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広がる　つながる　ともに感じる

市内在住の楠
くす

田
だ

正宏さん（７１歳）と妻の君江さん（６８歳）
と孫たち。
昼間の楠田家は、８人の孫で大にぎわい。
遊んで、笑って、泣いて、笑って。
孫に振り回されることが、元気の秘

ひ

訣
けつ

かもしれません。
住み慣れた小田原で、自分らしく年を重ねるために……。
市内のシニアを取材しました。
詳しくは、６ページをご覧ください。

じいじ
 ばあ

ば

もうい
っかい

！
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小田原市の人口推移 総人口 0～14歳
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行財政運営の状態
健全な

行財政運営の状態

行財政運営に必要なお金が
不足している部分

将来への備えやまちづくりの
投資のための部分
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ここ重要！
行財政改革が
必要な理

わ け

由！

未来のために

今やるべきこと
全国のまちが、人口減少・少子高齢化といった課題に直面している今、

小田原が時代を走り、成長していくためには、「体力」が必要です。

いつまでも暮らしやすいまちであり続けるために、今やるべきこととは。

小田原の「行財政改革」を、分かりやすくお伝えします。

未来はどうなる？

合併・中核市移行の検討から、行財政改革へ

　働き盛りの人たちを含む、15歳から64歳の人口は約28,000人も減少し、高齢
者は約2,000人増加。市の収入は減る一方で、福祉にかかるお金は増えていく見
込みです。

　安心して暮らせる小田原であり続けるためには、ごみの収集や福祉サービスの維
持などの行政サービスを、安定して提供し続けられるだけの「体力」が必要です。
　そして、地域の課題を自分たちで解決し、魅力あるまちづくりをするためには、
“小田原ならでは”の事業を行える「能力」を備えることも大切です。
　市では、これまでその「体力」と「能力」を得るための取り組みを進めてきました。

２つが１つになることで体力を強め、温
存できる方法。それが合併です。市で
は南足柄市と検討を重ねてきました
が、協議は終結。今後は本市独自で体
力をつけなくてはなりません。

市が保健所を開設し、小田原の特色や強みを最大限
に生かした保健衛生行政に取り組むなど、小田原な
らではのまちづくりを進められるようになることか
ら、中核市への移行を検討しました。しかし、「体力」を
優先すべきと判断し、移行は見送ることとしました。

行財政改革は、市民の皆さんに満足してもらえるように、
行政サービスの質の向上を図りつつ、健全な市の運営に
努めていくことです。

「体力」強化を優先
行財政改革へ

　今後もたくさんのお金がかかることが予想されるため、いつまでも安心と
は言いきれません。

行財政改革をかみ砕いて伝えます！

でも、どうして市は

「体力」強化を優先すべきと判断したの？
みんなの暮らしを守っていくために
　このままだと、ごみの収集や福祉サービスなど、暮らし
に身近な行政サービスを、安定的に提供することが難し
くなっていく可能性があります。そうならないためにも、
今から「体力」をつけ、未来に備えなければなりません。

まちを発展・成長させるために
　将来を担う子どもを育てていくための子育て環境や、教
育環境の整備。地域を元気にするための人材育成の支援な
ど、まちの発展に必要な新たな取り組みを行っていくために
は、成長するための財源を確保していく必要があります。

これが20年後の小田原だ！

「体力」を得るための合併 「能力」を得るための中核市移行

２つの力で明るい未来に！

そもそも行財政改革って何？

企画政策課 ☎33-1239 WEBID P07264

国立社会保障・人口問題研究所の推移

終結合併 見送り中核市
移行



2018（平成30）年　5月号　No.1189 3

市民や団体に、特に関係するような取り組みは、計画期間内で
の実施に向けて、関係者との調整を図っていく案件としてまと
めています。
例えば・・・

計画に掲げる財政効果額の目標
14.5億円を達成できる体力強化
メニューを作りました。
しかし、その先はさらに厳しい道
のりが待っていることが予想され
ます。引き続き小田原の体力強化
に努めていきます。

第２次行政改革実行計画の策定
　昨年度、南足柄市との合併を検討する中で、市の仕
事3,000件以上について協議を実施。
　ここで得られたデータも生かし、あらゆる視点で
２００本以上の行財政改革の取り組みを考え、実行計
画としてまとめました。

将来を見据えた行財政運営の推進計画のテーマ

平成29～34年度計画期間

14.5億円財政効果額の目標

体力強化を開始します

利用する人としない人の負担の
公平化に努めます

　「体力強化」は、体力がなくなる前に始めることが重要で、そ
れは行財政改革も同じです。これを進めていくためには、市民
の皆さんと一緒に向き合っていく必要がありま
す。まずは市民の皆さんに伝わるように。広報の
役割も今後一層重要になっていきそうです。

広報広聴課　小倉 哲

｢未来のために今やるべきこと｣を
 取材して･･････

3つの視点以外の取り組みはありますか？ 体力強化はこれで十分なの？Q Q

A A

　公共施設の利用や各種証明書の発行などには、人件費などの運営コストが
かかっています。その多くを税金で賄ってしまうと、利用する人としていない
人との間に「負担の不公平」が生じてしまう可能性があります。
　そこで市では、他市事例などを踏まえ、使用料や手数料の適正な負担の考
え方をまとめた「受益者負担の在り方に関する基本方針」を実行計画に盛り
込みました。今後、各使用料や手数料の見直しを行う受益者負担の公平化に
努めていきます。

疑問にお答えします！

具体的には何をするの？

・公共施設の
運営管理などでの公民連携
・地域コミュニティ組織との
まちづくり　など

市民や団体などと連携して、
行政サービスの質の向上に
努めます。

視点 1

やること

・近隣市町とのシステムの
共同利用
・働き方改革に関する
  取り組み　など

さまざまなニーズに応えていく
ため、分かりやすく効率的な
行政運営に努めていきます。

視点 2

やること

・組織運営・事務執行の
合理化
・都市セールス事業の推進　など

歳入の確保と歳出の削減に
努めるなど、健全な行財政
運営を目指します。

視点 3

やること

イベントなどの実施におけ
る、それぞれの役割分担を
見直します。

公共施設の利用実態を踏ま
えて、開館日や開館時間を
見直します。

・組織運営・事務執行の

詳しい内容はこちらで
ご確認ください
WEBID P24915

継続は力な
り

 言い換えると、「行財政基盤を強化します」



2018（平成30）年　5月号　No.11894

一般会計総額
682億円
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当初予算あなたの税金、これに使います

市民１人当たりの予算の使いみち

市の貯金（財政調整基金） 市の借金（債務※）

※（　）内は対前年度増減率

※ 平 成３０年１月１日現 在 の 住 民 基 本 台 帳 人 口 
１９２，６７４人で計算

歳出
（目的別）

福祉や子育て
環境の充実

学校教育の充実、
文化・生涯学習の

振興など

道路や公園の
整備、まちづくり

防災対策、
住民登録、市庁舎の

維持管理など

消防・救急活動 商工業、
観光の振興

健 康や医療対策、
ごみ処理など

借入金の返済 農業、林業、
水産業の振興

議会の運営、
労働者対策など

（民生費）
１４１，４０９円

（教育費）
３０，866円

（土木費）
３２，７０６円

（総務費）
３9，113円

（消防費）
１２，920円

（商工費）
5,947円

（衛生費）
５８，６１７円

（公債費）
２２，477円

（農林水産業費）
6,442円

（議会費・労働費・
予備費）

３，４69円

５つの方針を定め、予算を編成しました。

全会計　１，５67億円（－0.7％）
一般会計

（福祉やまちづくりなどに使う基礎的な会計）
682億円（＋5.9％）

特別会計（10会計）
（天守閣、国民健康保険など、特定の収入で賄う会計）

571億円（－８．０％）

企業会計
（上下水道や病院の収益で賄う会計）

３１４億円（＋０．１％）

6億6,100万円

1.0%

議会費・労働費・
予備費

11億4,600万円

1.7%

商工費
12億4,400万円

1.8%

農林水産業費

24億9,000万円

3.7%

消防費

43億3,200万円

6.4%

公債費

59億4,800万円

8.7%

教育費

75億3,500万円

11.0%

総務費

63億200万円

9.2%

土木費

112億9,600万円

16.6%

衛生費

272億4,600万円

39.9%

民生費

（億円） （億円）

H25 H25H26 H26H27 H27H28 H28H29 H29（年度） （年度）

37.2

1,190

46.2

1,179
55.9

1,156
56.9

1,118

59.0

1,101

（市民１人当たりの予算額合計  ３５３，９６６円）

※市債残高および市土地開発公社
などからの土地・建物に係る買い
戻し予定額

人口減少や少子高齢化で、福祉や子育てといった
社会保障関連費（民生費）が全体の約4割を占めて
います。今後も増えていくことが予測されます。

市の貯金残高を確保し、債
務の縮減を進めてきまし
た。それでも公共施設の老
朽化に伴う更新や、大規模
事業などの実施で、市の債
務残高は増えていくものと
見込まれ、これまで以上に
厳しい財政運営になるこ
とが予想されます。
行財政改革の推進や、歳
入確保など、健全な財政
運営に努めていきます。

財源の確保
行財政改革の推進

公共施設等総合管理計画に基づく優先
順位づけ

優先順位づけの徹底
第３次実施計画の推進

財政課 村山雄輝

財政課
長崎真治
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平成３０年度当初予算が決まりました。
総合計画「おだわらＴＲＹプラン」後期基本計画を推進するため、第３次実施計画に位置づけた事業を、着実に実施していきます。
ここでは、市のお金がどのように使われるのか、主な事業と合わせて紹介します。

平成30年度の主な事業 ※１万円未満を切り捨てて表記

いのちを大切にする小田原

豊かな生活基盤のある小田原

希望と活力あふれる小田原

財政課 ☎33-1314 WEBID P24485

市では、皆さんからの建設的な意見、提案などをお待ちしています。手紙や市ホームページで受け付ける「市長への手紙」WEBID P04195 や、
市内251地区の自治会ごとに委嘱している「広報委員制度」WEBID P24365 、担当部署に直接伝える「問い合わせフォーム（市ホームページ
の各ページ下段にあります）」などをご利用ください。

休館日が
月1回と年末年始だけに

なるんだねー。
月曜日も

使える日ができて、
これは便利！

イラスト

広報広聴課 ☎33-1263

地域政策課 ☎33-1458  UMECO ☎24-6611

  市役所には毎日、さまざまな声が寄せられていま
す。ここは、皆さんから集まった声と、市役所の取り組
みを“キクコ”が紹介するコーナー。
　皆さんの声を、まちづくりに生かしていきます。

日頃から「おだわら市民交流セ
ンターU

う め こ

MECO」を利用し、自
身の活動にとても役立ってい
ます。できれば月曜日も利用
したいのですが、休館日です。
月曜日の開館を検討できませ
んか？

皆さんの『声』を
お寄せください

　「つながる」がコンセプトのUMECOは、平
成27年11月の開設以来、多くの人に利用さ
れ、親しまれる施設に成長してきました。
　ご意見や利用状況を踏まえ、さらなる市
民活動の推進を図るため、4月1日から開館
日の拡大などをしています。

UMECOの開館日などを変更

皆さんの声

市民ホールの整備が本格化するなど、今年度はい
くつもの大規模事業が動きます。効率的で効果的
に予算が行き渡るよう、予算編成を行いました。

【福祉・医療】
包括的支援体制構築事業
 １，５３３万円

生活支援体制整備事業
 ６２６万円

【都市基盤】
幹線道路整備事業
１億３，６３８万円

お城通り地区
再開発事業
５億７，９６０万円

上水道管路等
整備事業
１９億７，３９１万円

汚水管
か ん き ょ

渠整備事業
１１億５，７７９万円

在宅医療・介護連携事業
 １，８６９万円

【自然環境】
環境再生活動推進事業
        １，751万円
斎場整備事業
 １９億   ９３５万円

焼却施設基幹的設備
改良事業費
 ２７億１，１０３万円

市民が主役の小田原
【市民自治・地域経営】

東京オリンピック・
パラリンピック等関連事業
　　２，３４８万円

証明書コンビニエンスストア・
郵便局交付サービス事業費
　　 8,368万円

【暮らしと防災・防犯】
次世代平和継承事業
 59万円

消防庁舎再整備事業
 １億１，６３２万円

女性活躍推進事業
 171万円

コミュニティＦＭ
難聴区域改善事業費
 2,700万円

【子育て・教育】

【地域経済】
学校木の空間づくりモデル事業費
 4,010万円

【歴史・文化】
市民ホール整備事業
 ２億４，２２２万円

駅前図書施設整備事業
 ２，１３９万円

歴史的風致形成建造物改修
整備事業費
 9００万円

映画「地上の星－二宮金次郎伝」
支援事業費
 2,3００万円

観光ＰＲ事業（北条早雲公顕彰
五百年実行委員会負担金・ライブ
カメラ設置他）
 １，３５２万円

交流促進施設等整備事業
 ３億８，２０８万円

小規模保育設置促進事業費
 ４，８００万円

地域コーディネーター配置事業費
 124万円

部活動指導員配置事業費
 57万円

英語専科非常勤講師配置事業費
 432万円

不妊症治療費助成事業費
 ７１５万円

学校施設維持管理事業
（トイレ洋式化・空調設備設置等）
  ６億５，２７３万円

項目 現在 旧

開館
時間

9:00～21:30(会議室など
の使用は21:00まで) 9:00～22:00

休館日

･毎月第1月曜日(祝休日の
場合は、その日以降の最初
の平日)

･12月29日～1月3日

･毎週月曜日（祝休日を除く）
･祝休日の翌日(土･日曜日､
  祝休日を除く)
･12月29日～1月3日

▲小規模保育事業のようす ▲恵まれた小田原の自然環境

◀︎地域の木による教室改修イメージ

財政課 村田美晴

▲エリトリア国とのオリパラ関連交
流事業
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介護が必要になる、その前に

介護が必要になったら

住み慣れた小田原で

自分らしく、
年を重ねる

10,000人が答えたアンケート

介護保険の目的は自立支援

介護保険料を抑えるために

｢衰え｣を予防する
２つの鍵はこれだ！　市では昨年5月、要介護認定を受けていない70～

74歳、約12,800人を対象に｢介護予防に関するアン
ケート調査｣を実施。約8割の10,300人から回答をい
ただきました。国が定めたチェックリストに基づくと、
２，０００人に機能の衰えが見られました。特に衰えが見
られた項目はこの３つ！

　介護が必要になったときに、費用の一部を負
担することで介護サービスを利用できる｢介護
保険制度｣。この制度は、自分の意思に基づき、
能力を最大限に生かして、自立した質の高い生
活を送ることを目的にしています。
　自分に合っていないサービスや不必要な
サービスを利用すると、体の機能が衰え、かえっ
て健康を損なうおそれもあります。

　６５歳以上の介護保険料は、介護に係る総
費用などを基に、各市町村が定め、３年ごとに
見直します。皆さんが、介護予防などに取り組
んだり、介護サービスを効果的に利用したり
することは、結果的に皆さんの保険料の負担
を抑えることにもつながります。

自主活動グループ｢健
け ん こ う か い

幸会｣の筋トレ教室に通う岩﨑光子さん。
｢体を動かしたり、食事に出掛けたりするのが大好きなの。
教室に集まった皆とくだらない話をするのも、楽しいわね｣
年齢を伺うと、なんと驚きの84歳！
人生100年時代。まだまだ元気。
住み慣れた小田原で、自分らしく暮らすため、
できることを紹介します。

5年前、脳梗塞になり、デイ
サービスでリハビリをしま
した。リハビリを通じて仲
間ができて、うれしかった
です。今では、すっかり動け
るようになり、介護サービ
スを“卒業”しました。恩返
しの意味もこめて、ボラン
ティアとして地域で活動し
ています。

市民フォーラム
「人生100年時代の生き方の知恵」

日時　5月26日（土）13：30～16：30
場所　市民会館大ホール
定員　1,000人（当日先着順）
内容　①講演「人生100年時代への船出」

樋口恵子さん（ＮＰＯ法人「高齢社会を
よくする女性の会」理事長・東京家政
大学名誉教授・同女性未来研究所長）

　　　②講演「夏のトマト、冬の大根 ～自
分、地域、社会を変えるヒント～」
永田潤子さん（大阪市立大学大学院
都市経営研究科教授）

　　　③シンポジウム「私たちの暮らしを考
える」

主催　（福）小田原福祉会　 共催　小田原市

独り暮らしで認知症のAさん
「通所」「ヘルパーの訪問」「宿泊」のサービスを受け
られる「小規模多機能型居宅介護」を利用すること
で、離れて暮らす家族も安心しています。

他にもこんな声が…

介護サービスを利用して

①物忘れ 34.2％

②こころの衰え 17.1％

③お口に関する衰え 17.1％

　健康診断や歯科健診を定期的に受けていま
すか？定期健診を受けることで、自分でも気づか
ない体の異変に対して、早めに対処できます。ま
た、安心して生活を送るために、かかりつけの医
師・歯科医師・薬剤師を持つことも大切です。

① 自分の健康状態を知る！

　運動したり、ボランティアなどに参加したりす
る人ほど、転倒や認知症、うつ病の危険性が低
いというデータがあります。地域の行事などに
参加し、心と体に刺激を与えましょう。

② 社会参加で体を動かす！

体と脳を同時に使う｢コグニサイズ｣
もおすすめ！
　軽い運動をしながら、頭の体操を行うこと
で、認知症の予防などにつながります。

2人でウォーキング
しながら

踏み台を昇り降り
しながら

・3の倍数で手を叩く
・見つけたものを逆さ言葉で言う
・歌を歌い、歌詞の｢さ｣で腰を叩く

監修：県西地区リハビリテーション連絡協議会

通っていた｢れんげの里｣の
草刈りをする𠮷田さん

𠮷田正二さん

WEBID P03520

WEBID P24331

高齢介護課 ☎33-1825



お だ わ ら 情 報

耕作放棄地解消事業費補助金の拡充　WEBID P21023

　農業者や農業者団体が、耕作放棄地を使う権利を得て整備などを行う場
合、その経費に対して補助金を交付します。今年度から、新規就農者や認定
農業者、農業経営士に対する補助金の率をアップしました。
対象　 再生する農地を5年以上継続して耕作する見込みがある、農業者･農

業者組織･農業協同組合など（耕作放棄地の所有者本人や、本人が参
加する団体は対象外）

認定新規
就農者

･認定農業者
･農業経営士
･新規就農者

左記を除く
農業者

10アールあたり補助金額（自分で解消した場合） 5万円 5万円 5万円
10アールあたり補助率（重機を使用した場合） 9/10 1/2 1/3

1申請あたりの上限額 40万円 25万円 25万円
集団としての下限面積 10アール 10アール 10アール

補助の利用には事前申請が必要です。対象となる農地や事業などの要件、予
算の制限もあります。申請の前に農政課にご相談ください。

新たな取り組み
　今年度から、プロポーザルで選定した団体に、次の事業を委託します。

今年度から、耕作放棄地対策に係る支援を拡充!
農業を支援します
WEBID P24846  問関 農政課 ☎33-1494

●昼のミニコンサート
主催・問　文化政策課 ☎33-1706
日時　５月２３日（水）12:20～12:40
●壁屋まつり
主催・問　壁屋総本舗 ☎44-4656
 （（同）まち元気小田原内）
日時　５月 ２６日（土）11:00～17:00

２７日（日）11:00～16:30

イベント情報

小田原観光大使でもある湘南ベルマー
レフットサルクラブ。フットサルを通じて、小
田原市の魅力を発信していきます。
昨シーズンは、リーグ3位と大躍進!今

シーズン、さらなる高みを目指します。
イベント当日は、選手のトークショーや来
場者が参加できる企画などを開催予定。地
域密着の湘南ベルマーレフットサルクラブ
を、ぜひ、応援してください!

Fリーグ開幕目前、士気の高まる選手たちが登場!

湘南ベルマーレフットサルクラブ 
2018/2019シーズンキックオフイベント

 のハルネ情報5月

情報情報
生まれ育った小田原でフットサルをプレーでき

ていることをとてもうれしく、誇りに思っています。
「小田原といえば、フットサルのまち」「小田原
にはベルマーレがある」と言ってもらえるくらい
にフットサルを広めたいです。今シーズンは、1試
合でも多く試合に出場し、1点でも多く点を取る
ことを目標に頑張ります。
イベント当日は、選手一同がハルネ小田原に
集まります。この機会にぜひお越しください。

湘南ベルマーレ
フットサルクラブ

背番号13 小田原市出身
佐藤玲

れ
惟
い
選手

① 農業者ではない人が、農作業の手助けや農地をきれいにする手伝いをする
ことを｢援農｣といいます。｢農業に興味はあるが、どう始めたらよいか分から
ない｣という人が援農できるように育成します。
② 特定の地域に絞り、担い手や農地などの状況を把握します。
③ 援農が必要な農業者や地域と援農者をマッチングし、援農作業を行います。

　土地、家屋、償却資産を所有している人に課税される税金です。市税
収入の約半分を占め、市民サービスの提供や公共事業などの財源とし
て、重要な役割を担っています。
　また、今年度は、3年ごとに価格の見直しを行う、評価替えの基準年度です。
課税対象者
　毎年1月1日現在の所有者、または所有者とみなされる人に課税され
ます。年の途中で所有者が変更になっても、その年度の納税義務者は変
わりません。
納付方法
●口座振替
●納付書を使って、市役所、指定の金融機関･コンビニエンスストアから。
※ 納付書は4期分を同封します。期別（納期）・納期限をご確認ください。
※30万円を超える納付書は、コンビニエンスストアでは使えません。
※ 市ホームページ WEBID P24581 に「よくある質問」を掲載しています。
※ 固定資産の所有者が亡くなった場合、相続人代表者指定届の提出が
必要です。相続による所有権移転登記が完了するまでの間、亡くなっ
た人に代わって徴収金の賦課や還付に関する通知書の受取人を指
定するものです。指定届は、市役所2階資産税課にある他、市ホーム
ページ WEBID P21892 からダウンロードできます。

固定資産税・都市計画税
納税通知書を発送します
WEBID P24579  問関 資産税課 ☎33-1361

固定資産税の縦覧について
　納税者が、自身の土地や家屋の評価が適正かどうかを確認するため、
他の土地や家屋の価格と比較する縦覧を行っています。
期間　5月31日（木）まで（土･日曜日、祝日は除く）8:30～17:00
場所　資産税課（市役所2階11番窓口）

　アジを中心とした小田原地魚の鮮魚販売や、周辺
飲食店が出店する地魚料理が味わえる「小田原あじ・
地魚まつり2018」を開催します。
　定番の「かます棒」の他、今年は「かます棒ドッグ」
や、3月から販売が開始された『「寶

たから

CRAFT」〈小田原
レモン〉』なども登場！

※混雑が予想されるため､公共の交通機関をご利用ください｡

日時　5月20日（日）9:00～14:00
場所　小田原漁港（水産市場1階）
 （早川駅から徒歩1分）
内容　● お気に入りの魚を入札する「小田原おさ

かな入札市場」NEW！！
● 生きている魚を網ですくう「活魚すくい」
● 特選海鮮セットが当たるアンケート
● 子どもも楽しめる「みなとの缶バッジ作
製」や「ボッチャ体験」

魚を買って、食べて、大満足!!
小田原あじ･地魚まつり2018
WEBID P22465  問関 水産海浜課 ☎22-9227

魚屋さん気分
を味わえる!

朝取れた新鮮な魚を販売

主催･問　湘南ベルマーレフットサルクラブ
 ☎ 37-5022
日時　5月13日（日）15:30～16:30

＜ハルネギャラリー情報＞
「～シーズン開幕記念～
湘南ベルマーレフットサルクラブ展」
内容
2007年のクラブ創設以降の各
シーズンのユニフォーム展示と、
小田原とともに歩むベルマーレ
フットサルクラブの活動を紹介。
展示期間　
５月１２日（土）～7月中旬
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特別整理期間による休館
ID P24575  かもめ図書館 ☎49-7800

蔵書点検などのため休館します。
●市立図書館
　日 期  5月22日（火）～28日（月）
●マロニエ図書室
　日 期  5月23日（水）～28日（月）
●かもめ図書館
　日 期  5月28日（月）～6月4日（月）
※ 28日は、市内全ての図書施設を休館
します。返却はブックポストをご利用
ください（視聴覚資料、大型絵本、紙
芝居は、開館日にカウンターへ）。

軽自動車税の減免
ID P10189  市税総務課 ☎33-1343

障害者手帳を持っている人などは、申請
により軽自動車税の減免を受けられる場
合があります。詳しくは、納税通知書同封の
「軽自動車税のあらまし」をご覧ください。
申請期限　5月31日（木）まで

工業統計調査
ID P24645  総務課 ☎33-1295

「工業統計調査」は、日本の工業の実態
を明らかにするために、6月1日を基準
日として、製造業を営む事業所を対象
に実施する統計調査です。
市では、市内約450の事業所を対象に、
5月中旬から6月中旬にかけて、統計調
査員が対象事業所を訪問し、製造品や
従業者数の確認、調査票の配布・回収を
しますので、ご協力をお願いします。

6月1日は人権擁護委員の日
ID P24808  人権・男女共同参画課 ☎33-1755

人権擁護委員は、人権侵犯事件の調査
処理、人権相談、人権啓発活動などを
行っています。
本市の人権相談
日  毎月第2火曜日13:30～15:30
場時  市役所2階市民相談室

全国共通人権相談ダイヤル
☎0570-003-110　
時期 8:30～17:15
※土・日曜日、祝日は除く。

ID P24807  ●特設人権相談所の開設
人権にかかわる問題について、お気
軽にご相談ください。
日  6月1日（金）13:00～16:00
場時  小田原地下街ハルネ小田原
内場  名誉き損、プライバシーの侵害、身
内や隣近所のもめごと、児童虐待、
いじめ、体罰問題など

お知らせ 高等学校等奨学金制度
ID P10120  教育指導課 ☎33-1682

市内在住で高等学校などに在学してい
る人のうち、学業の意欲があり、経済的
な理由から修学が困難な人に、学資の
一部として奨学金を支給します。
定対  100人　選任 世帯の所得状況、成績など
額選  年額30,000円（返還不要）
申講  6月1日（金）から、各学校または教育
指導課にある申請用紙（市ホーム
ページから入手可）に必要事項を書
いて、各学校に直接
※申込期限は学校により異なります。

経営所得安定対策の申請
ID P20356   農政課 ☎33-1494

申講  6月22日（金）までに、農政課窓口に直接
※米の直接支払交付金は、平成29年
度で終了しました。

※各支所、農協各支店では、受け付け
や書類の預かりなどはできません。
※昨年度申請しなかった人は、必ず5月
18日（金）までに、ご連絡ください。
※申請期限を過ぎた場合、受け付けら
れません。

「わんぱくらんど」と「辻村植物
公園」の駐車料金を改定
わんぱくらんど管理事務所 ☎24-3189

4月1日から駐車料金が変わりました。
料金改定に伴う収益は、わんぱくらん
どや辻村植物公園のリニューアルに還
元します。

（1台1日につき）
※市民は入庫時に、運転免許証などの公
的身分証明書の提示をお願いします。

ボランティア活動補償制度
ID P24567  地域政策課 ☎33-1457

市民の皆さんが安心してボランティア
活動に取り組めるよう、活動中の傷害
事故や損害賠償責任事故に対する補
償制度を実施しています。

日 期  平成31年5月1日（水）16:00まで
主な補償額

※事前の登録などは必要ありません。
事故発生後、速やかに地域政策課へ
ご連絡ください。

市民 市民以外
普通自動車､
準中型自動車 500円 1,000円

中型自動車
（マイクロバスなど）

1,000円 2,000円
大型自動車
（大型バスなど）

死亡補償金 2,000,000円
入院補償金 1日　3,000円
通院補償金 1日　2,000円

生産緑地地区の追加指定相談
ID P21456  都市計画課 ☎33-1571

生産緑地地区の追加指定の相談を受
け付けます。新たに生産緑地地区を指
定することで、すでに指定している地区
の機能が向上するなど、一定の要件を
満たす農地などは、ご相談ください。

日 期  5月17日（木）～31日（木）
8:30～17:15　※土・日曜日を除く。

場時  市役所6階都市計画課
持費  相談場所の土地全部事項証明書、公
図写し（法務局管理のもの）

看板許可の更新手続き
ID P01746  まちづくり交通課 ☎33-1593

店舗の看板などの設置には、市屋外広
告物条例による許可が必要です。また、
許可を受けた後、一定期間が経過した
ものは、更新手続きが必要です。いま一
度、許可内容をご確認ください。
6月は更新月です。該当する人は、忘れ
ずに更新手続きを行ってください。

木造住宅の耐震化に係る費用を補助
ID P12506  建築指導課 ☎33-1433

木造住宅の耐震化（診断、設計・工事監
理、改修）に係る費用の一部を補助しま
す。耐震改修工事費の補助限度額は
100万円です。次の全ての条件に該当
する場合は、事前に申請してください。
①市内にあり、個人が所有するもの
② 昭和56年5月31日以前着工のもの
（昭和56年6月1日以降に増築した
場合はご相談ください）
③木造（在来工法）で平屋・2階建てのもの
④所有者が市税を滞納していないこと
※長屋・共同住宅については、耐震診断
の補助のみとなります。
耐震セミナー・耐震相談会
日  5月16日（水）10:00～11:00
場時  けやき4階第2会議室

道路に張り出した枝葉の剪定
ID P19944  土木管理課 ☎33-1533

庭木や生け垣の枝葉が道路に張り出す
と、通りにくいだけでなく、視界を遮り、
交通事故の原因になります。
事故が起きた場合、樹木の所有者が法
的責任を問われる可能性があります。
安心して道路を利用できるように、定期
的に剪

せん

定や刈り込みを行ってください。
道路に物を置くこともやめましょう。

剪定した枝や草の捨て方
ID P22246  環境事業センター ☎34-7325

庭木などの剪定した枝や草は、「燃せるご
み」の日にごみ集積場所に出してください。
●  枝は長さ50cm、直径30cm以内に束ねる。
●  草は指定のごみ袋に入れる。
●  1回に出せるごみ袋・枝の束は三つまで。
●  大量に出す場合、数回に分けて出す。
※ 収集日の朝8時30分までに決められた
場所・方法で出してください。

受水槽・高置水槽の清掃・点検
ID P09818  環境保護課 ☎33-1483

受水槽の衛生管理は、設置者自身が責任
を持って行う必要があります。ビルやマン
ションなどに設置している受水槽・高置水
槽は、1年以内ごとに1回清掃しましょう。
有効容量が8㎥を超える受水槽の設置
者は、1年以内ごとに1回、登録（指定）検
査機関の検査を受けることが法令で義
務づけられています。

光化学スモッグにご注意!
ID P02385  環境保護課 ☎33-1483

光化学スモッグ注意報が発令された
ら、屋外での運動は控えましょう。
また、日ざしが強い日などに目や喉に痛
みなどがある場合は、屋外での運動を
中止し、うがいや洗眼を行い、屋内で休
みましょう。
被害が発生した場合は、環境保護課ま
でご連絡ください。

三保ダム洪水対応演習
ID P24829  防災対策課 ☎33-1855
県三保ダム管理事務所 ☎78-3711

大雨による酒匂川の増水に備え、三保
ダムで「洪水対応演習」を実施します。
当日は、情報伝達訓練の他、酒匂川沿
いの「警報所」からサイレンを鳴らし、ス
ピーカー放送を行います。
※ 実際には洪水吐

ばき

ゲートからの放流は
行いません。

日 ５月11日（金）10:00～16:00

5月の納税
ID P01397  

納付関係 市税総務課 　☎33-1345
課税内容 ①資産税課 　☎33-1361
　　　　 ②市税総務課 ☎33-1343

5月31日（木）は、①固定資産税･都市
計画税（第1期）と②軽自動車税の納期
限です。期限までに納めてください。口
座振替をご利用の人は、納期限の前日
までに預貯金残高をご確認ください。
※ 土･日曜日、祝日の納税は、マロニエ
住民窓口、アークロード市民窓口、
コンビニエンスストアをご利用くだ
さい。ただし、納付書が必要です。

申込方法のルール  ・参加者などを募集する記事で、定員があり申込先着順のものについては、記載がない限り申込開始日は5月10日（木）からとします。
 ・担当部署名の前に 申込  とある場合は、電話で申し込みができます。市外局番がないものは（0465）です。
市役所への郵便物  ・記事に指定がある場合を除き、各記事の担当部署へ郵送する場合は、「〒250-8555 小田原市○○課（室）」で届きます。

生活に関連する情報や、市の取り組みなどを掲載し
ています。市ホームページのサイト内検索に問 ID を
入力し検索すると、詳しい内容がご覧になれます。

くらしの
ガイド

日…日時　日 期…期間　時期 …時間　場時 …場所　内場 …内容　対内 …対象　定対 …定員　費定 …費用（記載のないものは無料）　持費 …持ち物　出持 …出演　交出 …交通　任交 …任期　選任 …選考
額選 …支給額・謝礼　講額 …講師　申講 …申し込み（期限があるものは必着）  E申 …Eメール　ホE …ホームページ　主ホ …主催　関主 …関係課　問関 …問い合わせ　問 ID …Web検索番号

2018（平成30）年　5月号　No.11898



保存版

・  市役所の電話は、おかけになりたい課の電話番号をダイヤルすれば、直接お話しで
きます。
・  市外局番がないものは（0465）です。

市の窓口や公共施設などの電話帳です。

市役所電話帳

秘書室  ............................................  ☎33-1300
（総合案内）

出納室  ............................................  ☎33-1631

企画部
企画政策課  ..................................  ☎33-1253
広報広聴課  ..................................  ☎33-1261
公共施設マネジメント課 ........  ☎33-1305
職員課  ............................................  ☎33-1241
情報システム課  .........................  ☎33-1264

総務部
総務課  ............................................  ☎33-1291
財政課  ............................................  ☎33-1312
管財課  ............................................  ☎33-1320
契約検査課  ..................................  ☎33-1323
市税総務課  ..................................  ☎33-1345
市民税課  .......................................  ☎33-1351
資産税課  .......................................  ☎33-1361

市民部
地域政策課  ..................................  ☎33-1457
地域安全課  ..................................  ☎33-1396
人権・男女共同参画課 ............  ☎33-1725
戸籍住民課  ..................................  ☎33-1386

防災部
防災対策課  ..................................  ☎33-1855

文化部
文化政策課  ..................................  ☎33-1707
生涯学習課  ..................................  ☎33-1721
文化財課  .......................................  ☎33-1717

環境部
環境政策課  ..................................  ☎33-1472
エネルギー政策推進課  ..........  ☎33-1424
環境保護課  ..................................  ☎33-1481

福祉健康部
福祉政策課  ..................................  ☎33-1861
生活支援課  ..................................  ☎33-1463
高齢介護課  ..................................  ☎33-1841
障がい福祉課  .............................  ☎33-1467
保険課  ............................................  ☎33-1845

子ども青少年部
子育て政策課  .............................  ☎33-1453
保育課  ............................................  ☎33-1451
青少年課  .......................................  ☎33-1723

経済部
産業政策課  ..................................  ☎33-1555
商業振興課  ..................................  ☎33-1511
観光課  ............................................  ☎33-1521
農政課  ............................................  ☎33-1491

都市部
都市政策課  ..................................  ☎33-1251
都市計画課  ..................................  ☎33-1571
まちづくり交通課  ......................  ☎33-1754
建築指導課  ..................................  ☎33-1433
開発審査課  ..................................  ☎33-1441

建設部
建設政策課  ..................................  ☎33-1531
土木管理課  ..................................  ☎33-1542
道水路整備課  .............................  ☎33-1645
みどり公園課  ..............................  ☎33-1583
建築課  ............................................  ☎33-1553

下水道部
下水道総務課  .............................  ☎33-1611
下水道整備課  .............................  ☎33-1623

教育委員会教育部
教育総務課  ..................................  ☎33-1671
学校安全課  ..................................  ☎33-1691
教育指導課  ..................................  ☎33-1684

選挙管理委員会
事務局  ............................................  ☎33-1742

監査
事務局  ............................................  ☎33-1769

農業委員会
事務局  ............................................  ☎33-1748

市議会
議会総務課  ..................................  ☎33-1761

消防本部
消防本部・小田原消防署（代表）【F・G-6】
　 .........................................................  ☎49-4410
南町分署  .......................................  ☎23-1251
国府津出張所  .............................  ☎47-2540
荻窪出張所  ..................................  ☎34-4024
栢山出張所  ..................................  ☎37-4192
西大友出張所  .............................  ☎36-4727
*市内の署所のみを表示しています。

水道局 【F-7】
料金センター  ..............................  ☎41-1211
営業課  ............................................  ☎41-1202
給水課  ............................................  ☎41-1231
工務課  ............................................  ☎41-1222
水質管理課  ..................................  ☎41-1242

（1）市役所の電話番号

● 窓口延長の日に、届け出などの手続きを
する場合の注意点

※ 住民基本台帳ネットワークシステムによ
る住民票広域交付サービス､広域証明発
行サービス、マイナンバーカードの交付
の手続きはできません｡

※ 他市町村に確認が必要な手続きは､後日､
再度お越しいただかなければ受理できな
い場合があります｡

平成 30 年度版
（平成30年4月1日現在）

市税総務課 原動機付自転車の登録・廃車・名義変更の手続き、臨時運行許可の申請など

資産税課 所得証明書､課税･非課税証明書､納税証明書､固定資産評価証明書など税証明書の発行
※個々の状況によっては発行できない場合もあります｡

戸籍住民課 転入･転出･転居の手続き､戸籍の届け出､各種証明書発行､印鑑登録
※ 即日で印鑑登録ができるのは､本人が運転免許証など官公署発行の顔写真入りの身分証明書をお持ち
いただいた場合､または保証人の自筆・登録印による所定の保証書により申請する場合に限ります｡

保険課 国民健康保険加入・脱退の手続き

●毎週火曜日の窓口延長（19:00まで）について

折れ線

抜き取って、
1年間大切に

「保存用」として
お使いください。

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/
ホームページ

http://www2.wagamachi-guide.com/navi-odawara/
地図情報

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/ubio/
防災、防犯、安心･安全情報

インターネットでも、
知りたい情報がいつでも手に入ります。

市役所総合案内 ☎33-1300 守衛室（閉庁時） ☎33-1822

 ※施設名称の横にある丸数字と地図番号は、地図上の位置を表しています。 
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★マップ上の丸数字は、市役所電話帳の施設名称の横に記した番号です。
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★マップ上の丸数字は、市役所電話帳の施設名称の横に記した番号です。



支所･連絡所･窓口コーナー
大窪支所 【F-2】  ......................  ☎22-6417
早川支所 【G-2】  ...................  ☎22-6202
豊川支所 【E-6】  ....................  ☎36-5222
上府中支所 【E-7】  ...............  ☎42-1628
下曽我支所 【E-7】  ...............  ☎42-0954
片浦支所 【L-13】  .................  ☎29-0121
曽我支所 【C-7】 ....................  ☎42-1636
中央連絡所 【K-11】
　 .........................................................  ☎24-3431
アークロード市民窓口 【J-12】
　 .........................................................  ☎24-3731
国府津駅前窓口コーナー 【H-7】
　 .........................................................  ☎47-2133
酒匂窓口コーナー 【G-6】
　 .........................................................  ☎47-8575
桜井窓口コーナー 【C-6】
　 .........................................................  ☎36-0303

タウンセンター
川東タウンセンターマロニエ 【F-6】
（貸室・案内所） .............................  ☎47-1515
マロニエ住民窓口 【F-6】
　 .........................................................  ☎47-7000
マロニエ子育て支援センター 【F-6】
　 .........................................................  ☎48-8698
城北タウンセンターいずみ 【D-5】
（貸室・案内所） .............................  ☎37-9111
いずみ住民窓口 【D-5】 ......  ☎37-1711
いずみ子育て支援センター 【D-5】
　 .........................................................  ☎37-9077
橘タウンセンターこゆるぎ 【H-9】
（貸室・案内所） .............................  ☎43-0200
こゆるぎ住民窓口 【H-9】
　 .........................................................  ☎43-0111
こゆるぎ子育て支援センター 【H-9】
　 .........................................................  ☎43-0251

その他の市の施設
市民会館 【K-11】  .................  ☎22-7146
小田原駅観光案内所 【J-12】
　 .........................................................  ☎22-2339
青少年相談センター 【J-11】
　 .........................................................  ☎23-1481
環境事業センター 【C-3】  .....  ☎34-7325
尊徳記念館 【C-6】  ...............  ☎36-2381
青果市場管理事務所 【G-6】 ...  ☎48-1551
水産海浜課 【G-2】  ...............  ☎22-9227
事業課（小田原競輪場）【J-11】
　 .........................................................  ☎23-1101
下水道管理センター 【G-5】 ...  ☎34-8081
下水道コミュニティーホールかるがも 【F-5】
　 .........................................................  ☎47-0575
市立病院 【E-4】  .....................  ☎34-3175
生涯学習センターけやき 【F-4】
　 .........................................................  ☎35-5300
生涯学習センター国府津学習館 【G-7】
　 .........................................................  ☎48-2035
市立図書館 【K-11】  ............  ☎24-1055
かもめ図書館 【F-5】  ............  ☎49-7800
小田原文学館 【G-3】  ..........  ☎22-9881
郷土文化館 【K-11】  ............  ☎23-1377
松永記念館 【F-2】  ................  ☎22-3635
清閑亭 【K-11】  ......................  ☎22-2834
社会福祉センター 【E-4】....  ☎34-3225
障がい者総合相談支援センター 【E-4】
　 .........................................................  ☎35-5258
障がい児通園施設つくしんぼ教室 【E-4】
　 .........................................................  ☎34-3226
ファミリー・サポート・センター 【E-4】
　 .........................................................  ☎35-0053
保健センター（健康づくり課）【G-5】
　 .........................................................  ☎47-0820
子育て世代包括支援センターはっぴぃ 【G-5】
　 .........................................................  ☎47-0844

いそしぎ 【G-5】  .....................  ☎49-2330
地域包括支援センター
　しろやま 【J-12】  ...............  ☎23-8115
　はくおう 【G-4】  .................  ☎34-7611
　じょうなん 【G-2】  .............  ☎24-5601
　はくさん 【E-4】  ..................  ☎66-3066
　ひがしとみず 【D-5】  .......  ☎39-5551
　とみず 【D-4】  .....................  ☎66-3456
　さくらい 【B-6】  ..................  ☎20-3371
　さかわ こやわた・ふじみ 【F-6】  ...  ☎47-9300
　しもふなか 【G-6】  ............  ☎48-1101
　とよかわ・かみふなか 【E-6】  ...  ☎38-4441
　そが・しもそが・こうづ 【E-7】  ...  ☎42-1374
　たちばな 【G-9】  ................  ☎44-1102
前羽福祉館 【H-8】  ...............  ☎43-1562
下中老人憩の家 【G-9】  .....  ☎43-1950
教育相談指導学級しろやま教室 【J-11】
　........................................................  ☎22-5618
教育相談指導学級マロニエ教室 【F-6】
　........................................................  ☎45-1188
特別支援教育相談室あおぞら 【D-5】 
　........................................................  ☎46-9020
片浦診療所 【L-13】  .............  ☎29-0012
市斎場 【C-3】  .........................  ☎34-4909
小田原城総合管理事務所 【K-11】  
　 ........................................................　  ☎23-1373
天守閣 【J-11】  .......................  ☎22-3818
歴史見聞館 【K-11】  ............  ☎22-5795
御幸の浜プール 【K-11】
　........................................................  ☎22-6080
小田原こどもの森公園わんぱくらんど 【E-2】
　........................................................  ☎24-3189
梅の里センター 【E-7】  ........  ☎42-5321
いこいの森 【E-2】  .................  ☎24-3785
曽我みのり館 【D-7】  ...........  ☎42-5320
小田原アリーナ 【D-5】  .......  ☎38-1144

スポーツ課 【D-5】  ................. ☎38-1148
スポーツ会館 【K-11】 ..........  ☎23-2465
城山陸上競技場 【J-11】
　 .........................................................  ☎22-3549
城山庭球場 【J-11】  .............  ☎22-9908
酒匂川スポーツ広場 【G-5】
　 .........................................................  ☎35-3977
小田原テニスガーデン 【D-5】
　 .........................................................  ☎37-4711
上府中公園小田原球場 【D-7】
　 .........................................................  ☎42-5511
栄町駐車場 【K-12】  ............  ☎24-7007
小田原フラワーガーデン 【C-4】
　 .........................................................  ☎34-2814
小田原宿なりわい交流館 【K-11】
　 .........................................................  ☎20-0515
扇町クリーンセンター 【E-5】
　 .........................................................  ☎34-0598
酒匂川左岸サイクリング場 【G-5】
　........................................................  ☎47-6743
おだぴよ子育て支援センター 【J-12】
　........................................................  ☎34-6181
小田原駅東口駐車場 【J-11】
　........................................................  ☎24-7007
おだわら市民交流センターUMECO 【J-11】
　........................................................  ☎24-6611

小田原警察署  .............................  ☎32-0110
小田原税務署  .............................  ☎35-4511
法務局西湘二宮支局  ..... ☎0463-70-1102
小田原年金事務所  ...................  ☎22-1391
小田原労働基準監督署  ........  ☎22-7151
ハローワーク小田原  ................  ☎23-8609
県小田原合同庁舎  ...................  ☎32-8000
県西土木事務所小田原土木センター  ....  ☎34-4141

酒匂川流域下水道右岸処理場  ..... ☎32-2911
酒匂川流域下水道左岸処理場  ..... ☎48-8315
県足柄上合同庁舎  ...................  ☎83-5111
県立生命の星・地球博物館  ....  ☎21-1515
県立おだわら諏訪の原公園  ....  ☎34-0404
県立西湘地区体育センター  .....  ☎48-2650
小田原箱根商工会議所  ........  ☎23-1811
小田原市体育協会  ...................  ☎38-3310

小田原市観光協会  ...................  ☎22-5002
小田原市森林組合  ...................  ☎35-2706
小田原市事業協会  ...................  ☎23-4470
小田原市シルバー人材センター  .....  ☎49-2333
歯科二次診療所  ........................  ☎48-6775
多古しらさぎ会館  .....................  ☎35-0174
南足柄市役所  .............................  ☎74-2111
中井町役場  ..................................  ☎81-1111

大井町役場  ..................................  ☎83-1311
松田町役場  ..................................  ☎83-1221
山北町役場  ..................................  ☎75-1122
開成町役場  ..................................  ☎83-2331
箱根町役場  ...................  ☎0460-85-7111
真鶴町役場  ..................................  ☎68-1131
湯河原町役場  .............................  ☎63-2111

（4）国･県･その他の機関

（2）市の出先機関･施設など

保育所
下曽我 【E-7】  ..............................  ☎42-0951
曽我 【C-7】  ..................................  ☎42-2852
上府中 【E-7】  .............................  ☎42-1642
豊川 【E-6】  ..................................  ☎36-4754
早川 【G-2】  .................................  ☎22-2710
桜井 【B-6】  ..................................  ☎36-0710

幼稚園
酒匂 【G-6】  .................................  ☎47-3661
東富水 【D-5】  ............................  ☎36-3606
前羽 【H-8】  ..................................  ☎43-0831
下中 【G-9】  .................................  ☎43-0612
矢作 【E-6】  ..................................  ☎48-4515
報徳 【C-5】  ..................................  ☎37-0585

小学校
三の丸 【K-11】  ..........................  ☎22-5164
新玉 【K-12】 .................................  ☎22-5167
足柄 【E-4】 ....................................  ☎34-1314
芦子 【F-4】 ....................................  ☎34-8244
大窪 【F-2】 ....................................  ☎22-1309
早川 【F-2】 ....................................  ☎22-4892
山王 【G-4】 ...................................  ☎35-2654
久野 【D-4】 ...................................  ☎35-3530
富水 【D-5】 ...................................  ☎36-3291
町田 【G-4】 ...................................  ☎34-5290
下府中 【F-6】 ...............................  ☎47-3364
桜井 【B-6】 ....................................  ☎36-0451
千代 【E-7】 ....................................  ☎42-1650
下曽我 【E-7】 ...............................  ☎42-1607

国府津 【G-7】 ..............................  ☎48-1777
酒匂 【G-6】 ...................................  ☎47-3660
片浦 【L-13】 ..................................  ☎29-0250
曽我 【C-7】 ....................................  ☎42-2278
東富水 【D-5】 ..............................  ☎36-3236
前羽 【H-8】 ....................................  ☎43-0331
下中 【G-9】 ...................................  ☎43-0610
矢作 【E-6】 ....................................  ☎48-1286
報徳 【C-5】 ....................................  ☎37-2800
豊川 【E-6】 ....................................  ☎36-8551
富士見 【G-5】 ..............................  ☎48-7116

中学校
城山 【F-3】 ....................................  ☎34-0209
白鷗 【G-5】 ...................................  ☎34-1736
白山 【E-4】 ....................................  ☎34-9295
城南 【F-3】 ....................................  ☎22-0274
鴨宮 【F-6】 ....................................  ☎47-3361
千代 【E-7】 ....................................  ☎42-1640
国府津 【G-7】 ..............................  ☎47-9148
酒匂 【G-5】 ...................................  ☎47-3344
泉 【D-5】 ........................................  ☎36-3440
橘 【H-9】 .........................................  ☎43-0250
城北 【B-6】 ....................................  ☎36-9518

（3）市立の学校･保育所･幼稚園

医療機関の案内
（平日・昼間） 時間:月～土曜日　9:00～12:00　13:00～17:00（日曜日、祝・休日、年末年始、休館日休み）

http://www.odawara.kanagawa.med.or.jp/

●病院、診療所の診療時間、休診日の案内　
●かかりつけ医、在宅医療、介護保険の主治医の相談
●各種健康診断、検査、予防接種実施医療機関の案内　
●医師による電話医療相談（事前に電話してください）

急病のとき（休日・夜間） ◎まず、かかりつけの医師に相談しましょう

救急車の要請　☎１１９

毎夜間、当直医の診療科・小児科の診療を行いますので、事前にお問い合わせください。
小田原市立病院での夜間診療　☎３４‐３１７５

小田原医師会地域医療連携室　☎47-0833

※ 外科系の診療は行って
いません。

☎47‐0823（休日・夜間急患診療所）
☎47‐0825（休日急患歯科診療所）
☎47‐0826（休日・夜間急患薬局）

運営／小田原医師会
 小田原歯科医師会
 小田原薬剤師会

診療科目 診療日 受付時間

夜間診療 内科
小児科

●平日 19:00～22:00
●土・日曜日、祝・休日、年末年始（12月29日～1月3日）18:00～22:00

休日診療

内科
小児科
耳鼻咽喉科
歯科

●日曜日、祝・休日
●年末年始（12月29日～1月3日）
※歯科は8月14日～16日も診療を行います。

8:30～11:30
(歯科9:00～）
13:00～15:30

眼　科 最新の広報小田原をご覧ください。

休日・夜間急患診療所（保健センター１階）

病院名 所在地 電話
山近記念総合病院 小八幡 ☎47-7151
小田原市立病院 久野 ☎34-3175
大内病院 南足柄市 ☎74-1515

県立足柄上病院 松田町 ☎83-0351
湯河原胃腸病院 湯河原町 ☎62-7181

病院名 所在地 電話
小林病院 栄町 ☎22-3161
小澤病院 本町 ☎24-3121
間中病院 本町 ☎23-3111
西湘病院 扇町 ☎35-5773
丹羽病院 荻窪 ☎34-3444

小田原市消防本部病院案内で当番病院などをご案内します。
毎夜間と休日（日曜日、祝・休日、年末年始）の昼間に、１０病院のうち２病院が順番で担当し、内科系・
外科系の診療を行っています。（広域二次病院群輪番制）

夜間、休日の病院案内　☎49‐0119

 ※施設名称の横にある丸数字と地図番号は、
　地図上の位置を表しています。



障害者雇用義務の対象拡大
ハローワーク小田原 ☎23-8609

4月1日から、障害者雇用義務の対象に
精神障がい者が加わりました。
障がい者の雇用により、「共生社会の実
現・労働力の確保・生産性の向上」が期
待されます。　
関主 障がい福祉課

藤田湘
しょう

子
し

記念
小田原俳句大会入選者
ID P23856  かもめ図書館 ☎49-7800

応募総数2,801句の中から入選作品
204句（一般138句、小中学生66句）が
決定。入選作品は5月11日（金）までハ
ルネギャラリーに展示しています。
大会賞
●木内百合子さん（一般の部）
「高階の窓の吹き出すしやぼん玉」
●府川久留実さん（小中学生の部）
「雪だるま手をつけてやり手をつなぐ」

グリーンカーテン用ゴーヤ苗の配布
ID P24810  申込 環境政策課 ☎33-1473

グリーンカーテンの普及啓発のため、
ゴーヤの苗（1世帯4株・全200株）を配
布します。
日  5月23日（水）9:00～16:00
場時  市役所4階環境政策課
対内  市内在住で「結果報告書」を提出でき
る人50人・申込先着順

申講  電話または環境政策課に直接
協力　JAかながわ西湘（苗の提供）

長寿夫妻に記念品を贈呈
ID P21202  高齢介護課 ☎33-1841

結婚60年・70年を迎える夫妻に、記念品
（祝状と額縁）を贈ります。
贈呈日　各地区の敬老行事開催日
対内  平成30年9月15日時点で、市内に3か
月以上住み、市の住民基本台帳などに
登録見込みの夫妻で、平成31年4月1
日までに結婚60年・70年を迎え、まだ
記念品を受け取っていない夫妻

申講  6月13日（水）までに、各地区民生委
員に直接

救急要請カードの配布
ID P07885  高齢介護課 ☎33-1841

「救急要請カード」は、救急搬送時に役
立てるため、持病やかかりつけ医など、
救急時に必要な情報を書いておくもの
です。在宅で生活している75歳以上の
人を対象に配っています。今年度75歳
になる人には、民生委員が戸別訪問し
てお渡しします。

平成29年度共同募金の結果
共同募金会小田原市支会 ☎35-4009

●一般（赤い羽根）募金 18,699,531円
県内の社会福祉施設や団体などの
活動に役立てられます。

●年末たすけあい募金 10,265,051円
子育てサークルや福祉活動を行う団体、
地域活動支援センター、家族介護者を
対象とした事業などに役立てられます。

関主 福祉政策課

お知らせ 募集
ホストファミリー
ID P24896  企画政策課 ☎33-1408

市では、2020年東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会に向けて、モルディブ
共和国など複数の国と、事前キャンプに
関する協定を締結しています。今後、協
定締結国の選手たちと、ホームステイを
通じて国際交流を進めていくために、「ホ
ストファミリー」の募集を開始します。
これまでの取り組み状況など詳しくは、
ホームページをご覧ください。

「小田原開府500年」
ロゴマーク
ID P04184   観光課 ☎33-1521

今年は、北条初代早雲公が二代氏綱公
に家督を譲り、本拠地を小田原にした年
から500年となります。これを記念し、市
と観光協会で「小田原開府500年」のロ
ゴマークを作成しました。
まち全体で事業を盛り上げるために、
幅広く活用してください。
申請方法など詳しくは、
北条早雲公顕彰五百
年事業ホームページを
ご覧ください。

北条早雲公と小田原城の
墨絵を活用した商品展開
ID P04184   観光課 ☎33-1521

来年は、北条早雲公が没してから500
年の節目の年です。これを機に、改めて
北条氏の魅力を広く周知するため、「北
条早雲公顕彰五百年事業実行委員会」
を設立しました。
実行委員会では、墨絵師の御

お

歌
か

頭
ず

さんが
作成した、「北条早雲公」と「小田原城」の
イラストを使用した商品開発を募集。申請
方法など詳しくは、北条早雲公顕彰五百
年事業ホームページをご覧ください。

小田原ちょうちん夏まつり
「特技見せまショー」参加者

観光協会 ☎22-5002

小田原ちょうちんがいっぱいのステー
ジで、ダンスや演奏などのパフォーマン
スを披露できます。
※1団体20分程度
日  ①7月28日（土）②29日（日）
定対 ①6団体②7団体・多数抽選
申講  5月15日（火）までに、はがきに団体
名、連絡先（氏名・住所・電話番号・ファ
クス番号）、出演内容、出演希望日を
書いて、郵送で
※出演時間帯は協会が決定します。
〒250-0014 城内1-21（小田原商工
会館内） 小田原市観光協会　
関主 観光課

小田原のマンホールカード登場!
ID P24794  下水道整備課 ☎33-1623

小田原宿なりわい交流館で、話題の「マ
ンホールカード」を配布中!カードには小
田原かまぼこ通りに設置しているマン
ホール蓋が描かれ、デザインの由来な
ども書いてあります。
配布期間
　 カードがなくなる
まで
配布時間 
10:00～17:00

Ｊアラート全国一斉情報伝達訓練
ID P24871  防災対策課 ☎33-1855

訓練に伴い、防災行政無線放送を実施。
日  5月16日（水）11:00
内場 「これは、Ｊアラートのテストです」×3
-「こちらは、防災小田原です」

※サイレン音は鳴りません。
※防災メールなどでも同内容を配信
※ 緊急速報メール、エリアメールは配信
しません。

生涯学習情報
～キャンパスおだわらコーナー～

けやき ☎33-1871

【出前講座＆体験学習】
「仕事と生活の調和を目指して」など新
メニューを加え、出前講座72講座、体
験学習13講座を用意。詳しくは、市ホー
ムページまたは5月下旬発行予定の「自
分時間手帖2018」をご覧ください。

「提案型協働事業」「市民活動応援補助金交付事業」の決定
ID P24830、P24831 　　　地域政策課 ☎33-1458

●提案型協働事業とは
市民活動団体と行政がそれぞれの特性や資源を生かし、地域課題の解決や新
たな市民サービスの創出を目指す制度です。市民活動団体が企画を提案する
「市民提案型協働事業」と、行政から事業テーマを提示し募集する「行政提案
型協働事業」があります。
平成30年度市民提案型協働事業

※平成31年度に実施する事業の企画提案を募集しています。
●市民活動応援補助金とは
市民活動の活性化と市民活動団体の自立を図り、市民主体のまちづくりを促
進するための補助金です。平成29年度中に申請のあった18件の事業のうち、
審査を通過した13件が、平成30年度の交付事業として決定しました。
平成３０年度市民活動応援補助金交付事業

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

事業名 団体名 主な事業内容
市所蔵美術品の保存管理と活用 おだわらミュージアムプロジェクト 市が所蔵する絵画の台帳整備など

ID P24616

メダカのお父さん
お母さん

ID P24805  環境保護課 ☎33-1481

地域固有の遺伝子を持った貴重な
市の魚「酒匂川水系のメダカ」。その
メダカを市民の手で守り、増やして
いこうと始めた「メダカのお父さん
お母さん」は、今では延べ1,900世
帯を超えました。
「酒匂川水系のメダカ」を育てる人を
募集します。
【メダカの配布】
日  6月23日（土）10:00～11:30
場時  市役所7階大会議室
　※ 公共交通機関をご利用ください。
内場  メダカセミナー（必須）、メダカの
配布

対内  市内、南足柄市、大井町、開成町
に在住、または事業所がある企業
などで、次の約束を守れる人80
世帯・多数抽選
①大切に育てる
②捨てたり放流したりしない
③他の種類の魚と一緒に飼育しない
④人に譲らない

申講  5月21日（月）までに、はがきに郵
便番号・住所・氏名・年齢・勤務先
（学校名）・電話番号を書いて、郵
送 （環境保護課「メダカ」係） で
※中学生以下は保護者の承諾が必要

〈ステップアップコース　プランA〉（事業費の７０％　上限２０万円） 単位:円
事業名 団体名 交付額

ＳＮＯＡみかん農園プロジェクト シニアネットワークおだわら＆あしがら 200,000 
防災意識・知識の啓発と普及事業 西湘災害ボランティアネットワーク 100,000 
スポーツを支える NPO法人下府中コミュニティShin2 200,000 
親子を中心とした、多世代交流スペース おだわら児童館連合 193,000 
書道指導者育成による書道の普及事業・社会貢献事業 書道指導者育成協会 200,000 
酒匂川水系のメダカとその生息地環境を保全・整備する事業 めだかサポーターの会 200,000 
子育て世代から発信する防災事業 NPO法人子育ての輪Lei 140,000 
第１０回鉄道資料展開催 小田原鉄道歴史研究会 100,000 

〈スタートアップコース〉（上限１０万円） 単位:円
事業名 団体名 交付額

口唇口蓋裂児の健やか子育て事業 虹の会（口唇口蓋裂児を持つ親の会） 67,000 
ニホンジカ捕獲対策のための誘引試験 特定非営利活動法人小田原山盛の会 100,000 
みんなで楽しく手話ダンス おはなしびっくりばこ 100,000 
家の外にも居場所を! アペゼ 100,000 

〈ステップアップコース　プランＢ〉（事業費の５０％　上限３０万円） 単位:円
事業名 団体名 交付額

リハビリフェスタ2019 県西地区リハビリテーション連絡協議会 300,000 
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募集
こどもイラストコンクール
フラワーガーデン ☎34-2814

フラワーガーデンで見た植物、楽しかっ
た思い出などを描いて応募してくださ
い。作品は掲示し、来園者の投票で各
賞を決定。詳しくは、ちらしまたはホーム
ページをご覧ください。
申講  7月29日（日）までに
ホE  http://seibu-la.co.jp/odawarafg/

身近な公園の候補地
ID P22454  みどり公園課 ☎33-1584

身近な公園の候補地として、500㎡以
上の市街化区域内の土地を寄附、また
は無償で20年間以上貸していただけ
る人は、ご連絡ください（周辺環境に関
する諸条件があります）。無償貸借で
は、税制上の優遇措置が受けられます。

公園遊具などの寄附者
ID P24741  みどり公園課 ☎33-1581

マロニエの芝生広場の一部に設置する
遊具やベンチなど、公園施設の寄附者
を募集します。詳しくは、お問い合わせ
ください。

住宅リフォームの支援
ID P17777  産業政策課 ☎33-1555

地域経済活性化を図るため、市内施工業
者で住宅リフォームを行った人に対し、地
場産品などを進呈する「地域経済循環型
住宅リフォーム支援事業」を実施します。
内場  5万円相当の商品（地場産品、食事券
など）　※カタログギフトから選択

定対  35件・多数抽選
申講  6月1日（金）～29日（金）に、直接

いこいの森　夏季アルバイト
申込 森林組合 ☎35-2706

キャンプ場の管理・清掃業務です。
日 期  7月21日（土）～8月31日（金）
時期  ①8:00～17:00（実働8時間）
　②19:00～8:00（宿直・実働9時間）
　※②は18歳以上のみ。
額選  ①日給7,680円②日給9,880円
申講  森林組合に電話連絡後、6月20日（水）
までに、履歴書を直接
※7月中に事前研修があります。
関主 農政課

ふれあい農園利用者
ID P24908  申込 ①農園管理者・小島 

☎42-0380
ID P12799  申込 ②農園管理者・野地 

☎42-0943

①田島ふれあい農園
場時  田島484　
対内  3区画（40㎡/区画）
※農機具倉庫、駐車場、水場有り。
②高田ふれあい農園
場時  高田604　
対内  6区画（30㎡/区画）

費定  ①②各6,000円（年額）
関主 農政課

フェンス広告
ID P23269  みどり公園課 ☎33-1583

※広告物の表示、維持、原状回復に要
する費用は広告主負担です。

申講  所定の申込用紙に書いて、みどり公
園課に直接　※申込先着順

救命講習（普通・上級）
ID P00490  申込 救急課 ☎49-4441

①普通救命講習
成人の心肺蘇

そ

生
せい

法とAEDの取り扱
いについて学びます。
日  6月24日（日）9:30～12:30
場時  マロニエ　　

②上級救命講習
普通救命講習の内容に「傷病者管理」
「異物除去」「搬送法」「熱傷の手当」
などを加えた応急手当て全般を学び
ます。
日  6月9日（土）9:00～18:00
場時  山北町健康福祉センター

①②共通
対内  中学生以上（市消防管内に在住・在
勤・在学の人を優先）各20人・申込先
着順

申講  5月10日（木）から電話（平日9:00～
17:00）で予約後、①6月14日（木）②
5月30日（水）までに、申請書を最寄り
の消防署所へ直接

市営住宅入居者
ID P22421   建築課 ☎33-1553

対内  一定の要件（所得制限、市税の滞納
がない、市内1年以上在住、単身者の
年齢制限など）を満たす人
募集予定戸数　約20戸
家賃　 住宅の築年数や間取り、入居す

る世帯の所得で毎年度決定
敷金　入居時の家賃の3か月分

※ 風呂がま・浴槽設置は入居者
負担（浅原住宅を除く）

公開抽選　6月下旬（予定）
入居手続き　 連帯保証人1人の印鑑登

録証明書などの書類を
提出

入居許可日　9月1日（土）
※ 鍵渡しは8月29日（水）・
30日（木）

申込用紙　 5月14日（月）～6月11日（月）
に、市役所、タウンセンター、
支所・連絡所、窓口コーナー
で配布

申込期間　6月5日（火）～11日（月）
9:00～17:00
※ 9日（土）・10日（日）は9:00～
12:00

申講  申込用紙に必要事項を書き、住民票
や所得証明など必要書類を添えて、
本人または入居家族が直接。
受け付け審査があります。

※次回の募集は11月です。

場所 区画数 大きさ 使用料
小田原球場
外野フェンス 14区画 縦1.6m

×横10m
73,600円

/年

上府中
スポーツ広場
西側フェンス

15区画 縦0.85m
×横4.5m

22,080円
/年

市立病院臨時職員
ID P00380  経営管理課 ☎34-3175

①臨床検査技師
内場  聴力検査など
対内  当該資格を持つ人

②助産師・看護師
対内  当該資格を持つ人

③看護補助員
内場  患者給食の配膳など看護師の補助

④メディカルアシスタント
内場  証明書などの医療関係書類の作
成、請求事務など医師の補助

額選  時給①1,540円～②1,720円～
　③1,200円～④1,000円～
　※④は入職後3か月時給960円

申講  電話連絡の上、履歴書を送付後に面接
※勤務時間は応相談

自殺対策計画策定委員
ID P24788  健康づくり課 ☎47-0820

対内  市内在住・在勤・在学の20歳以上で、
3回程度開催する会議に出席できる
人2人

任交  平成31年3月31日まで
選任  書類審査
額選  会議1回につき3,000円
申講  5月18日（金）までに、公共施設や市
ホームページにある申込書に必要事
項を書いて、本人が直接

創友クラブ（老人クラブ）会員
小田原創友クラブ連合会 ☎32-5800

老人クラブに加入して、ボランティア活
動、健康づくり、レクリエーションなどを
通じ、互いに老後を支え、励まし合える
友達をつくりましょう。
対内  市内在住のおおむね60歳以上の人
申講  近くの老人クラブ会長（不明な場合はお
問い合わせください）に直接または電話で

関主 高齢介護課

家族介護教室
ID P18184  申込 高齢介護課 ☎33-1864

介護について学ぶ講座です。
日  ①5月30日（水）②6月28日（木）
10:00～12:00

場時  いずみ2階集会室201
内場  ①介護保険制度・サービス
　②口

こう

腔
くう

ケアと薬
対内  高齢者を介護している家族、介護に
関心がある人25人・申込先着順

申講  各前日までに、電話で

認知症サポーター養成講座
ID P18188  申込 高齢介護課 ☎33-1864

認知症について学びましょう。
日  ①5月31日（木）14:00～16:00
②6月20日（水）10:00～12:00

場時  ①U
う

M
め

EC
こ

O会議室1
　②いそしぎ2階第2講習室
対内  市内在住・在勤・在学の人各30人
講額  キャラバン・メイト
申講  各前日までに、電話で

学生ボランティア
ID P07138  教育指導課 ☎33-1684

市内の幼稚園・小・中学校で活動する学
生ボランティアを募集します。
内場  ●  学習活動の支援

●  児童会や生徒会活動、行事の支援
●  クラブ活動や部活動の支援
●  介助が必要な児童・生徒への支援

対内  主に西湘地区在住で、幼稚園・小・中
学校の教員を目指している学生、また
はボランティア活動を希望する学生

申講  市ホームページにある登録カードに必
要事項を書いて、直接または郵送で

地域少年リーダー養成講座
「きらめきロビンフッド」
ID P24802   青少年課 ☎33-1723

FAX33-1723

学校・学年が違う仲間と交流しながら、
指導者と一緒にさまざまな体験プログ
ラムに挑戦します。

日 期  8月18日（土）～20日（月）
場時  いこいの森
対内  市内在住の小学5・6年生48人・多数抽選
申講  応募用紙（5月10日（木）から市ホー
ムページよりダウンロード可）に書い
て、5月31日（木）までに直接、郵送ま
たはファクスで

地域・世代を超えた体験学習
「あれこれ体験in片浦」
ID P24801   青少年課 ☎33-1723

日 期  ①7月28日（土）～30日（月）
②8月3日（金）～5日（日）

場時  片浦地区
対内  市内在住の小学5・6年生60人（男女
各30人）・多数抽選

申講  6月22日（金）までに、直接または市
ホームページで

おだわら自然楽校
「ゲームdeグループビルド」
ID P24769  申込 青少年課 ☎33-1723

初めて出会った人同士の緊張をほぐす
「アイスブレイク」、集団コミュニケー
ションとチームワークの活性化を図る
「グループビルド」を体験・実践します。
日  6月9日（土）9:30～17:00
場時  PAA21ロープスコース（南 足柄市）
対内  青少年育成や体験活動に関心のあ
る高校生以上30人・申込先着順

費定  1,000円　
講額  宮里麻美さん
　（ファシリテーター）
申講  6月1日（金）ま
でに、電話で
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募集
65歳からの筋トレ教室
ID P03393  申込 高齢介護課 ☎33-1826

①いそしぎ マシン教室
日  7月3日～9月27日の毎週火・木曜日
13:30～15:00

②いそしぎ ストレッチ教室
日  7月2日～9月10日の毎週月曜日
11:45～13:00

③アリーナ マシン教室
日  7月2日～9月26日の毎週月・水曜日
10:00～11:30、13:00～14:30

④アリーナ ストレッチ教室
日  7月3日～9月27日の毎週火・木曜日
10:00～11:15

①～④共通
対内  市内在住の65歳以上の人①②20人
③④30人　※身体の状態により選考

費定  1,500円（保険料）
申講  5月15日（火）～31日（木）に、電話で
※医師から運動を止められている人、
「高齢者体操教室」に参加している
人は参加できません。

※個人面談・体力測定有り。

基準緩和型サービス従事者研修
ID P19446  申込 高齢介護課 ☎33-1826

研修の修了者は、介護予防・日常生活
支援総合事業の基準を緩和した、ヘル
パーとデイサービスに従事できます。
日  5月31日（木）9:30～17:45
場時  けやき4階第2会議室
定対  50人・申込先着順
申講  5月28日（月）までに、直接または電話で

食で生き生き!栄養教室
ID P03391  申込 高齢介護課 ☎33-1826

血管を強くする効果の高い食品に関す
る講話と、調理実習を行います。
日  ①6月22日（金）10:00～13:00 　　
②7月11日（水）10:00～13:00

場時  尊徳記念館2階食堂
対内  市内在住の65歳以上の人20人程
度・申込先着順　

費定  500円（食材費）
持費  エプロン、三角巾、布巾
申講  ①5月15日（火）～6月8日（金）
②5月15日（火）～6月25日（月）
に、電話で
共催　小田原創友クラブ

脳と体の若返り塾
ID P17356  申込 高齢介護課 ☎33-1826

認知症予防に効果があるウォーキング
を中心に、脳と体を刺激します。
日  ① 7月4日～9月26日の水曜日　
10:00～12:00
② 7月6日～9月28日の金曜日　
14:00～16:00
各全12回（月4回程度）　

場時  ①いそしぎ②尊徳記念館
対内  市内在住の65歳以上の人各30人・
申込先着順

申講  5月15日（火）～6月11日（月）に、電話で

高齢者向けのボランティア
活動説明会
申込 社会福祉協議会 ☎35-4000

社会貢献と同時に自分の介護予防にも
なるボランティア活動の説明会です。
日  5月31日（木）10:00～11:00
場時  いそしぎ2階第1講習室
内場 「アクティブシニア応援ポイント事業」
の説明、ボランティア活動の心得

対内  市内在住の60歳以上の人20人程
度・申込先着順　

関主 高齢介護課

障がい児支援ボランティア講座
申込 社会福祉協議会 ☎35-4000

障がいのある子どもへの理解を深め、
支援するボランティアを育成する講座
です。
日  6月18日（月）・25日（月）、7月3日（火）・
17日（火）9:30～11:30、7月4日（水）
～13日（金）（土・日曜日は除く）のいず
れか1日の1時間程度（全5回）

場時  小田原養護学校・おだわら総合医療
福祉会館

内場  養護学校教員講話、家族講話 他
対内  ボランティア活動可能な人20人・申
込先着順　

関主 福祉政策課

手話入門講座
申込 社会福祉協議会 ☎35-4000

挨拶など基本的な手話を楽しく学びな
がら、聴覚障がいの理解を深めます。
日  6月7日～7月5日の毎週木曜日
①10:00～11:30（全5回）
　②18:30～20:00（全5回）
場時  おだわら総合医療福祉会館
対内  手話初心者の人
①20人②30人・申込先着順

講額  ①手話サークル松の会
　② 県聴覚障害者総合福祉協会手話
通訳者、手話サークル城の会

関主 福祉政策課

がん患者のための就労相談
ID P23161   申込 市立病院がん相談 

支援センター ☎34-3175

がん専門相談員と社会保険労務士が、
治療と仕事の両立のしかた、利用でき
る給付金などにお答えします。
日  ①5月24日（木）②7月26日（木）
13:00～17:00

場時  市立病院1階お薬確認場所
対内  がん患者さんとその家族各4件・申込
先着順

申講  各前日までに、電話で

不登校出張相談会
ID P24318  申込 教育指導課 ☎33-1729

子どもの不登校について、専門家に個
別相談できます。
日  6月20日（水）13:00～17:00（1件50分）
場時  マロニエ
対内  希望する児童・生徒の保護者4件・申
込先着順

カウンセラー
高橋良

よし

臣
おみ

さん（登校拒否文化医学研究
所代表、臨床心理士）

5月は消費者月間
ID P24586  地域安全課 ☎33-1775

今年は「ともに築こう　豊かな消費社
会～誰一人取り残さない～」を全国統
一テーマに啓発活動を実施。市では5
月15日（火）まで、市役所2階市民ロビー
でパネル展示を行います。契約トラブ
ルなど困ったときは、消費生活センター 
（専用ダイヤル☎33-1777）にご相談
ください。

街頭労働相談会
かながわ労働センター湘南支所

 ☎0463-22-2711（代）

働く人のいろいろな悩みについて、県
職員が詳しくお答えします。労働手帳な
ど労働関係資料も配布します。
日  6月6日（水）・7日（木） 
11:00～18:00

場時  小田原地下街ハルネ小田原
関主 産業政策課

相談

●市民相談〈6月〉　地域安全課 ☎33-1383
 　場時 市役所2階地域安全課（土・日曜日、祝日を除く）

一　般
離婚、相続、近隣トラブルな
ど日常生活上の軽易な問
題に関する相談

月～金曜日 9:00～12:00
13:00～16:00

心配ごと 家庭や地域で困ったこと、
悩み事に関する相談 毎週月曜日 13:30～15:30

法　律
（予約制）

離婚、相続、近隣トラブルな
どの法律問題に関する相談
（予約は2週間前から）

毎週水曜日 13:30～16:00

人権擁護 嫌がらせ、名誉き損、プライバ
シーの侵害などに関する相談 12日（火）13:30～15:30

司法書士
相続・贈与などの登記手続
き、成年後見、遺言書の作
成などに関する相談

14日（木）13:30～15:30

税　務
相続・贈与・譲渡所得税な
どの税金に関する相談（6
人・当日先着順）

19日（火）13:30～15:30

行政苦情 国・県・市への要望や苦情 21日（木）13:30～15:30

宅地建物取引 不動産の売買など取引、賃
借などに関する相談 28日（木）13:30～15:30

 場時 マロニエ2階集会室203

行政書士
相続・遺言、成年後見、各種
許認可申請などの作成・手
続きに関する相談

16日（土）14:00～16:00

●その他の相談

消費生活相談
消費生活センター
☎33-1777

消費生活に関する苦情や問い合わせなど、お気軽にご
相談ください。電話でもお受けします。
日月～金曜日（祝日を除く）　9:30～12:00、13:00～16:00
　※ 平日12:00～13:00、16:00～19:00、土・日曜日、
祝日は、県の消費生活相談（☎045-311-0999）を
ご利用ください。

場時 消費生活センター（市役所2階地域安全課内）
対内  小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町に在住・在勤・在学の人

児童相談
子育て政策課
☎33-1454

子育てについてのさまざまな悩み（18歳未満の児童に
関するもの）を児童相談員がお受けします。
日月・火・木・金曜日9:00～12:00、13:00～16:30

女性相談
人権・
男女共同参画課
☎33-1737

夫や親しい男性とのトラブルなど、女性が抱える悩みを
相談員がお受けします。
日月・水・木・金曜日9:30～11:30、13:00～16:30
※全国共通ナビダイヤルでも対応しています。
　内閣府男女共同参画局DV相談ナビ ☎0570-0-5

ここにでんわ

5210

青少年相談
青少年
相談センター
☎23-1482

ひきこもりや若年無業者（ニート）、不登校、親子や友人と
の関係などの問題で悩む子ども、若者（30歳代まで）や
その保護者からの相談をお受けします。
日月～金曜日（祝日を除く）　9:00～12:00、13:00～17:00
場時 青少年相談センター（城山4-2-11）

各種相談

パブリックコメント 
（市民意見）

ID P04405  総務課 ☎33-1293

条例などの案と意見記入用紙は、
担当課、タウンセンター、図書館な
どに配架する他、市ホームページに
掲載します。
申講  意見提出期間内に担当課まで直
接、郵送、ファクスまたは市ホーム
ページの投稿フォームで
意見提出期間
①実施中～5月14日（月）
②実施中～5月15日（火）
③5月1日（火）～5月30日（水）
条例などの案の題名 担当課・係

① 小田原市地域センター
条例の一部改正

地域政策課
地域センター係
☎49-9191

② 小田原市印鑑条例等
の一部改正

戸籍住民課
住民異動係
☎33-1384

③ 小田原市開発審査会
提案基準の一部改正

開発審査課
調査係
☎33-1442

申込先着順で記載がない場合、申込開始日は5月10日（木）から 2018（平成30）年　5月号　No.1189 11



イベント
実施中～6/10(日)
収蔵日本画展
ID P24873  郷土文化館 ☎23-1377

岡本秋
しゅう

暉
き

や狩野探
たん

溟
めい

など、小田原ゆか
りの絵師の作品を中心に紹介します。
時期  9:00～17:00
場時  松永記念館・別館

5/6(日)・26(土)、6/3(日)・16(土)
ミニドッグラン

曽我みのり館 ☎42-5320

自然環境に恵まれた曽我みのり館に、
「小型犬専用ミニドッグラン」を設置し
ました。
時期  10:00～15:00（受付14:30まで）
※雨天中止

場時  曽我みのり館（駐車場50台有り）
対内  利用規約を守り、当日、利用登録をする
20歳以上の人とその家族（中学生以下
は保護者同伴、3歳以下は入場禁止）

費定  犬1匹500円、2匹め300円、3匹め
200円

持費  飼い犬登録証（犬鑑札）、最新の狂犬病
予防接種注射証明書、混合ワクチン接
種証明書（5種以上、接種から1年以内）

関主 農政課

5/13(日)
クリーンさかわ

地域政策課 ☎33-1457

時期  9:00～10:00
※大雨・河川増水時は5月19日（土）に延期
場時  酒匂川流域（10ブロックに分けます）
申講  酒匂川流域に在住の人
地域の自治会を通じて参加
その他の地域に在住の人や、企業
（団体）で参加を希望する人
地域政策課に電話で

主ホ  小田原市自治会総連合

5/19(土)
プレイパークで遊ぼう!
ID P24870   青少年課 ☎33-1724

子どもが思い切り遊べるように、禁止
事項を少なくした遊び場です。
時期  10:00～16:00
場時  早川河原公園　※参加自由・小雨決行
問関 pp@seisho黒柳（☎090-7842-1374）

①5/19(土)・②20(日)
おもちゃ電車ぷらぱあく

わんぱくらんど ☎24-3189

昔懐かしい、青いレールの上を走るおも
ちゃ電車がやってきます。市内を走る電
車が勢ぞろいします。
時期  ①11:00～16:00
②10:30～15:30

場時  エントランス広場

5/20(日)
人とペットの防災フェスティバル
防災総合ペット育成協会 ☎39-1313

家族で楽しみながら、防災について考
えるイベントです。ペット防災相談、わん
ちゃんしつけ教室など、ペットも一緒に
参加できます。
時期  12:00～16:00　※雨天中止
場時  下中小学校　関主 防災対策課

①5/20(日)②26(土)
松永記念館　庭園呈茶
ID P24875  郷土文化館 ☎23-1377

新緑の庭園とお茶を楽しみましょう。
時期  10:00～15:00
　（茶菓がなくなり次第終了）
場時  松永記念館①老

ろう

欅
きょ

荘
そう

②葉
よう

雨
う

庵
あん

費定  ①500円②300円(茶菓子付き)
呈茶　①（一社）足柄茶ラボ②風

ふう

韻
いん

の会

5/25(金)
セカンドライフ応援セミナー
ID P24642  企画政策課 ☎33-1379

セカンドライフでも楽しく仕事やボラン
ティアがしたいシニアを対象に、仕事や
活動場所の紹介などをします。
時期  14:00～16:00（受付13:30～）
場時  いずみ2階いずみホール
内場  ①講演会「シニアの就労環境について」
②仕事や活動場所の紹介
ヤマト運輸（仕分け作業など）/市
シルバー人材センター（軽易で安
全な仕事）/小田原虹の会（障がい
者の生活支援）/放課後こども教室
（子どもの見守り、学習補助）/放
課後児童クラブ（児童を見守る支
援員）/アクティブシニア応援ポイン
ト事業（ボランティア活動）/シニア
ネットワークおだわら＆あしがら（活
動の場の提供）/市観光協会（ボラ
ンティア募集）

対内  市内在住または市内での活動を希望
するおおむね60歳以上の人60人・申
込先着順

申講  5月24日（木）までに、電話（SNOA・椎
野 ☎090-8342-3453）またはメール
（ E申 kyozishiino@softbank.ne.jp）で

5/27(日)
高校ラグビー県予選決勝戦
ID P24844  企画政策課 ☎33-1408

関東高等学校ラグビーフットボール大会
神奈川県予選会の決勝戦（13:45～）と、
3位決定戦（12:30～）が開催されます。
場時  城山陸上競技場
※公共交通機関をご利用ください。

5/27(日)
人形教室1周年記念自主公演

下中座事務局 ☎44-4573

国指定重要無形民俗文化財の相模人
形芝居下中座が、平成29年5月に開講
した「第2回人形教室」の1周年を記念し
て、自主公演を行います。
時期  14:00開演（13:30開場）
場時  けやき2階ホール
内場  演目　「壺

つぼ

坂
さか

観
かん

音
のん

霊
れい

験
げん

記
き

　山
やま

の段
だん

」
「生

しょう

写
うつし

朝
あさ

顔
がお

話
ばなし

　宿
やど

屋
や

の段
だん

　大
おお

井
い

川
がわ

の段
だん

」
関主 文化財課

5/26(土)
上府中公園まつり
上府中公園管理事務所 ☎42-5511

フリーマーケットと湘南ベルマーレス
ポーツフェスタが、同時開催されます。
時期  9:30～15:30
※ 悪天候時は、フリーマーケットのみ27
日（日）に延期

5/26(土)
おかえりなさいコアジサシ（探鳥会）
ID P24842  環境保護課 ☎33-1481

時期  9:30～12:00　
場時  集合　鴨宮駅南口（予定）
内場  コアジサシの繁殖・酒匂川の野鳥観察
定対  30人・申込先着順
申講  3日前までにコアジサシプロジェクト・頼

らい

（☎080-5643-9894）に電話、またはメー
ル（ E申 ur-sasiba@rb4.so-net.ne.jp）で

①5/26(土)②6/23(土)
朝ドレ♪チャレンジ教室
申込 JAかながわ西湘 ☎47-8183

①夏野菜栽培体験
時期  13:30～14:30頃
場時  朝ドレファ～ミ♪成田店　
費定 300円
持費  汚れてもよい服装、タオル、園芸用
スコップ、軍手など

②田んぼの生き物調査
時期  9:30～11:30、13:30～15:30
場時  JAかながわ西湘成田総合選果場

※持ち物は、申込後に別途お知らせ
対内  小学生以下の親子各10組・申込先着順
関主 農政課

5/27(日)
子育て支援フェスティバル
ID P17730  子育て政策課 ☎33-1874

子育て関連団体が集まり、親子で楽し
める遊びや、子育て情報を提供する、子
育て世帯対象の催しです。
時期  10:00～15:00　
場時  マロニエ
内場  ①親子で楽しめる遊び
小物制作、折り紙、バルーンアート、
スライムなど
②ステージ発表
キャラクターショー、音楽遊び、手
遊び、紙芝居など
③相談、情報提供
歯科医師、薬剤師、保健師などへ
の相談、保育園や幼稚園の紹介、
地域子育てひろばの紹介など
④模擬店
やきそば、かます棒、ポップコーン、
綿菓子など

※子ども用品のフリーマーケットなども
あります。
※当日の児童プラザラッコの開設時間
は10:00～15:00です。

清
せ い

閑
か ん

亭
て い

申込 清閑亭 ☎22-2834
場時 清閑亭（南町1-5-73）

11:00～16:00開館　※火曜休館

①斎藤雄
たけ

到
し

作品展
市内在住の写真家
兼画家・斎藤さん
の、画業の集大成
として、良寛の挿絵
作品展を開きます。

日 期  5月9日（水）～
20日（日）

②千
せん

和
わ

会
かい

～箏
こと

・三
さん

絃
げん

による春の宴
小田原で長く活躍している生田流
箏
そう

曲
きょく

宮城社大師範・稲葉さんと、
都
と

山
ざん

流尺八による、春の演奏会。
日  5月12日（土）13:00～15:30
定対  15人・申込先着順
費定  1,000 円（茶菓子付き）
出持  稲葉千鶴子さん、飯田和

かず

世
よ

さ
ん　他

③童謡100年　白秋、歌の散歩道
北原白秋が多くの童謡を作詞し
た「小田原の散歩道」を、ソプラノ
歌手・橋本京子さんと一緒に、歌
いながら歩きます。
日  5月13日（日）13:00～16:00
定対  10人・申込先着順
費定  2,000円（茶菓子付き）

④小田原漆器組合 木のうつわ展
県を代表する伝統工芸品「小田原
漆器」の展示会。漆職人・木工ろく
ろ職人の作品が一堂に会します。

日 期  5月25日（金）～27日（日）
⑤小田原城アートNOW2018
市内各所を現代アートで飾る
「アートNOW」。10人以上の作
家による立体作品を展示。

日 期  6月2日（土）～17日（日）
出展　小田原文化芸術協会

いこいの森イベント
申込 いこいの森 ☎24-3785

①森ヨガ
森林の中でヨガをして、心身とも
にリフレッシュしましょう。
日  5月25日（金）10:30～13:30
定対  30人・申込先着順
費定  1,000円

②きつつき木工教室
｢折りたたみ椅子づくり｣
小田原の森林から伐

き

り出された
木材を使い、一人掛けの折りたた
み椅子を作ります。
日  6月の毎週土・日曜日
10:00～15:00

対内  各回1組（小
学生以下は
保護者同伴）・
申込先着順

費定  7,000円

※駐車場料金別途500円
　（市民以外は1,000円）

2018（平成30）年　5月号　No.118912



イベント
5/27(日)
小田原市水防訓練
ID P07360  防災対策課 ☎33-1855

消防職員、消防団員、水防関係機関が
参加して水防訓練を行います。
時期  9:30～11:00　※荒天中止
場時  酒匂川スポーツ広場（寿町5丁目）
※一般来場者の観覧席有り。

内場  消防車両などの展示、土のう作りや
ロープの取り扱い体験など

5/27(日)
オストメイト講演・相談会
日本オストミー協会神奈川支部

事務局・白鳥 ☎080-5027-5780

時期  13:30～16:30　
場時  U

う

M
め

EC
こ

O会議室1～3
内場  講演「フリートーク」、会員の経験談と
質疑応答、グループ懇談、個別相談、
装具の展示

対内  人工肛門・膀
ぼう

胱
こう

保有者とその家族、医
療関係者など70人・当日先着順
相談員　 市立病院皮膚・排

はい

泄
せつ

ケア認定
看護師

関主 障がい福祉課

6/2(土)～17(日)
小田原城あじさい花菖蒲まつり
ID P22607  小田原城総合管理事務所 

☎23-1373

場時  小田原城本丸東堀・花菖蒲園
●オープンガーデン
花菖蒲園の広
場にテーブル
と椅子を用意。
出店有り。
●ライトアップ
あじさいの見頃に合わせ、日没から
21:00まで点灯。
●天守閣開館延長
期間中の土・日曜日の開館時間を
19:00まで延長。
月 日 時間 行事

6
月

2日
（土）

11:00～/
12:00～ 北條太鼓

9日
（土）

17:00～ 岸義紘サクソフォン
コンサート

18:30～
20:00

AKARI NIGHT
（灯ろう点灯）

16日
（土）14:00～ 相洋太鼓

17日
（日）

14:00～/
15:00～ 外

うい

郎
ろう

太鼓

昼のミニコンサート
ID P03885  文化政策課 ☎33-1706
雅楽演奏会～悠久の音色～
日  5月23日（水）
12:20～12:40

場時  小田原地下街
ハルネ小田原

出持  相模蓮
れん

雅
が

会（雅楽）
曲目　壱

いち

越
こつ

調
ちょう

音
ね

取
とり

、賀
か

殿
でんの

急
きゅう

　他

フラワーガーデン
フラワーガーデン ☎34-2814

●朝市 （売切次第終了）
日  毎週日曜日10:00～15:00

●なるほど園芸講座
大坪孝之さんによる園芸講座。5
月のテーマは「バラ・花後の剪

せん

定と
管理」。家庭の園芸植物の相談は、
11:30～12:00の「みどりの相談所」
で受け付けます。
日  5月20日（日）10:30～11:30

かもめ名画座
ID P14250  かもめ図書館 ☎49-7800
思い出の映画をお楽しみください。
日  5月18日（金）13:30～（開場13:10）
内場  「刑事コロンボ 殺人処方箋」
（1967年・99分）
監督　リチャード・アービング
出演　ピーター・フォーク 他

定対  120人・当日先着順
協力　かもめ図書館フレンズ

二宮尊徳生家のいろり燻蒸
ID P07325  尊徳記念館 ☎36-2381
二宮尊徳生家の保全のため、いろりに
火を入れて、けむり燻蒸を行います。
※見学自由
日  5月26日（土）、6月9日（土）
9:00～11:30

場時  二宮尊徳生家（尊徳記念館隣）

わんぱくらんど
わんぱくらんど ☎24-3189

●竹細工教室
昔遊びや、竹とんぼ・ぶんぶんゴマ
を作って遊びましょう。
日  毎週土・日曜日
9:30～12:00、13:00～15:00
※実施しない日もあります。

場時  冒険の丘　費定  400円（材料費）

上府中公園
上府中公園管理事務所 ☎42-5511
●親子であおぞら工作室
木の実や枝、廃材などを使い、自由
に工作を楽しみましょう。
日  5月6日（日）・20日（日）
10:00～15:00

場時  親水広場　※雨天中止
対内  小学生以下（保護者同伴）

●おもちゃ作り教室
日  5月13日（日）10:00～12:00、
13:00～15:00

場時  親水広場　※雨天中止
対内  小学生以下
費定  100～300円（材料費）
　※ 作るものにより金額が異なります。

●カミイチ（かみふなかクラフト市）
手作りクラフト品などを出店。
日  5月19日（土）10:00～16:00
※荒天中止

ホE  https://www.facebook.com/
kamiichi2012

小田原競輪開催日 
事業課 ☎23-1101

●京王閣記念（GⅢ）場外
日 期  5月12日（土）～15日（火）
●前橋（FⅠ）場外
日 期  5月21日（月）～23日（水）
●日刊スポーツ新聞社杯争奪戦（FⅠ）
日 期  5月29日（火）～31日（木）

月例イベント

6/9(土)
県西地区みんなのつどい
県立中井やまゆり園 ☎81-0288

施設や在宅で暮らしている県西地区の
障がい児・者とその家族が集まり、体を
動かし交流します。
時期  10:00～15:00
場時  小田原アリーナメインアリーナ
内場  応援合戦、綱引き、パン食い競走、玉
入れ、バンド演奏、ダンスなど

関主 障がい福祉課

6/10(日)
犬のしつけ教室
ID P24806  環境保護課 ☎33-1481

時期  10:00～11:30、14:00～15:30
場時  市役所西側駐車場
定対  各回15組・申込先着順（1組2,000円）
講額  岸良

りょう

磨
ま

さん（ドッグライフプランナーズ）
申講  小田原獣医師会の各動物病院で

①6/9(土)、②7/14(土)
植物観察会
小田原の植物研究会・小宮 ☎090-3596-7872

時期  ①下田市須崎　8:15～17:00
集合　伊東線熱海駅　8:15

②三島　柿田川　9:00～16:00
集合　三島駅　9:00

定対  各回20人・申込先着順　
費定 100円（保険料）　※別途、昼食代など必要
申講  開催日の約1か月前から　関主 環境保護課

6/9(土)
男女共同参画講演会
ID P21304  申込 人権・男女共同参画課 

☎33-1725
働き女子～自分もまわりも幸せにする仕事術
時期  13:30～15:00　場時 UMECO会議室1
定対  70人・申込先着順
※ 託児有り（申講 5月24日（木）まで。お
やつ代など100円）。

講額  永田潤子さん（大阪市立大学大学院
都市経営研究科教授）　
共催　UMECO、かなテラス

6/2(土)
水道週間イベント
ID P20251   営業課 ☎41-1202

6月1日（金）～7日（木）の水道週間に合
わせてイベントを開催。楽しみながら水
道について理解を深めましょう。
時期  10:00～16:00
※荒天中止

場時  小田原城本丸東
堀・花菖

しょう

蒲
ぶ

園
内場  水の飲み比べ、水
道局の仕事体験、
パネル展示など

6/2(土)
山王川・久野川一斉清掃

地域政策課 ☎33-1457

時期  午前中　※大雨、河川増水時は中止
場時  山王川・久野川流域
申講  足柄・芦子・二川・久野・山王網一色の
各地区に在住の人
地域の自治会を通じて参加
その他の地域に在住の人や、企業
（団体）で参加を希望する人
5月31日（木）までに、地域政策課へ電話で

主ホ  山王川・久野川を美しくする会

①6/6(水)～10(日)
②6/13(水)～17(日)
市美術展覧会
ID P24486  文化政策課 ☎33-1706

市民の美術作品を展示する美術展。
①前期（洋画・日本画・版画・彫塑）
②後期（工芸・書道・写真）
時期  9:30～18:00（最終日は16:00まで）
場時  けやき2階ホールなど
【ギャラリートーク】
　日  会期中、水～土曜日の14:00～
　場時  けやき2階ホールなど
【講評】
　日  前期6月10日（日）14:00～
　　後期6月17日（日）13:00～
　場時  けやき2階ホールなど
【ワークショップ】
①美術体験②書道体験③工芸体験
日  ①6月9日（土）②③16日（土）
　10:00～12:00
場時  けやきホワイエなど

【ギャラリーコンサート】　※各30分程度
①ソプラノとピアノのコンサート
②箏

こと

のコンサート
日  ①6月9日（土）13:20～、15:00～
　②6月16日（土）13:20～、15:00～
場時  けやき2階ホール

▲水道週間ポスター
（出典（公社）日本水道協会）

今月のテーマは
「あいさつ」です。～手話のあるくらし～

いまをともに生きる

心のバリアフリー

①おはようございます

Vol.1

②よい天気ですね

片手を丸め、こめかみ付近から
あごの位置へ下げます。
両手の人さし指を立てて左右
に置き、人さし指を曲げます。

手のひらを顔の前で交差させ、
左右に開きます。
片手を丸め鼻に当てそのまま
前に出します。
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スポーツ
トレーニングルーム利用者講習会
〈6月分〉
申込  ①小田原アリーナ ☎38-1144
②スポーツ会館　 ☎23-2465

①小田原アリーナ
日  毎週月曜日14:00～15:00
毎週火曜日11:00～12:00
毎週木曜日19:00～20:00
毎週日曜日11:00～12:00
※ 6月18日（月）・25日（月）・26日（火）
を除く。

対内  高校生以上各日15人・申込先着順
申講  5月15日（火）9:00から
ホE  http://odawaraarena.main.jp/

②スポーツ会館
日  6月16日（土）・28日（木）
14:00～15:00
6月6日（水）18:30～19:30

対内  高校生以上各日8人・申込先着順

小田原球場の主な行事予定
〈5月15日～6月14日〉

小田原球場 ☎42-5511

一般開放日の受付
申講  5月3日（祝）～10日（木）に電話で
　※多数抽選

※ 大会開催時は、一般利用ができない
こともあります。

ホE  http://odawara-jigyo-kyokai.jp/kouen/

総合型地域スポーツクラブ
「城下町スポーツクラブ」体験会

城下町スポーツクラブ事務局 
☎080-6507-0642

スポーツ課 ☎38-1149

有資格の指導員による、さまざまなス
ポーツ教室が体験できます。

場時  ①③④小田原アリーナ②三の丸小学
校体育館⑤小田原テニスガーデン⑥
富水小学校体育館

対内  ①幼児・保護者③④⑤小学生②小学
生・中学生⑥どなたでも
※直接会場にお越しください。 
費定  500円
持費  シューズ（ソフトテニスはシューズの
底に凹凸がないもの）・飲み物

ホE  http://jsc-odawara.sakura.ne.jp

5月19日（土）
6月  2日（土）

3日（日）
9日（土）

日本少年野球
神奈川県支部大会

6月10日（日） 一般開放日

日程 開催時間 種目

５
月

14日
（月）
21日
（月）

11:00～
12:00

① おやこたいそう
教室

17:00～
19:00

② ジュニア
バドミントン教室

24日
（木）
31日
（木）

16:00～
18:00

③ 小学生
バドミントン教室

④ 小学生卓球教室

⑤ ためしてソフトテニス

19:30～
21:30

⑥ はじめての
バドミントン

こども
おだたんひろば
ID P01981  子育て政策課 ☎33-1874
　　小田原短期大学 ☎22-1303

親子で遊んだり、おしゃべりをします。
日  5月9日（水）・16日（水）10:00～11:30
場時  小田原短期大学体育館
対内  入園前の子どもとその家族
持費  体育館で使用する上履き

子ども映画会と金次郎のおはなし
ID P07859  尊徳記念館 ☎36-2381

日  5月27日（日）14:00～14:45
場時  尊徳記念館1階視聴覚室
内場  ●映画「桃太郎」他

●金次郎のおはなしとクイズ
定対  60人・当日先着順

図書館こども映画会
ID P00981  かもめ図書館 ☎49-7800

市立図書館 ☎24-1055

●かもめ図書館
日  5月5日（祝）14:00～（開場13:40）
内場  「くまのプーさん」（28分）
日  5月12日（土）14:00～（開場13:40）
内場  「炭焼き長者」他（22分）
日  5月26日（土）14:00～（開場13:40）
内場  「スナフキンが帰って来た」（25分）

●市立図書館
日  5月19日（土）14:00～（開場13:40）
内場  「フィガロとクレオ」他（29分）

ぴよぴよくらぶ
ID P03637   ぴよぴよくらぶ・椎野

☎090-6303-0861

親子で楽しむ体操や手遊び、季節の工
作などを行います。
日  ①5月10日（木）
②6月7日（木）
10:00～11:30
（受付9:45～）

場時  マロニエ
内場  ①もうすぐ母の日、おめでとう!!
　②お父さん ありがとう!!
対内  入園前の子どもとその家族
費定  子ども1人100円（材料費）
関主 子育て政策課

●妊婦さんの集いの場
妊婦さんが出産や子育てについて
話します。助産師も参加。
日  5月18日（金）14:30～16:00　場時 いずみ

●赤ちゃんひろば
6か月までの赤ちゃん（第1子）とママ、プ
レママを対象とした、子育て講座です。
日  5月18日（金）14:30～15:30
場時  マロニエ　
対内 親子10組とプレママ・申込先着順
申講  マロニエに電話または直接

●赤ちゃんデー
6か月までの乳児限定ひろばです。
日  ①5月11日（金）10:00～11:45
②5月18日（金）13:00～15:00
③5月24日（木）10:00～12:00
④6月1日（金）10:00～11:45

場時  ①④おだぴよ②いずみ③マロニエ
●赤ちゃんデー（すくすくデー）
0歳児とママの会。上の子と一緒や、
妊婦さんも参加できます。
日  5月11日（金）10:00～11:00
場時  こゆるぎ　定対  15組
申講  こゆるぎに電話で

●ヨチヨチデー
7～11か月の乳児限定ひろばです。
日  ①5月8日（火）10:00～12:00
　②5月23日（水）10:00～11:00
　③5月25日（金）13:30～15:30
場時  ①マロニエ②いずみ③おだぴよ

● 親子の絆
きずな

づくりプログラム 赤ちゃ
んがきた!（愛称BP）
同じ時期にお母さんになった人と、
子育てに必要なことを学びます。
①日  5月7日～28日の毎週月曜日
13:30～15:30（全4回）

場時  マロニエ
対内  生後2～5か月の赤ちゃんと初
めて子育てをするお母さん20
組・申込先着順

申講  マロニエに電話または直接
②日  6月7日～28日の毎週木曜日
14:00～16:00（全4回）

場時  こゆるぎ
対内  生後2～5か月の赤ちゃんと初
めて子育てをするお母さん10
組・申込先着順

申講  こゆるぎに電話（火・木・金曜日）で
●専門職相談日
①臨床心理士
日  5月9日（水）10:00～12:00 

②栄養士
日  5月15日（火）10:00～12:00

場時  マロニエ
※申し込みが必要なもの以外は、当日
直接会場にお
越しください。

子育て支援センター関連イベント
ID P02036  子育て政策課 ☎33-1874

子育て支援センター　マロニエ ☎48-8698 おだぴよ☎34-6181
いずみ ☎37-9077 こゆるぎ ☎43-0251

イベント
6/16(土)
磯の生物を観察しよう
ID P24874  申込 郷土文化館 ☎23-1377

潮だまりにいる生物を観察して、磯の自
然と命の豊かさを感じてみましょう。
時期 9:00～14:00
※小雨決行・荒天時は、翌日に延期
集合・解散　根府川駅　
 （徒歩で30分移動します）
対内  小学3年生～中学生30人・申込先着
順　※小学3年生は保護者同伴

講額 一
ち ょ っ

寸木
き

肇さん（おおい自然園園長）
申講  氏名、連絡先を電話またはメール（ E申

kyodo@city.odawara.kanagawa.
jp）で

フラワーガーデン
フラワーガーデン ☎34-2814

※ 月曜日休園（祝日の場合は開園し、
翌火曜日休園）

●春のローズフェスタ
150品種350本の美しいバラや、
世界最大級のネギ坊主として有
名な「アリウム・グローブマスター」
が見頃を迎えます。その他、ロー
ズのポプリやブーケ作り、バラ園
ガイドツアー、オリジナル商品の
販売やプチ軽トラ市なども開催。
鈴木あさみさんのマリンバコン
サート（5月13日（日））もあります。

日 期  5月8日（火）～6月3日（日）
※ 期間中は無休

●きらりフェスタ
作品を展示し、その制作者が参
加する展示会です。手作り雑貨や
パンの販売・各種体験コーナーも
あります。

日 期  5月12日（土）～23日（水）
　9:00～17:00
主ホ  宝安寺社会事業部

●初夏のさつき展
小田原さつき会による鉢の即売
会も開催。

日 期  5月25日（金）～27日（日）
9:00～17:00（25日は12:00～、
27日は15:00まで）

●涼風盆栽展
日本盆栽協会小田原支部による
鉢の即売会も開催。

日 期  5月29日（火）～6月3日（日）
9:00～17:00（3日は15:00まで）

●花菖蒲・睡蓮まつり
花菖

しょう

蒲
ぶ

と水面に浮かぶ色とりど
りの睡

すい

蓮
れん

をお楽しみください。
日 期  6月2日（土）～7月1日（日）
9:00～17:00

ホE  http://seibu-la.co.jp/odawarafg/

 県立小田原城北▶ 
工業高校
デザイン科卒　
森
もり

谷
たに

栞
かん

菜
な

さん

 60人・当日先着順

 県立小田原城北▶ 
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6月の健康診査などの予定

詳しくは、健康カレンダーをご覧ください。
●赤ちゃんのための健診・相談など

はつらつ健康相談
（予約不要）

血圧測定、健康・栄養相談などを行い
ます。
●午前の日（9:30～11:30）

●午後の日（13:30～15:30）

健康づくり教室（実践編）
保健師や栄養士などが、健康に過ごす
ために実践的な運動や食事を通してサ
ポートします。
日  ①6月13日（水）②6月27日（水）
9:45～11:30（受付9:20～）

場時  U
う

M
め

EC
こ

O会議室5・6
持費  動きやすい服装、 筆記用具
申講  各前日までに、保健センターに電話で

小田原保健福祉事務所の
相談と検査

申込 小田原保健福祉事務所 
☎32-8000

●エイズ相談・検査
日  5月16日（水）9:00～11:00

●療育歯科相談
日  5月17日（木）9:00～15:30

●精神保健福祉相談
日  5月31日（木）、6月14日（木）
13:30～16:30

●認知症相談
日  6月1日（金）13:30～16:30

●骨髄ドナー登録
日  6月5日（火）受付11:00

場時  小田原合同庁舎4階
申講  各前日までに、電話で

健康
健康カレンダーと併せてご覧ください。
ID P24735  
保健センター（健康づくり課） ☎47-0820

事業名 対象・実施日など

4か月児健診 平成30年2月生
7・19日

8～9か月児健診 取扱医療機関にて

1歳6か月児健診 平成28年11月生
13・22・26日

2歳児歯科健診 平成28年5月生
8・18日

3歳児健診 平成26年11月生
12・21・27日

いきいき親子
育児相談 5日

親子心理相談 就学前の親子
（電話予約制）

5月17日（木） 小田原消防署南分署

22日（火） 山王70区公民館

23日（水） 豊川分館

25日（金） 多古公民館

5月18日（金） こゆるぎ

30日（水） 浜町公民館

スポーツ
おだわらキッズマラソン大会

体育協会 ☎38-3310

日  6月17日（日）9:00～
場時  小田原アリーナおよび周辺
内場  親子（1㎞）小学1・2年生（1.6㎞）・小学
3・4年生（2.2㎞）・小学5・6年生（2.8㎞）

対内  親子の部（3歳以上の未就学児と
保護者）400組800人、小学生の部
1,200人・申込先着順

費定  1人または1組1,500円（傷害保険料含む）
申講  5月18日（金）までに、体育協会のホー
ムページで
●中学・高校生ボランティア募集
大会運営スタッフを募集します。
日  6月17日（日）7:30～13:30頃
場時  小田原アリーナおよび周辺
対内  中学・高校生100人・申込先着順
※ 当日は昼食と参加記念品を用意

申講  5月18日（金）ま
でに、ホームペー
ジの申込フォー
ムで

ホE  http://www.odawara-taikyo.or.jp
（「小田原市体育協会」で検索）

健康運動教室
小田原アリーナ ☎38-1144

平成30年度第1期健康運動教室（約50
教室）を開講しています。新たに「スロー
ジョギング」と「美バランスエクササイズ」
が加わりました。詳しくは、ホームページ
または小田原アリーナ総合受付まで。
ホE  http://odawaraarena.main.jp/

テニスガーデンテニス教室
小田原テニスガーデン ☎37-4712

週1回、月4回の月謝制のプロコーチに
よる硬式テニススクールです。
5月は、入会キャンペーンを実施中で
す。詳しくは、お問い合わせください。体
験レッスンも随時受け付けています。
ホE  http://odawaraarena.main.jp/

小田原アリーナの主な行事予定
〈5月15日～6月14日〉

小田原アリーナ ☎38-1144

※5月28日（月）休館日
※ イベント開催時は、一般利用ができな
いこともあります。

日程 内容
使用アリーナ
メイン サブ

5月20日（日）

春季クラブリーグ戦
（バドミントン） 〇

前期子ども会育成者・
指導者研修会 〇

27日（日）AIKOフェスタ2018（展示会）　※一般利用不可 〇

6月  2日（土）
3日（日）

第1回関東中学校対抗
バドミントン強化大会 〇 〇

9日（土）第38回県西地区みんなのつどい 〇

10日（日）

第2回小田原市ママさん
バレーボール大会 〇

第60回富水地区
区民球技大会 〇

ママパパ学級
妊娠・出産・育児について学びます。
日  6月20日（水）13:20～15:30
場時  保健センター
内場  妊娠中の過ごし方、栄養士の話、お
産の話

対内  妊娠20週以降の妊婦とパートナー
持費  母子健康手帳、筆記用具
申講  前日までに、保健センターに電話で

献血
●ダイナシティイースト
日  5月4日（祝）・6日（日）・13日（日）・26日（土）
10:00～12:00、13:30～16:00

●フレスポ小田原シティーモール 
日  5月27日（日）
10:00～12:00、13:30～16:00

風しん予防接種費用の
一部助成

日 期  平成31年3月31日（日）まで
場時  市内取扱医療機関
対内  本市に住民登録があり、次の①～⑤
の全てに該当する人
　①平成7年4月1日以前の生まれの人
　② 平成25年度以降、風しん予防接
種費用の一部助成を受けていな
い人（他市町村による助成も含む）

　③風しんにかかったことがない人
　④ 風しん予防接種を2回接種してい
ない人

　⑤次のいずれかに該当する人
　　❶ 妊娠を予定または希望している

女性
　　❷妊娠している女性のパートナー
　　❸❶のパートナー
※ 妊娠中の女性は予防接種を受けるこ
とができません。
※ 予防接種後2か月間は避妊が必要で
す。
助成金額　
風しん単独ワクチン 4,000円
麻しん風しん混合（MR）ワクチン 8,000円
※ 医療機関が設定する予防接種費用
から助成金額を差し引いた金額が、
医療機関窓口で支払う自己負担額
です。

「すこやか健康コーナーおだわら」
5・6月健康相談会
血圧、血管年齢、脳年齢、骨健康度を自由
に測定できます（月～金（祝日除く）の9:00
～17:00）。また、保健師や栄養士が測定
結果などについて相談を受け付けます。
日  ①栄養相談（栄養士）
5月10日（木）9:00～12:00
②健康相談（保健師）
5月23日（水）13:00～16:00
6月14日（木）9:00～12:00

※①のみ要予約
場時  市役所2階「すこやか健康コーナーお
だわら」

みんなで市民体操
「おだわら百彩」
小田原をイメージできる動きと、“なん
ば”の動きを取り入れた市民体操「おだ
わら百

ひゃく

彩
さい

」のレッスンをします。
日  ①6月11日（月）10:00～11:30
②6月27日（水）14:00～15:30

場時  ① 小田原アリーナ1階フィットネスス
タジオ
②いそしぎ2階トレーニングルーム

定対  各20人・申込先着順
持費  室内履き、飲み物、タオル
申講  ①6月8日（金）②6月26日（火）まで
に、保健センターに電話で
※体操ができる服装でお越しください。

がん集団検診 （電話申込制）
●胃がん集団検診

申講  5月7日（月）から、保健センターに電
話で
※ 時間・内容など詳しくは、健康カレン
ダーをご覧ください。

6月  8日（金）
保健センター

13日（水）

19日（火） 市役所1階

20日（水） ＪＡかながわ西湘早川支店根府川公民館

22日（金） 小田原アリーナ
1階入り口前

28日（木） 下中老人憩の家

内科、小児科、
耳鼻咽喉科、歯科 眼科

5月  3日（祝） ○ ○
4日（祝） ○ -
5日（祝） ○ -
6日（日） ○ ○
13日（日） ○ -
20日（日） ○ ○
27日（日） ○ -

6月  3日（日） ○ ○
10日（日） ○ -
17日（日） ○ ○

●休日診療（日中）
　受付 8:30～11:30（歯科9:00～） 
 13:00～15:30

場時 保健センター　持費 健康保険証

●準夜間診療　※内科・小児科のみ
　受付 平日 19:00～22:00
　 土・日曜日、祝日  
 18:00～22:00
●連絡先
　休日・夜間急患診療所 ☎47-0823
　休日急患歯科診療所 ☎47-0825
　休日・夜間急患薬局 ☎47-0826
●休日・夜間の急患への病院案内 
　消防署 ☎49-0119 
●毎日、夜間の急患診療 
　 毎夜間・当直医の診療科と小児科
の診療　
　市立病院 ☎34-3175

休日・夜間急患診療カレンダー
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命を守るために、早めの避難を！
　３月に「酒匂川洪水ハザードマップ」を自治会を通じて配布しましたが、こ
のような「洪水ハザードマップ（2種類）」の他に、「防災マップ（全地区）」と

「土砂災害ハザードマップ（該当地区）」を作成しています。これらのマップ
は、市のホームページ WEBID P06492 でも見ることができます。
　災害が起きてからマップを見ても、間に合いません。身近なところに
置いて、ふだんから目を通しておいてください。
　５月を過ぎると、いよいよ梅雨本番。雨の多い季節になり、洪水や土砂
災害の危険が高まってきます。洪水や土砂災害のおそれがある場合な
どは、市の指定する避難所や親戚・友人の家など、安全な場所に避難し
ましょう。万が一、自宅で浸水を確認したら、外は危険です。自宅の２階
以上に避難してください。

土砂災害は、突発的に起こるため、予測が困難です。大雨のときは、
市からの避難情報など、常に最新の情報をテレビやラジオなどから
入手し、早めの避難を心がけましょう。6月号では、
情報の入手方法を紹介します。

　小田原のシンボルであり、市民にとっての誇りで
もある、小田原城。この地に城が築かれて以来数
百年、一貫して当地の政治経済の中心、そして近
年は観光振興の核として、揺るぎない存在でありま
した。その小田原城が、ここ数年はさらに脚光を浴
び、さまざまな意味で再評価されるとともに、今日
的な話題の舞台ともなり、市民のみならず市外から
多くの人たちを惹

ひ

き付けるようになっています。

　ここ数年の歴史ブームが背景にありますが、やは
り大きかったのは天守閣の「平成の大改修」事業。
これで小田原城の存在感と、そこに込められた小
田原市民の郷土愛が広く発信・醸成され、観光客
や歴史に関心のある多くの人たち、そして何より市
民の皆さんにとって、小田原城の価値が改めて再
定義された感があります。

　また、その機と重なり、小田原市観光協会をはじ
め観光関係団体の皆さんによる企画が多数生まれ
てきました。城下に竹灯籠を並べる幻想的なイベン
ト、小田原城でのウェディング、天守閣を照らし出す
「デジタル掛け軸」、戦国武将もののステージ、来
客の少ない時期を狙った「冬桜イルミネーション」、
満開の桜が主役となる「光に染まる夜桜」……。年
間を通じ、国内外からお城を訪れる人たちは目に見
えて増えました。

　また、3月に敢行された「池の水全部抜くプロジェ

クト」では、 38 年ぶりにお堀の水を抜き、600人近
いボランティアの皆さんがお堀の環境浄化に取り組
み、大きな話題となりました。この作業には私も参加
しましたが、ここ数年ダイバーの皆さんがお堀に潜
りゴミを拾っていただいたこともあり、お堀の中は思
いのほかキレイであったこと、また箱根で雪が降るよ
うな寒い中、ボランティアの皆さんが全身ずぶ濡

ぬ

れ・
泥まみれになって作業に打ち込む姿に、お城に対す
る市民の愛を感じ、深い感銘を覚えました。

　「平成の大改修」に加え、城跡内の適切な手入
れや整理による景観の向上、紫

あ じ さ い

陽花や花
はなしょうぶ

菖蒲など
花の手入れを支える市民の皆さんの存在、老朽化
した住吉橋が伝統的な工法によって再生されたこ
と、熱心なボランティアガイドの皆さんの活躍など、
お城の魅力と力を高めるための活動がさまざまに
積み重なって、「お城」はますますその存在感を増
しています。今年は小田原開府500年。オール小
田原で大いに盛り上げていきましょう。

お城の求心力・発信力

S H I S E I

防災対策課 ☎33-1855

ぼうサイ一家の日常

取材で撮影した写真はInstagram、Twitterで先行公開！
寄せられたコメントを『広報小田原』で紹介します。

を検索！

｢電力王｣と称され、茶道にも精通してい
た松永安

や す

左
ざ え

ヱ門
も ん

（耳
じ

庵
あ ん

）が、設立した記
念館。敷地内には、昭和21年に耳庵が
建てた｢老

ろ う き ょ そ う

欅荘｣や、野崎廣太（幻庵）が
建てた茶室｢葉

よ う

雨
う

庵
あ ん

｣といった歴史的な
建物が点在しています。 

～フォロワーの声～
・なんか、いい感じのところです。
・（石について）無言のサイン。素敵な文化

です。
・受付の人が親切で優しい人でしたよ。

旅日記
作り手のこだわりが詰まってい

る老欅荘や葉雨庵。外の景色を

眺めていると、風や葉ずれの音

が心地よく、耳庵や幻庵が招い

てくれているようです。昭和初

期の趣を伝える建物に、誰でも

入れることに感動しました。

小田原で4人で暮らす、ぼうサイ一家。ぼうサイ一家の日常をのぞいて、身近な防災に
ついて考えましょう。

odawalab 小田原シティ
プロモーション

Instagram、Twitterで

歴
史
あ
る
小
田
原
を
、

今
に
伝
え
る

｢

歴
史
的
風
致
形
成
建
造
物｣

。

カ
メ
ラ
片
手
に
巡
り
ま
す
。

いにしえの   　 を巡る建物

松
永
記
念
館

＃１

☎22-3635
開館時間　9:00～17:00
休館日　年末年始、
　　　　臨時休館あり

松永記念館（板橋941-1）

＃おだわら撮りっぷ

①茶室｢葉雨庵｣か
ら見る緑豊かな庭園
②「席

せ き も り い し

守石」。客人に
茶の準備が整ってい
ないことを伝える
③耳庵が晩年を過ご
した老欅荘

①

③

②

防災対策課 大野主
かずまさ

真




