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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 793 ha

平成 21 年度　～ 平成 25 年度 平成 21 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

㎡ Ｈ１９ H２５

回/年 Ｈ１９ H２５

人/1日平均 Ｈ１９ H２５橋本駅乗降客数 橋本駅乗降客数の一日平均値を計測する。
橋本地区へのアクセス性を向上させることにより、橋本駅利用者数
(1日平均)の5％増を見込む。

127,470商業店舗の売り場面積
橋本・城山地区内の商業店舗の売り場面積合計値を計測す
る。

土地区画整理事業や道路事業等の都市基盤の整備を行うことによ
り、商業店舗売り場面積の10％増を見込む。

115,882

25

定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値

都道府県名 神奈川県 相模原市(さがみはらし) 橋本・城山地区(はしもと・しろやまちく)

計画期間

6,476

大目標：橋本地区の交通結節点としての役割や市北部地区の中心市街地としての都市基盤整備を推進するとともに、橋本地区へのアクセス性を向上させ、橋本・城山地区の一体的な街づくりを推進する。
　目標１：橋本地区の渋滞緩和、さがみ縦貫道路相模原インターチェンジからのアクセス向上、安全で利便性の高い道路整備事業を推進する。
　目標２：中心市街地として相応しい利便施設の集積を図る。
　目標３：都市活動・コミュニティー活動の拠点整備を推進するとともに、新たな街づくりを推進する。

交付期間

市民活動団体の活動回数
橋本・城山地区における市民活動団体の公民館・文化施設
等の利用回数を計測する。

　橋本地区は、首都近郊の内陸工業都市の核として発展し地域経済を支えてきたが、近年の産業構造の転換などを背景とした大規模工場の移転による遊休地の発生や、駅周辺の商業の沈静化などが課題となり、都市の再生に向けた取組みが必要となっ
ている。また、中心市街地の基盤整備が進む一方で周辺部の道路整備などの基盤整備が遅れ、市北部地区からのアクセス性の向上や安全で利便性の高い道路網整備が望まれている。
　城山地区は、さがみ縦貫道路のインターチェンジの建設が予定されており、交通の利便性がより向上することが期待されるが、国道及び複数の県道が地域内を縦横断しており、朝夕、特に雨天時には橋本方面に向けての渋滞が目立つ状況にある。また、
城山町の時代から、文化施設建設の市民要望が強くあり、地域コミュニティー活動の拠点としての整備が望まれている。
　両地域は、平成22年移行予定の政令指定都市において、北部地区の中心市街地としての橋本地域と橋本地域に隣接し、中心市街地の補完的な役割を担う城山地域として、今後開通予定のさがみ縦貫道路や津久井広域道路を通じて密接な関係にあり、
今後、より一体的な街づくりが求められている。

　市街化の急速な発展などにより、都市機能が向上し、利便性の向上が進む一方、交通渋滞等の都市的課題があり、特にさがみ縦貫道路、津久井広域道路の整備による地域の変化が大きな課題となっている。また、平成22年の政令指定都市移行に伴う都
市基盤整備、利便施設の集積も課題となっている。

　市街地再開発事業や土地区画整理事業を促進するなど、商業、研究開発、文化等諸機能の一層の集積に向け、中心市街地活性化施策等に取り組むとともに、市民が文化活動、生涯学習活動を実践できる施設や保健・医療・福祉の総合的な施設を整備
するほか、道路や駅前広場、公園など都市基盤の整備充実に努め、県北の広域拠点に相応しい市街地の整備を進める。

目標値

203,204

城山文化施設等建設事業により、橋本・城山地区における公民館・
文化会館等での市民活動団体の利用回数10％増を見込む。

5,888

指　　標

213,364



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
(渋滞緩和等道路整備事業)
　市北部から橋本地区へのアクセス性の向上や、さがみ縦貫道路相模原インターチェンジからのアクセス道路、津久井広域道路の渋滞緩和対策など、安全
で利便性の高い道路整備事業を行う。

・市道相原宮下
・(都)相原大沢線3工区
・市道橋本大通り
・(仮称)坂本橋人道橋
・市道相原大沢4工区
・市道橋本駅北口
・県道508号厚木城山
・県道48号鍛冶谷相模原
・市道橋本駅西口、市道橋本石神
・市道宮上横山(関連事業)
・さがみ縦貫道路(関連事業)
・津久井広域道路(関連事業)
・国道16号橋本駅南入口地下横断施設(関連事業)
・市道相原大島(関連事業)

(利便施設の集積)
　橋本地区内において、平成22年4月の政令指定都市移行に際し、市民ニーズに則した利便性の高い公共施設等を集積する。

・橋本駅南口昇降施設
・(仮称)相模原北保健福祉センター(関連事業)

(コミュニティー活動等拠点整備、新たな街づくり)
　市北部地区市民からの要望がある城山町文化施設を建設し地域コミュニティー活動の拠点とする。また、さがみ縦貫道路相模原インターチェンジ周辺の
商業・業務系店舗の増加を目的に土地区画整理事業を実施する。

・城山町文化施設等建設事業
・市道苦久保若葉台イチョウ通り
・土地区画整理事業調査
・川尻大島界地区土地区画整理事業
・県道508号厚木城山
・県道48号鍛冶谷相模原
・川尻大島界地区内公園



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業①社会資本整備総合交付金

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 市道相原宮下 相模原市 直 Ｌ＝840ｍ,Ｗ＝16～30ｍ H21 H25 H21 H25 4,150 3,330 3,330 3,330

街路 (都)相原大沢線3工区 相模原市 直 Ｌ＝400m,Ｗ＝17m H12 H25 H21 H25 1,039 1,039 1,039 1,039

道路 相模原市 直 Ｌ＝250m,Ｗ＝25m H12 H25 H22 H23 322 303 303 303

道路 相模原市 直 L=20.7m,W=2.8m H21 H22 H21 H22 25 25 25 25

道路 市道相原大沢4工区 相模原市 直 Ｌ＝170m,Ｗ＝17m H22 H25 H22 H25 750 550 550 550

道路 市道橋本駅北口 相模原市 直 Ｌ＝225m,Ｗ＝11m H22 H25 H22 H23 781 423 423 423

道路 相模原市 直 Ｌ＝99.6ｍ,Ｗ＝8.7～11.1ｍ H22 H22 H22 H22 21 21 21 21

道路 相模原市 直 Ｌ＝328m,Ｗ＝13.3m H25 H25 H25 H25 291 291 291 291

道路 相模原市 直 Ｌ＝50m,Ｗ＝13.5m H25 H25 H25 H25 10 10 10 10

道路 相模原市 直 Ｌ＝285ｍ,Ｗ＝14～45ｍ H24 H25 H24 H25 81 81 81 81

公園 相模原市 直 1700㎡ H25 H25 H25 H25 48 48 48 48

地域生活基盤施設 相模原市 直 ES1基、EV1基 H21 H22 H21 H22 121 121 121 121

高次都市施設 城山町文化施設等建設事業 相模原市 直 延床面積1,304㎡ Ｈ21 Ｈ23 Ｈ21 Ｈ23 633 633 633 633

合計 8,272 6,875 6,875 6,875…A'

基幹事業②地域自主戦略交付金
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
道路 市道相原宮下 相模原市 直 Ｌ＝840ｍ,Ｗ＝16～30ｍ H21 H25 H24 H24 4,150 820 820 820

道路 市道相原大沢4工区 相模原市 直 Ｌ＝170m,Ｗ＝17m H22 H25 H24 H24 750 200 200 200

道路 市道橋本駅北口 相模原市 直 Ｌ＝225m,Ｗ＝11m H22 H25 H24 H24 781 358 358 358

合計 5,681 1,378 1,378 1,378…A''

基幹事業　総計（①＋②）

総計 8,253 8,253 8,253…A=A'+A''

提案事業①社会資本整備総合交付金
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

（仮称）川尻大島
界地区土地区画
整理組合

間 6ｈａ Ｈ23 Ｈ25 Ｈ25 Ｈ25 167 167 167 167

相模原市 直 6ｈａ Ｈ21 Ｈ23 Ｈ21 Ｈ23 53 53 53 53

－

－

－

合計 220 220 220 220…B'

合計(A+B) 8,473
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
相模原市 国土交通省 Ｌ＝670ｍ、W＝18ｍ ○ H18 H25 4,482

相模原市 国土交通省 Ｌ＝310ｍ、W＝12ｍ ○ H22 H25 849

国土交通省 国土交通省 ○ H9 H24

津久井広域道路 神奈川県 国土交通省 ○ H9 H24

国土交通省 国土交通省 出入口3か所 ○ Ｈ18 Ｈ23 500

相模原市 相模原市 ○ H21 Ｈ24

合計 5,831

街路

交通結節点改善事業
国道16号橋本駅南入口地下
横断施設

高次都市施設 (仮称)相模原市北保健福祉センター

道路 市道宮上横山

道路 市道相原大島

街路 さがみ縦貫道路

0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

まちづくり活
動推進事業

－

－

事業活用調
査

土地区画整理事業調査 川尻大島界地区 0

－

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

土地区画整理事業 川尻大島界地区

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

0

0

0

※H24当初および予備費分を記載（＝Ｈ24補正分は社会資本整備総合交付金へ移行）

0

細項目 うち民負担分
0

0

0

交付期間内事業期間
事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

（参考）事業期間

市道橋本駅西口、市道橋本石神 0

川尻大島界地区内公園 0

橋本駅南口昇降施設 0

市道苦久保若葉台イチョウ通り 0

県道508号厚木城山 0

県道48号鍛冶谷相模原 0

市道橋本大通り 0

坂本橋人道橋 0

0

0

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

0

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

　うち、社会資本整備総合交付金対象事業　計 7,095　うち、社会資本整備総合交付金対象事業　計 2838

　うち、地域自主戦略交付金対象事業　計 1,378　うち、地域自主戦略交付金対象事業　計 551.2

交付対象事業費 8,473 交付限度額 3389.2 国費率 0.4



都市再生整備計画の区域

　橋本・城山地区（神奈川県相模原市） 面積 793 ha 区域
橋本１～８丁目、東橋本1～３丁目、東橋本4丁目の一部、宮下本町3丁目の一部、小山4丁目、大山町、西橋本1～5丁
目、相原1～5丁目、相原6丁目の一部、元橋本町、二本松３．４丁目、二本松１．２丁目の一部、城山町原宿１～5丁目、城
山町南原宿１～3丁目、城山町向原１丁目、城山町久保沢１丁目、城山町久保沢2丁目の一部、城山町川尻の一部

橋本・城山地区
約７９３ha

さがみ縦貫道路

相模原ＩＣ

R413

R16

R129

JR横浜線

JR相模線

京王線

JR橋本駅

津久井広域道路

R16


