
文化振興ビジョンと総合計画等との関係

文化振興ビジョン 総合計画 ホール基本構想
方針 取り組みの内容 政策分野 詳細施策 使命 方針

歴史資産の保存と活用 文化財の保存と活用
重要資料展示施設の整備検討

遺跡見学会
文化財建造物観覧会
文化財公開
最新出土品展
遺跡調査発表会
二宮尊徳生家のいろり燻蒸
二宮尊徳ゆかりの史跡清掃
文化財記録ビデオ制作・保存・貸出事業
小田原デジタルアーカイブ

そだてる そだてる
たのしむ

文化・芸術の振興 小田原ゆかりの文化の保存と活用 小田原民俗芸能保存協会後継者育成発表会
相模人形芝居大会
小田原ちょうちん踊り教室
小田原文学館特別展
全国童謡フェスティバル～白秋ＩＮ小田原～
白秋童謡の散歩道・からたちの花の小径整備事業

生涯学習の振興 郷土についての学びの推進 郷土研究講座
歴史探求会
図書館総合歴史講座
小学生による二宮尊徳学習展
小学生向け冊子「二宮金次郎物語」発行
松永記念館特別展
郷土文化館特別展
セピア色の写真展

小田原ならではのものづくりの振興 伝統的な地場産業の支援と育成 街かど博物館
小田原・箱根木製品フェア
からくりパズルフェスタ
小田原かまぼこ桜まつり
小田原梅まつり菓子展示会
小田原ちょうちん製作体験
足柄刺繍展示

観光まちづくりの振興 観光資源の戦略的な情報発信
地域の観光資源をつなぐ取組の推進

小田原北條五代祭り
“あかりの祭典”小田原ちょうちん夏祭り
小田原城あじさい花菖蒲まつり
小田原梅まつり
小田原桜まつり
ODAWARAえっさホイおどり
小田原城特別展（紋章展、甲冑展など）
小田原まちあるき検定

協働による地域経営 地域資源を生かした協働の推進 清閑亭活用事業（各種展示、邸園交流かふぇ、観月会など）
尊徳祭
夢見遊山いたばし見聞楽
小田原文学館・西海子サロン
小田原城茶会

風
土
の
知
恵
を
生
か
す

具体的な事業例

(1)小田原を知る
・郷土を知り、学ぶ機会を拡大する
・郷土の先人を顕彰する

(2)地域資産を生かす
・小田原ならではの事業を行う
・文化財や伝来の地域資産を活用する

(3)まちの記憶を伝える
・文化財を守る
・郷土資料の収集と管理、活用
・アーカイブ事業
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具体的な事業例

文化・芸術の振興 市民文化創造の支援
芸術文化創造拠点の整備
文化交流の推進

市民劇場
市民による小田原音楽フェスティバル
市民文化祭
小田原市美術展覧会
文化創造活動担い手育成事業（ワークショップ、アウトリーチ）
市民ホール整備事業
国際交流事業（ときめき国際学校、チュラビスタ市青年交流事業）

そだてる
感動する
つくりあげる

そだてる
たのしむ
つくる
であう

生涯学習の振興 多様な学習の機会と情報の提供 「キャンパスおだわら」各種講座
おだわらシルバー大学公開講座
市民公開講座（関東学院大、小田原女子短大、国際医療福祉大）
きらめき☆市民教授派遣事業
生涯学習センターフェスティバル
地区公民館いきいきフェスタ

高齢者福祉の推進 生きがいづくりと社会参加の促進 おだわらシルバー大学
生きがいふれあいフェスティバル
小田原市シルバー人材センター
介護予防事業（いきいき健康事業、貯筋教室、栄養教室など）
中高年パソコン講座

障がい者福祉の推進 就労と社会参加の促進 障がい者レクリエーション大会
県西地区障害者文化事業
精神保健福祉地域交流事業
障がい者作品展
手話通訳者・要約筆記者派遣事業

健康づくりの推進 食育の推進 城下町おだわらツーデーマーチ
市民体操おだわら百彩講習会
おだわら食育まつり
健康増進教室
生活習慣病予防教室
学校教育食育講演会

共生社会の実現 人権施策の推進
男女共同参画の推進
平和施策の推進
多文化共生の推進

人権を考える講演会
小学生人権ポスターコンクール
女性のエンパワーメント講座
男女共同参画展
学校訪問講話会～戦時下の小田原を知ろう～
戦時下の小田原の資料収集・平和パネル展
通訳・翻訳ボランティア派遣事業
地球市民フェスタ
おだわら国際交流ラウンジティーサロン

子育て環境の充実 子育て家庭への支援の充実 子育て支援センター事業（子育てひろば、各種相談、イベントなど）
ファミリー・サポート・センター制度
子育て支援フェスティバル　※H23は震災により中止
わくわくライブラリー
ママパパ学級

青少年育成の推進 体験・交流学習の充実
若者の自立・更生支援の充実

チャレンジ合宿
地域少年リーダー養成講座「きらめきロビンフッド」
指導者養成研修事業「おだわら自然楽校」
青少年体験活動プログラム
放課後児童クラブ

学校教育の充実 「生きる力」を育む教育活動の推進
小田原の良さを生かした教育の推進

おだわらっ子ドリームシアター
小中学校理科副読本「小田原の自然」活用講座（自然観察会）
小田原献立・学校給食オリジナル木製食器導入
教育相談指導学級　しろやま教室・マロニエ教室

農林業の振興 交流・体験による活性化 農業体験学習
農業まつり
いこいの森　木工教室・森林レクリエーション
市民農園制度
みかんの木・たまねぎオーナー制度

協働による地域経営 市民参加の仕組みの拡充
地域コミュニティの強化

無尽蔵プロジェクト
地域別計画策定事業
市民と市長のまちかどトーク
おだわら地域力市民力表彰制度
ケアタウン構想モデル事業（要支援者を地域全体で支える仕組みづくり）

自然環境の保全と再生 森林の再生
里山の再生と整備
水辺環境の整備促進

環境再生プロジェクト（グリーンマップ、間伐材利用、散策路整備など）
ふるさとの森づくり運動
久野の里山再生事業（里山親子そばづくり体験塾など）
地域清掃事業（クリーンさかわ、山王川・久野川一斉清掃）
せせらぎ水路整備事業（柳新田水路、関口川、寺下排水路、鬼柳桑原排水路）

市民活動の促進 市民活動の支援
市民活動拠点の充実
提案型協働事業の実施

サポセン祭り
市民活動団体交流事業（サポセンわくわく交流会、新春交流会、情報交換会）
市民活動入門講座
サークル発表会（マロニエ、いずみ、こゆるぎ）

市
民
の
熱
意
を
育
む

(1)多様な文化事業を行う
・質の高い芸術鑑賞
・小田原の文化、日本の文化を伝える事業
・生活の中に文化が感じられる事業
・市民と一緒に行う事業
・活動のきっかけになる事業
・子どもが参加する事業
・国内外に視野を広げる事業
・地域で行う事業
・言葉を大切にする事業
・小さくても多彩な事業があることが大事
・誰でも主役になれる場所をつくる

(2)市民の文化活動を支援する
・市民の発想を実現する機会をつくる
・運営や創客のためのアドバイスをする
・スキルアップのための学習機会を設ける
・文化に対する意識付けをする
・支援のための組織、仕組みをつくる

(3)活動の環境を整える
・市民ホールを整備する
・既存施設を有効活用する
・民間施設と連携をとる

(4)文化の担い手を育てる
・次世代を育てる
・観客、鑑賞者を育てる
・コーディネーターを育てる
・文化のネットワークをつくる
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具体的な事業例

小田原ならではのものづくりの振興 高技術・高品質のものづくりのPR促進
新たなブランドの育成

小田原ブランド元気プロジェクト（小田原どん、小田原手形など）
特産品PR・ブランド化事業（小田原わいんシリーズ、十郎梅など）
季節を感じるTAKUMI＋WAZA展
小田原もあ展
小田原おでん祭り
おでんサミット

つくりあげる
つどい交流する

つたえる
であう
にぎわう
ひろげる

商業の振興 中心市街地のにぎわいづくり
新たなまちづくり計画と連携した商業振興

小田原箱根産業まつり
ふるさと食の祭典
オダワラソウルフードフェスタ
北條六斎市
おいしいもの横丁のうまいもん祭り
小田原マルシェ
企業家応援セミナー

観光まちづくりの振興 回遊性に配慮したもてなしの空間づくり
広域観光の推進
小田原城址公園の環境づくり

小田原宿観光回遊バス（春季・秋季）
レンタサイクル「ぐるりん小田原」
ウォーキングコース整備事業
富士箱根伊豆交流圏づくり事業（圏域内施設利用優待、市町村サミットなど）
箱根ジオパーク講演会
史跡小田原城跡本丸・二の丸植栽管理事業

農林業の振興 多角的な林産振興 ほっとファイブタウン「小田原まちなか市場」（軽トラ朝市、プチ朝市など）
根府川おかめ桜まつり
田島桜まつり
地域材活用講演会

水産業の振興 水産物の高付加価値化と担い手支援
交流による小田原漁港周辺の活性化支援

小田原みなとまつり
小田原漁港アジまつり
小田原・港の朝市

歴史資産の保存と活用 歴史都市としてのまちづくりの推進 一夜城まつり
小田原ガイド協会企画ガイド
北条五代シンポジウム～北条氏百年の足跡～
史跡整備事業
歴史的風致維持向上計画推進事業（建造物・道路整備、ワークショップなど）

文化・芸術の振興 文化交流の推進 西湘地区アーティスト・イン・レジデンス
小田原城ミュージックストリート
小田原映画祭　シネマトピア
旧片浦中学校活用事業（片浦中学校で遊ぼう、アートIN片浦など）
ミュージアム・リレー

環境再生・保全活動の推進 エコシティとしての地域ブランドの確立 生（いき）ごみ小田原プロジェクト（生ごみ堆肥化モデル事業）
おだわら市民エコ・アクション
おだわらエコカープロジェクト（小田原市低公害車普及促進会議）
こどもエコクラブ
メダカのお父さんお母さん制度
母なる川　酒匂川フォトコンテスト

良好な生活環境の保全と形成 身近な緑と公園の整備 みどりの広場整備事業
めだかの学校整備事業
めだか公園・せせらぎのこみち整備事業
フラワーガーデンフェスタ

快適で魅力ある生活空間づくり 景観形成の促進
小田原駅・小田原城周辺のまちづくり

小田原駅・小田原城周辺まちづくりについての市民説明会
お城通り地区再開発事業
小田原地下街再生事業
広域交流拠点整備事業（アークロード・小田原駅前広場整備事業）

情報共有の推進 情報の発信と提供
都市セールスの充実
ＩＴＣの活用

小田原ふるさと大使
小田原評定衆
おだわらメールマガジン
小田原シティプロモーション（twitter & facebook）
動く市政教室

ま
ち
の
魅
力
を
み
が
く

(1)小田原の景観を守る
・歩いて楽しいまちをつくる
・歴史的な景観を守る
・豊かな自然環境を守る
・自然の恵みをアートで生かす

(2)小田原の文化をプロデュースする
・アーティストを応援する
・ものづくりの職人を応援する
・デザイン力を高める
・小田原ブランドをつくる
・地元の店を応援する

(3)小田原を発信していく
・情報を発信する
・文化を観光の呼び水にする
・交流市民を増やす
・都市間交流を推進する


