
平成２８年度主要事業の進捗と予定

事業名 事業概要 担当課

4月～11
月

小田原市文化振興ビジョン推進委員会開催（4回）
　4月25日　第1回
　5月23日　第2回（中間答申）

4月 平成28年度小田原文化レポーターの募集

3月 （仮称）文化条例制定に係るシンポジウムの開催

随時
文化レポーターによる情報発信
メールマガジンの配信

芸術文化創造センター整備事業 準備出来次第更新いたします 文化政策課

通年

・文化セミナー（4回）
・ワークショップ（ダンス、現代美術、伝統芸能など　13本）
・子ども向けワークショップ（能楽、カラーテープなど　7本）
・アウトリーチ（小学校、病院など　29回）

7月5日 松竹大歌舞伎

7月30日
～31日

演劇「わかったさんのクッキー」

11月25日
室内楽三重奏　トリオ・リベルタ

通年
清閑亭の管理･運営、各種催事の開催、3館連携、南町、板橋界隈に係る事業実
施

5月21日 3館連携　板橋まちあるき

10月 3館連携　まちあるき

４月～5
月

・「集約促進景観・歴史的風致維持向上推進計画書」の策定。
旧松本剛吉別邸（岡田邸）活用計画の策定、借用に伴う測量の実施。

4月～3月

・「歴史的建造物保全活用プラン」の整備、個別事業の総合計画・「小田原市
歴史的風致維持向上計画」への位置づけ。
・「歴史的風致形成建造物補助金交付要綱」の策定。
・建築基準法適用除外に向けた個別案件の精査、適用のための検討（清閑亭
等）。

6月～3月
・職人育成研修等推進業務委託の実施。
・豊島邸利活用計画策定業務委託の実施。
・旧松本剛吉別邸（岡田邸）の活用、借用部分の維持管理。

9月～3月 ・平成29年度事業計画の立案、予算化。

文化政策課
本市の景観・歴史的風致を構成する重要な要素である民有の歴史的建
造物（歴史的風致形成建造物・指定建造物等）の保全・活用に必要な
方策等について検討し、実施する。

歴史的建造物の保存・活用の研
究
（「歴史まちづくりの推進、名
建築の保全と活用」を含む）

事業実績及び予定

文化振興ビジョンの推進
平成23年度に策定した「小田原市文化振興ビジョン」に基づき、小田
原の文化の情報発信を行うとともに、文化振興の基本理念を共有して
いくための条例を制定する。

文化政策課

文化政策課

小田原城周辺の交流・回遊拠点として、また小田原の歴史・文化の発
信拠点としてさらなる活用を図るとともに、清閑亭と同じ近現代の別
邸である小田原文学館と松永記念館と連携し、さらに民有の歴史的建
造物の活用も含め、回遊性の拡大を図るなど民間団体の自由な発想を
取り入れた活用事業を「小田原まちづくり応援団」に委託し、実施す
る。

清閑亭を核とする歴史的風致維
持向上事業

文化政策課

芸術文化創造センターの整備に向け、小田原の文化の裾野を広げ、芸
術文化の新たな担い手を育成するため、アウトリーチ事業や鑑賞事業
等の芸術文化の普及啓発活動（種まき事業）に取り組む。また、ワー
クショップやセミナー等を開催し、多くの市民が文化に触れ、理解を
深める場を提供する。

文化創造活動担い手育成事業
（芸術文化創造センター開設に
向けた文化創造活動の育成を含
む）
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平成２８年度主要事業の進捗と予定

事業名 事業概要 担当課事業実績及び予定

4月 第8回博物館構想策定委員会の開催

6月 第9回博物館構想策定委員会の開催

7月 教育委員会へ答申

10月 教育委員会で博物館基本構想の議決

12月 議会へ報告

2月頃 ミュージアム探訪の実施（三島市郷土資料館等と調整中)

4月～3月 「博物館構想」策定庁内検討委員会の開催

キャンパスおだわら
（第2ステージ「教育のまち・小
田原へ多彩な学びの場づくり、
地域特性を生かした教育活動の
強化」を含む。）

誰もが気軽に生涯学習に取り組む機会や市民にとって分かりやすい講
座体系を提供するとともに、「新しい公共」の創設ともいえる市民が
主体となり、情報発信・学習相談なども一体化した総合的な生涯学習
を推進する。

4月～3月
・キャンパスおだわら運営委員会の開催（年5回予定）
・講座、フェスティバル等の企画・実施

生涯学習課

4月～ 建物内部工事着手　

4月～5月 全館閉館（施設利用予約受付・利用料支払窓口を本庁舎5階生涯学習課に設置）

6月～ 一部開館、一部会議室の利用再開

6月 外壁剥落防止他を追加する変更契約の締結

7月～1月 耐震改修工事によるホール閉鎖期間に併せ、ホール舞台機構設備改修工事に着手

2月～ ホール・舞台利用再開

3月 H29.3.3工事完了、全館開館

生涯学習課
老朽化が進むとともに、「小田原城本丸・二の丸整備基本構想」にお
いて史跡外への移転が求められている郷土文化館に代わる新博物館の
建設に向け、基本構想を策定する。

博物館基本構想
（博物館構想の策定）

生涯学習課

昭和５５年建設の生涯学習センター本館（けやき）は、平成２１年度
に実施した耐震診断の結果、耐震補強の必要性があると診断されたた
め、平成２５年度に実施した耐震補強設計により、平成２７・２８年
度に耐震改修工事を実施している。

生涯学習センター本館耐震補強
工事
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平成２８年度主要事業の進捗と予定

事業名 事業概要 担当課事業実績及び予定

4月～6月

御用米曲輪の遺物整理・発掘調査（追加調査）に着手・実施（4月から3月ま
で）
本丸・二の丸整備基本構想見直しに係る基礎的調査を行い、庁内調整及び素案
の作成を行う。
（4月から3月まで）
植栽専門部会で、城址公園の植栽管理について、検討・とりまとめを行う。
（3回予定。6月、11月、3月）

7月～9月 住吉橋保存修理工事及び工事監理業務を行う（7月から平成30年3月まで）。

10月～12
月

御用米曲輪の修景整備工事及び工事監理業務を行う。（10月から2月まで）
御用米曲輪北東土塁北側法面の植栽管理を実施する。（10月から2月まで）
史跡小田原城跡（大堀切東堀、百姓曲輪）の追加指定（8月）後に、取得する
（９月補正）。
（9月から3月まで）
史跡石垣山馬屋曲輪南側石垣等保全対策工事及び工事監理業務を行う。（10月
から2月まで）
早川石丁場群の史跡指定シンポジウムを静岡県熱海市・伊東市と連携して開催
する。（11月）

1月～3月 各工事実施・完了、各通年業務実施・確認

4月～6月 ・4部長会議の開催。（１回）

7月～9月
・4部長会議の開催。アドバイザーによる指導。（2回）
・小田原市総合計画（おだわらＴＲＹプラン）後期基本計画、実施計画の作成

10月～12
月

・４部長会議の開催。アドバイザーによる指導。（2回）
・総合管理体制の方向性を理事者報告
・総合管理体制関連予算要求
・総合管理体制案のとりまとめ
・庁内関連部署との調整

1月～３
月

・機構改革に関する調整

4月～
(随時)

保健所跡地の維持管理及び暫定利用の実施

4月～
(随時)

駅前図書施設に関係する所管との調整
駅前図書施設の運営・管理体制の検討

4月～
(随時)

分館・ネットワーク館等地域サービスに係る整備（支所統廃合関連）

4月～
(随時)

市立図書館機能分散に係る検討
市立図書館閉館スケジュール等の検討

5月～
(随時)

図書館協議会（年4回）への進捗状況の報告
　教育委員会、社会教育委員会議ほかへの進捗状況の報告

～5月 事業施行者の選定にかかる要求水準書の作成

文化財課/観
光課

　小田原市図書施設・機能整備等基本方針に沿って、駅前図書施設の
整備、保健所跡地の活用や市立図書館の閉館に向けて、検討を進めて
いく。

図書館体制の充実と新たな構想
づくり

図書館

小田原城址公園は、公園内の諸施設の移転が進む一方、銅門周辺の史
跡整備が進むなど、城址公園の様相が変化してきている。また、植栽
についても市民や観光客の関心が高く、質の高い管理が求められるよ
うになってきている。こうした状況により適切に対応していける管理
事務所の設置に向け総合管理体制の検討を行う。

小田原城跡整備、文化財整備ス
ケジュール

史跡小田原城跡については、小田原城址公園をより小田原のシンボル
に相応しい存在にしていくため、保存・整備を進めていく。史跡石垣
山については、危険箇所の保全対策を行う。また、早川石丁場群につ
いては、史跡江戸城石垣石丁場跡として史跡指定されたので、市民等
への周知を図る。

文化財課

城址公園の管理事務所設置に向
けた検討
（経済部と共同）
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平成２８年度主要事業の進捗と予定

事業名 事業概要 担当課事業実績及び予定

4月～
（随時）

子ども読書活動推進に係る各種事業の実施

～5月末 （仮称）小田原市図書館を使った調べる学習コンクール事業計画の作成

７月
第2次「小田原市子ども読書活動推進計画」策定に係る市民ワークショップの
開催

9月 第2次「小田原市子ども読書活動推進計画」案の策定

9～10月
中旬

（仮称）小田原市図書館を使った調べる学習コンクール募集

11月 第2次「小田原市子ども読書活動推進計画」案議会報告

11月23日 （仮称）小田原市図書館を使った調べる学習コンクール表彰式

12月 第2次「小田原市子ども読書活動推進計画」策定案に係るパブリックコメント

2月
第2次「小田原市子ども読書活動推進計画」策定案に係るパブリックコメント
結果議会報告

～3月末 第2次「小田原市子ども読書活動推進計画」策定

4月～6月

市体育協会ヒアリング（中央ブロックへの事業展開について）
旧モデル地区（桜井）での取り組みの検証、市HPに結果報告を掲載して周知啓
発、事業の継続を希望する自治会と関連団体とのコーディネート
各地区団体の総会後、新年度の事業情報を獲得・更新

7月～8月 体協・中央ブロック・市の三者で講師派遣等について協議

8月～12
月

ウォーキング･ランニングの定着とともに広報に啓発記事を掲載

9月 事業内容の周知（回覧、掲示板への掲出、スポーツ団体への周知）

10月～3
月

臨時講師の派遣、事業報告による費用の支出
事業の検証

4月～7月

新モデル地区（前羽地区を予定）内の関係団体との調整・検討、地区内の特徴
のピックアップ
6月に東富水地区でウォーキングコースの啓発イベントを実施
市HPに結果報告を掲載するとともに広くウォーキング等の実施を呼びかける

8月～12
月

新モデル地区のコースの設定、コースマップの検討・作成
旧モデル地区のコースに対する利用者の意見の吸い上げ、検証
地域スポーツとともに広報に啓発記事を掲載

1月～2月
コースマップの完成、
お披露目イベントの調整・周知

3月 お披露目イベントの開催

地域スポーツ
（地域単位でのスポーツ振興を
含む）

スポーツ課

　モデル地区を選定し、地区体育振興会や地区体育協会、スポーツ推
進委員等と連携して、ウォーキング等が気軽に行えるコースを設定す
る。
　コースを啓発するために、地区の各団体や関係機関とともに｢お披
露目イベント」を開催する。
　その後、継続的な利用を促進するために、地区の老人クラブや学
校、市の他部署等のコースを利用すると想定できる各関係団体・機関
等と連携する。

ウォーキング・ランニングの定
着

図書館

スポーツ課

　身近なところで気軽に運動することができる環境を整えるため、地
区内のスポーツ活動情報を集約し発信することで、運動したい人とス
ポーツ活動団体をつなげ、地区内のスポーツ振興を促進させる。
　また、モデル地区を選定し、総合型地域スポーツクラブや競技協会
等と連携して臨時講師を派遣することにより、地区との連携体制を構
築し、地区内のスポーツ活動を活性化させる。

子ども読書活動の推進
・第2次「小田原市子ども読書活
動推進計画」の策定
・小田原市図書館を使った調べ
る学習コンクールの開催

重要な図書館機能の一つである子どもの読書活動推進に係る事業とし
て、第２次「小田原市子ども読書活動推進計画」を策定するととも
に、全国コンクールである「図書館を使った調べる学習コンクール」
の地区大会を開催して、子どもたちの「自分で考える力」「自分で解
決する力」を養い、あわせて図書館の活性化につなげる。
また、各種事業についてもボランティア等市民の力を活かしながら引
き続き実施していく。
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平成２８年度主要事業の進捗と予定

事業名 事業概要 担当課事業実績及び予定

4月
城山陸上競技場リニューアル事業（土木・建設・電気設備・機械設備・備品購
入・
埋蔵文化財発掘調査）

4月 酒匂川スポーツ広場トイレ設計業務委託

7月 小田原アリーナ電動式移動観覧席整備業務

10月 小田原テニスガーデン南側防球ネット改修工事

スポーツ課
市民のスポーツ活動を支える環境づくりを進めるため、スポーツ施設
の老朽化の進行や利用状況、要望等を踏まえ、施設の長寿命化や整備
を行っていく。

スポーツ施設の維持修繕及び長
寿命化

5


