマンション計画への反対運動でした。開発計画が

起こった後の対応に限界を感じ、将来に向けた居住環境を守っていくために、地区計画づくりに取り組みました。専門知識

もない中での計画づくりでしたが、市役所のサポートを受けて作ることができました。 

自分が住む地域は自分達で守ろうとする意識が特に重要だと思います。このような意識が市内のほかの地域にも広まっ

て欲しいと思います。（談） 

 

約 2.7ha 

一戸建て住宅、公益上必要な建築物など 

最低限度 150 ㎡ 

最高限度 10ｍ 

道路の境界線から１ｍ以上後退 

地区計画で定めるマンセル値の規定内 

生垣を基本とし、竹垣、板塀またはフェンス等、透視可能な構造 
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緑城山地区地区計画（平成 25 年 11 月住民発意の提案制度による決定） 

 

・地区面積 

・建物の用途 

・敷地面積 

・建物の高さ 

・色彩 

・垣又は柵等 

 

※この他にも、「久野地区地区計画」を地権者発意の提案制度により決定しています。 

 
 
  

下堀地区地区計画（平成 23（2011）年 3 月住民発意の提案制度による決定） 

 

・地区面積 

・建物の用途 

・建物の高さ 

・色彩 

・垣又は柵等 

 

【提案者の声】 

主要幹線道路（幅員２５ｍ ４車線）の開通を間近に迎え、沿道の土地利用に変化が見込まれることから、周辺環境と調和

した安全で住みやすい街を目指すため、自治会役員有志が中心となり取り組みを始めました。 

提案者としての説明会や４００名を超す地権者同意は大変な作業でしたが、まちづくりに熱い仲間の協力を得て、決定す

ることができました。 

今後も住民と行政の協働のまちづくりが進展し、周辺地区に波及することを期待します。（談） 

約 16.4ha 

住宅、店舗、飲食店、事務所など 

最高限度１５ｍ又は１２ｍ 

地区計画で定めるマンセル値の規定内 

生垣を基本とし、竹垣、板塀またはフェンス等、透視可能な構造 

 

約 2.0ha 

住宅、住宅で事務所、店舗等を兼ねるものなど 

最低限度 120 ㎡ 

最高限度１2ｍ又は１0ｍ 

地区計画で定めるマンセル値の規定内 
生垣を基本とし、竹垣、板塀またはフェンス等、透視可能な構造 
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２）大規模集客施設の立地に係る秩序ある土地利用の調整に向けて 

●現在の都市計画制度 

都市の秩序ある整備を図るため、まちづくり三法の見直しに伴い、都市計画法等の一部が改正され、平成１９（2007）年

１１月３０日より施行されました。この改正では、特に大規模な集客施設については、広域的に都市機能やインフラに大きな

影響を及ぼすことから、一旦立地を制限した上で、「地域の判断」を反映しながら、新たに都市計画の手続きを通じて適正

な立地を図ることとしています。これにより、新たに第２種住居地域、準住居地域及び工業地域の３種類の用途地域におい

て、店舗面積が 10,000 ㎡を超える大規模集客施設の立地が規制され、準工業地域、近隣商業地域及び商業地域を除く

全ての地域において、その立地が規制されることとなりました。これは、大規模集客施設が無秩序に立地すると、集約型都

市構造への転換が困難になることや、交通が集中することで、住環境の悪化や工業の利便に支障をきたすことを防ごうと

するものです。 

一方で、法改正により規制が強化された３種類の用途地域を対象に、必要に応じて大規模集客施設の立地を認めるため

の新たな地区計画制度（開発整備促進区）が同時に創設されました。 

 

●協議調整に関する仕組みづくり 

本市では、久野地区において大規模工場の撤退により発生した跡地で、土地所有者から大規模集客施設へ土地利用転換

する都市計画提案があり、令和４（2022）年６月に工業地域で 10,000 ㎡を超える特定大規模建築物の立地を認める「開

発整備促進区を定める地区計画」を都市計画決定した経緯があります。 

こうした、大規模集客施設への土地利用転換については、広域的に都市機能やインフラに大きな影響を及ぼすため、地域

住民や庁内関係各課等との協議調整の場を設置するなどの透明性の確保や、都市計画法第２１条の３第１項の規定により、

計画提案が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し

なければならないとされており、慎重かつ円滑な協議を行う体制を確立しておくことが必要と考えます。 

そこで、土地取引等の段階からの事前の状況把握や、その後の計画提案に係る協議として、周辺地域との調和、地域特性

に応じたまちづくりの誘導、地域貢献など、市街地環境の形成及び保持に資する取組を評価するなど、誘導方針決定等に

至るプロセスの仕組みづくりを検討します。  
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４ 計画の推進に当たって 

（１）計画の進行管理 
社会経済情勢の変化などに的確に対応したまちづくりを推進するため、進捗状況を把握し、都市計画基礎調査などをもとに、

本計画で定めるまちづくりの基本方向に沿ってまちづくりが推進されているかどうかを検証しつつ、総合的かつ計画的に施策

の展開を図ります。 

 

（２）計画の見直し 
都市計画マスタープランは、概ね２０年後の都市の姿を展望した上で定めることが望ましいことから、計画の目標年次を令和

24（2042）年度としており、長期間にわたる計画となっています。そのため、着実に計画の実現に向けた取組を推進しながら

も、今後の社会情勢の動向や上位計画の策定等に併せ見直しを検討します。 

 
【計画の見直しイメージ】 
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