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新型コロナウイルスワクチンは、安全で有効なワクチンであることが、国で承認され、医療従事者などへの優先
接種が始まっています。今後は、国の指示に基づき、まずは令和4年3月までに65歳以上になる人を対象に、3月
末以降に接種券を発送します。

接種開始

４月から（見込み）
年齢、基礎疾患の有無などにより、接種の開始時期が異なります。
※対象者ごとの接種時期は、国から発表があります。
※接種の時期は、市ホームページ（随時更新）でも確認できます。

接種を受けられる場所

市内ワクチン接種取り扱い医療機関など
※市ホームページ（随時更新）、広報紙、自治会回覧などでお知らせします。
※集団接種も行う予定です。

最新の情報

問い合わせ先

●接種会場や接種券について
問い合わせの混雑が予想されるため、電話がつながりにくくなることがありま
す。インターネットが利用できる人は、市ホームページや予約システムの利
用にご協力をお願いします。
小田原市新型コロナウイルスワクチンコールセンター
050-5526-1151（3月15日に開設されます。）

　 受付時間 平日8:30〜17:00

●ワクチンの有効性・安全性について
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
0120-761770  受付時間 毎日9:00〜21:00

▲ワクチン予約
システム

1.市が接種券を送付します ※順次発送しますので、届くまでお待ちください。

2.接種日時・医療機関などを予約します ※予約には接種券が必要です。

３.予約した日時に医療機関などで接種を受けます

※インターネット環境がない人は、小田原市新型コロナウイルス
ワクチンコールセンターにお問い合わせください。

小田原市新型コロナウイルスワクチン予約システムから予
約してください。予約方法①

医療機関で予約を受け付けている場合は、
直接医療機関に連絡してください。予約方法②

接種までの流れ

持ち物

接種券
本人確認書類

（運転免許証や健康保険証など）

予診票

接種費用
無料

（全額公費）

接種についての最新の情報は、
市ホームページで（随時更新）

入院・入所中の人、基礎疾患で
治療中の人などを除き、ワクチン
接種は原則、住民票のある市町村

（住所地）で受けます。

市外で接種を希望する場合はこちら

接種総合案内サイト
「コロナワクチンナビ」  

市民の皆さんが安心して、確実に接種を受けられるように、
準備体制などを強化しています
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種や感染症対
策の強化などの体制を強化するため、1月25日に市健康
づくり課内に「感染症対策係」を新設しました。メンバー
一丸となり、接種券の作成・送付、コールセンターの設
置準備、接種予約システムの構築などを進めています。

P31084WEB ID健康づくり課  47-0829
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小田原産その他
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　2001年から県が試作用に湘南ゴールドの苗木
を柑

かんきつ

橘生産者に配布し、2006年から集荷が始まり
ました。湘南ゴールドのブランド化を推進するため、
2010年に生産者団体や県、 市町で構成される「湘
南ゴールド振興協議会」を設立し、PRや普及活動に
より、生産・消費拡大を進めました。また、2011年
に生産者を中心に「湘南ゴールド技術研究会」を立

ち上げ、生産者の間で技術を共有しながら栽培面積
を拡大。さらに、生産・販売に力を入れるため、「湘
南ゴールド技術研究会」を前身とした生産・販売組
織「SG21」を2015年に設立しました。そうした取り
組みが実を結び、目標にしていた集荷量100トンを
2016年度に達成。さらに、2018年度には過去最高
の200トンを達成しました。

湘南ゴールドの魅力をさらに高めるため、民間などと連携した取り組みが積極的に行われています。

2018年産の湘南ゴールド集荷量

一夜城 Yoroizuka Farm 他 × 小田原市公設水産地方卸売市場買受人組合

　焼きたての焼き魚に柑橘を「じゅわっ」と、ひと絞
り。すると、風味がアップしておいしくなります。実
はこの組み合わせは、栄養学的にも理にかなった
食べ方です。柑橘に含まれるクエン酸やヘスぺリジ
ンという成分は、魚に含まれるカルシウムの吸収力
を高め、骨粗しょう症の予防につながるといわれて
います。小田原では四季折々、新鮮な魚、フレッシュ
な柑橘が取れます。なかでも湘南ゴールドは、酸味

がマイルドで清涼感のある香りなので、どんな料理
にも合わせやすいです。一夜城 Yoroizuka Farm
をはじめ、小田原の有名料理店が、小田原市場で
魚を仕入れる魚屋さんとコラボし、地魚と柑橘を組
み合わせた“おうちごはん”「小田原gyo飯」の簡単
レシピを考案！
　おうち時間が増えた今、旬の湘南ゴールドと地
魚で、おいしく健康的な食卓をお楽しみください。

生産量増加中！

小田原酒販協同組合 × 小田原市農林畜産物特産品開発推進協議会
　地域農産物の高付加価値化を図るため、小田原市農
林畜産物特産品開発推進協議会が小田原の梅や柑橘を
使った「小田原わいんシリーズ」を開発。小田原酒販協同
組合が協力し、2012年に第4弾となる「湘南ゴールドワイ

ン」を発売しました。小田原産湘南ゴールドを100％使用し
たフレッシュな、気持ちのいい香りと爽やかでジューシー
なおいしさが特徴です。例年、約3,000本を製造し、5月下
旬～6月上旬に発売を開始します。

宝酒造株式会社 × 小田原柑橘倶楽部
　宝酒造株式会社が小田原柑橘倶楽部と協力し、地域限
定のチューハイとして“「寶

たから

CRAFT」<湘南ゴールド>”を、
昨年神奈川県・山梨県・静岡県限定で発売。「湘南ゴール

ド」のストレート混濁果汁と“湘南ゴールドペースト”、厳
選した“樽貯蔵熟成焼酎 ”を使用したクラフトチューハイ
です。

▲ゴマサバのマリネ
　湘南ゴールドソース

▲アジとレモンの
　エスカベッシュ

▲小田原わいん
　シリーズ
　（市ホームページ）

▲小田原gyo飯の
レシピサイト

※小田原市場で魚を仕入れる魚屋さんの集まり

一夜城 Yoroizuka Farm
オーナーシェフ
鎧塚俊彦さん

一夜城 Yoroizuka Farmでは、今や夏のブルーベリーと並んで大切な収穫品に
育っています。両親である温州みかんとゴールデンオレンジのいい所を引き継ぎ、
キレのいい甘さとコクのある酸味が特徴で、生で食べてもよし。ジャムやジュース
にしても甘みと酸味のバランスがいいため、とてもおいしいです。また、スイーツに
しても他の素材と合わせやすく、なおかつ存在感はしっかりあるところはもちろん、
今回の「小田原gyo飯」の取り組みのように、さまざまな素材との食べ合わせによ
り、これからますます注目の素材となっていくことでしょう。

地魚
×

湘南ゴールド
＝

骨粗しょう症
予防を期待！

あなたは
食べましたか ?

小田原 gyo飯

湘南ゴールドワイン

クラフトチューハイ

※JAかながわ西湘管内での集荷量。小数点以下切り捨て

令和3年（2021年）　3月号　No.1223

熱いぜ！ 湘南ゴールド！

湘南ゴールドの新しいコラボレーション

2003年に品種登録された湘南ゴールドは、ジューシーな甘味と爽やかな香りを持ち、「幸せを呼ぶ新感覚のオレンジ」のキャッチフ
レーズで注目を集めています！ 湘南ゴールド（西湘産）は、「かながわブランド」にも認定され、生果だけでなくジャムや菓子類、ワイン
などの加工品も続 と々開発されています。また、湘南ゴールドと他の食品などを使ったさまざまなコラボレーションも実現しています。
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半分以上を
小田原産が

占めています！
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　「小田原の農産品を使用して新しい観光用のお土産
を作る」という取り組みのもと、企画・開発されたのが

「小田原ゴールド」。湘南ゴールドを使ったジャムやゼ
リーなどのスイーツです。
　商品を開発したのは、人気洋菓子店 M

メ ゾ ン

AISON 
G

ジ ブ レ ー

IVREEを手掛けているパティシエの江森シェフ。観
光客向けの「女性受けするかわいくておいしい、お土
産にしやすい商品を作りたい」という小田原ツーリズ
ムの依頼を受け、「湘南ゴールドの認知度を上げ、県
の代表となるフルーツにしたい」という思いを持ち続け
ていた江森シェフが引き受けたことで、コラボレーショ
ンが実現しました。江森シェフと小田原市の関係は
2018年、湘南ゴールドの魅力を発信するため、ソフト
クリームを3日間限定発売したことがきっかけでした。

　「小田原ゴールド」の商品は全部で9種類。お取り
寄せサイト「おだわらマート」では常に上位にランキン
グされ、メディアにも多数取り上げられています。ふる
さと納税の返礼品にもなり、新しい小田原土産の顔と
なる商品が完成しました。

▲どれも1,000円前後で持ち運びしやすいサイズ
になっており、ミナカ小田原でも購入できます。

湘南ゴールドの誕生秘話
　温州みかんの生産量は、昭和40年代をピークに減少し
てきました。そうした中、温暖な海岸沿いには、幻のオレン
ジともいわれた「ゴールデンオレンジ（黄金柑）」があり、
現在の県農業技術センター足柄地区事務所根府川分室

が、その爽やかで香りのいい品質に注目。改良を重ね、
12年の歳月をかけて、「今村温州」の食べやすさと「ゴー
ルデンオレンジ」の味と香りを持った「湘南ゴールド」が
2003年に誕生しました。

味や香りだけではない！
果実や皮の持つ成分にも魅力がある！　行列ができる人気店「365日」を営むウルトラキッチン

株式会社が、小田原市で農業に参入し、食材の自社栽培
と湘南ゴールドを使った商品開発を予定しています。

365日
（ウルトラキッチン株式会社）

東海大学
　皮には抗酸化作用や抗アレルギー作用が確認
されたことから、花粉症の症状を抑制できることが
考えられます。これを生かして研究の成果が進む
ことで、製品化の実現なども期待しています。

▲おだわらマート
県 西 地 域 の 魅
力たっぷりな商
品をそろえてい
ます。

MAISON GIVREE
パティシエ

江森宏之さん

東海大学医学部
基礎医学系生体防御学

教授  竹腰進さん

ウルトラキッチン株式会社
代表取締役

杉窪章
あ き ま さ

匡さん

うちのお店では、全国各地の生産者の皆さんから収穫直後の新鮮なフルーツや野
菜を送っていただき、季節や旬を感じられるケーキやタルト、ジェラートなどにして、
お客様に素材の魅力をたっぷり楽しんでもらっています。数多くの素晴らしい食材
を取り扱わせていただく機会がある中で、以前から甘味、酸味、香りのバランスに
優れた湘南ゴールドの魅力に注目していました。実際に初めて商品にしたときに、
湘南ゴールドの魅力にほれ込んでしまいました。こんなに素晴らしい果実が、地元
神奈川にあり、小田原で生産されている。そして湘南ゴールドというネーミングもと
てもいい。ぜひ、私のいろいろな作品とコラボレーションし、洋菓子を通して、小田
原の魅力・湘南ゴールドのブランドを全国区に広めたい！と熱い思いを胸に抱きま
した。これからもより一層、お客様においしいお菓子を届けていきたいです。

「1年365日、食に向き合う大切さ」をコンセプトに「365日」という
ベーカリーを経営しています。持続可能な農業や食を中心とす
る生活の実現を目指し、安全・自然・公平な食生活をプロデュー
スすることを基本精神としています。小田原の海、山のある景観
やおいしい食材に感銘し、将来は移住して自分が食材をつくり
たいという気持ちであふれています。湘南ゴールドはとてもおい
しく魅力のある食材です。この魅力を生かして、私の作るパンと
コラボしたいです。

MAISON GIVREE × 株式会社小田原ツーリズム

他にもこんな取り組みが
進んでいます。

小田原ゴールド

　産学官研究で、早期収穫の湘南ゴールド果皮エ
キスが、未病克服に関与する成分と末梢血管拡張
効果を有することが実証されました。今後、横浜薬
科大学、不二製油株式会社と共に商品開発を進め
ていきます。

NPO法人総合医療
研究機構

理事長  橋本敬太郎さん

NPO法人総合医療研究機構

令和3年（2021年）　3月号　No.1223

湘南ゴールドは、“湘南”のイメージが強いですが、小田原で誕生したものです！
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子どもも大人も一緒に♪

協議会では一年を通して、保全の大切さを知るフィールド体験を行っています

　自然と人との関わりや地域の伝統や文化、風習に
ついて話し合い、その内容を絵本にして将来に残して
いくプロジェクトを環境省とともに取り組んでいます。
　昨年は、絵本制作のキックオフイベントや、絵本の
題材を集めるために、地域住民と酒匂
川について語り合う懇話会を開催しま
した。

春

秋

　協議会の会員を随時募集しています。酒匂川水系に関係する事業や
取り組みを行っていて、酒匂川の豊かな環境を将来に引き継ぐための水
質保全、環境維持向上への活動に興味がある団体はご連絡ください。
　イベントなど詳しくは広報小田原、市ホームページで
随時ご案内しています。

※イベントへは、会員でない人も参加
　できます。

酒匂川の水を未来へ残していくために

４月下旬 ８月下旬

12月

協議会団体の募集酒匂川ふるさと絵本を制作しています

市ホームページ▶
環境省ホームページ▶

酒匂川水系保全協議会 設立60周年

　魚や野鳥がたくさん生息する
酒匂川。子どもの川への愛着を
深めるために、毎年4,000匹のア
ユの稚魚を放流しています。

大きく育て♪
「親子でアユの放流体験」

　※募集は13ページをご覧ください。

協議会の設立60周年を迎えて
昨年12月、協議会は60周年を迎えました。記
念シンポジウムでは、基調講演の他、流域全体
で川を保全していくための宣言、「酒匂川・鮎沢
川水系活動宣言2020」を発表しました。

きれいな酒匂川の風景を未来に伝える
「母なる川酒匂川フォトコンテスト」
「写真展」

夏休み水源地を探索♪
「ワクワク自然体験教室」

まずはフィールドを知る
「酒匂川の歴史を歩こう！」

篠崎さん親子 小林さん親子

　季節ごとに変わる表情や
その美しさ、川に親しむ大
切さを写真で伝えるフォトコ
ンテスト。入賞作品は、自治
体の公共施設などの写真展
で展示します。

他にも酒匂川の保全の大切さを学ぶ環境保全講演会などを実施しています。

今夏
完成予定

夏

冬
募集7月～ 写真展11月～

令和２年度 会長賞
 「蛙

かえる

さんこんにちは」

リサイクルしたペットボトルの中に入れたアユを、間近
で観察し、川に入り、元気に育ってくれるよう願いを込
めて放流しました。子どもは、酒匂川の自然に親しむ機
会があまりなかったので、絶好の機会になったと思い
ます。私たちの財産であるきれいな酒匂川を守るため
に、できることをやっていきたいです。

お天気に恵まれた体験教室では、川に入ってのマスの
つかみ取りに悪戦苦闘。終わった後は、スイカ割りや
バーベキューを楽しみました。木工体験では、どんぐり
などのパーツを思い思いに選んだ、クラフト作りに挑戦
し、兄妹それぞれの個性が出た作品に仕上がりました。
参加者同士の交流もあって、よい思い出になりました。

フィールドワークのようす

▲宣言はこちら

令和3年（2021年）　3月号　No.1223

酒匂川は、良質な水で地域の産業を支え、私たちの食に恵みを与えてくれる、欠かすことので
きない存在です。その水質や周辺の環境を守るため、民間の発意で「酒匂川水系保全協議
会」が設立されました。現在、流域の農業・漁業関係者、工場・事業場、静岡県や神奈川県の
関係自治体など83団体の会員が協力し、美しい酒匂川を次世代に引き継いでいくために、保
全の啓発活動などを行っています。

P05757WEB ID環境保護課  33-1481

　酒匂川の水源地で、水や木の自
然に直接触れて親しみ、自然環境
保護の大切さを親子で学びます。

　次世代に豊かな自然
環境を守りつなげるに
は、酒匂川の歴史を知
ることや現地を訪れる
ことが大切です。インス
トラクターの話を聞きな
がら、水源地や史跡を
散策します。
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　小田原の説明をするうえで欠かせないのが、5社6路線が乗

り入れ、市内に18の駅がある、鉄道網のよさです。小田原を中

心とした西湘地域における鉄道の歴史を調査、発表し、地域社

会に貢献することを目的として、平成22年に発足した小田原鉄

道歴史研究会。市内や周辺市町に在住、在勤の有志による9人

の会員からなり、研究成果の展示やイベントの開催などを主に

活動しています。

　昨年10月に小田原駅が開業100周年を迎えたことや長年に

わたる活動の集大成として「小田原鉄道史～神奈川県西湘地

域の鉄道の歴史～」を制作。12月に完成し、市の図書館などに

寄贈しました。「レイアウトなどを考え、一冊に編集する作業が

大変でしたが、これまでの活動で培った人脈も生かし、完成さ

せることができました」と会長の小室刀
と

時
し

朗
ろう

さん。「馬車や人車

の時代から現在に至るまで、小田原には鉄道の歴史がありま

す。鴨宮が新幹線発祥の地でもあること、また、鉄道網が発達

していて便利で恵まれていることを、市民の皆さんだけでなく、

全国の人にも知ってほしいです。今後は、他の市民団体と協力

したイベントや学校・公民館などで小田原の鉄道の歴史につい

て話す活動をしていきたい。そして、いつかは小田原に鉄道資

料館も作ってみたいですね」と展望を話します。

　市民にとって身近であり、多くの人の生活に欠かせない鉄

道。研究会では絵本朗読会や模型運転会など、幅広い世代が

楽しめるようなさまざまなイベントを行っています。皆さんも足

を運んでみませんか。

連載

地域で子どもの居場所づくり！

　市では、子どもの居場所づくりを「やってみたいな！」「自分にもで
きるかな？」と関心をもった皆さんを応援するために、開設や運営の
費用を一部支援しています。地域の中で、安心して過ごすことができ
る居場所があることで、子どもが「自分もその地域の一員だ」と認識
することができ、心の拠

よ

り所にもなります。

　学校でも家庭でもない「子どもが
安心して過ごせる居場所づくり」を目
指して平成30年にスタート。みんな
で一緒にご飯を食べたり、遊んだりし
ています。

いつもなら多くの親子連れでにぎわう
場所。昨年から新型コロナウイルス感
染症の影響で、室内で飲食できないた
め、感染対策をしてテイクアウトでお弁
当などを配布しています。

12月の折り紙教室では、折り紙作家の
坂田英昭さんを講師に招き、サンタク
ロースの帽子とコマを作りました。

▶食事の提供とともに、学習支援や体験活動を実施

▶・開設に係る費用（上限10万円） ・毎月の運営経費（1万円、上限年間12万円）

▶・年間の運営経費（上限6.5万円）

▶定期的に地域の子どもが集まれるイベントを開催

　平成22年度から久野地区で活動
している「子どもの遊びと学習をサ
ポートしたい親の会」（通称こどあそ
さぽーと）。月に1～2回開催してい
る「あそびば」では、「はないちもん
め」などの昔ながらの遊びや絵本の
読み聞かせをしています。また、年6
回、土曜日に折り紙、絵画などの教
室を開催しています。

　みんなで食事を食べたり、一緒に遊んだりすることで子どもの孤立を防ぎ、地域が一丸となって子どもの成長をサポートします。市からの支
援を受ける条件やお住まいの地域で活動している団体など、詳しくは、青少年課にお問い合わせいただくか市ホームページをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、活動内容が変更となる場合があります。

お結びころりん代表　柳沼未由起さん

今は子どもと会う時間が短いですが、外見も中身も
成長し、手紙や折り紙で感謝の気持ちを表してくれる
ことが、とてもうれしいです。これからも温かい目で
見守ることで、子どもが安心して暮らせる地域である
ことを目指していきます。

こどあそさぽーと代表　武田英二さん

子どもに、電子ゲームで遊ぶのではなく、外遊びをし
てほしいという思いから、地域で協力して開催してい
ます。電子ゲームではない実体験の遊びをすること
で、子どもの本来持っている力を引き出すことができ
ると思います。より多くの子どもに来てもらえたらうれ
しいです。

会員募集中！
興味のある人は

こちらから

▲小田原鉄道
　歴史研究会
　ホームページ

◀展示会の
　ようす

▲小室刀時朗会長

▲小田原鉄道史

令和3年（2021年）　3月号　No.1223

毎月第3土曜日（夏休みを除く）
10：00～16：00
12月、1月は15：30に終了

日時

かみふカフェ（千代193-1）
場所

“小田原鉄道史”を制作

小田原鉄道歴史研究会

子ども 無料／大人 500円
費用

毎月1～2回木曜日（隔週）
15：30～日没まで

日時

久野区民会館（久野1622）場所

居場所と支援の種類居場所と支援の種類

やってみたい！を応援します

PICK UP　子ども食堂 PICK UP　地域の見守り拠点

子ども食堂型

支援支援

支援支援

地域の見守り拠点型

家庭や学校だけではなく、地域総ぐるみで子どもを見守り育てていくという考え方、『スクールコミュニティ』。
この考え方から、地域の皆さんが主体となって子どもが安心して過ごせる「居場所」をつくっています。
市では、子どもの居場所づくりを応援していきます。 P29146WEB ID青少年課  33-1724



デジタル先進都市を目指しています 企画政策課 33-1408  P30558WEB ID

健康・医療  サービス例

避難準備が発令されています
家族がもうすぐ到着します

※ 参加無料です。

市ではデジタル化によるまちづくりを加速させるため、国の「スーパーシティ」構想※の区域指定の応募を予定しています。スーパーシティ構想では「市民の
いのちと暮らしを守る」ことをテーマに、先端的なサービスを導入することで、市民の皆さんの暮らしがより一層便利で快適となるよう取り組んでいきます。

防災  サービス例

顔パス/検温受付

情報支援

国ではAI（人工知能）やビッグデータなどの最先端の技術を活用して、規制改革に取り組みながら複数の分野でスマート化の取り組みを同時に
暮らしに取り入れ、社会的課題の解決を図る生活の中での実験を行うことで、未来の暮らしを先行実現しようとする「スーパーシティ」構想を進め
ています。

「まるごと未来都市」をつくる 
「スーパーシティ」構想
※

デジタル化の取り組みを加速させるため、産学金官による協議会
を設立します。そこで、多くの皆さんと一緒に取り組んでいくための
最初の一歩として、キックオフイベントを開催します。
※ 1月30日に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延
期しました。

デジタルイノベーション協議会設立キックオフイベント

日時 3月13日（土）14:15～15:30
場所 ミナカ小田原コンベンションホール（ミナカ小田原4階）

市長とデジタルの有識者によるパネルディスカッション 他
ファシリテーター   別所直哉さん（市デジタル・エグゼクティブ・アドバイザー）
パネリスト    守屋輝彦（小田原市長）、古谷知之さん（慶應義塾大学教授）、安田クリスチーナさん（MyData 

Global理事）、羽藤英二さん（東京大学教授）、原正樹さん（湘南電力㈱代表取締役社長）
定員   40人・多数抽選（落選者にはご連絡します）　※シンポジウムのようすを市ホームページで配信します。
申し込み   3月10日（水）までに、市ホームページまたは電話で

デジタル化によるまちづくりシンポジウム
内容

企画政策課 デジタル化推進担当 33-1379  P30864WEB ID

スマート会計

診察券レスで手ぶら受診が可能に。
サーモカメラで検温検知も行い、院内感染を防ぐ。

事前に薬局へ処方せんを電子送付することや
後払い会計サービスを通じて院内、薬局内 待ち時間レス！

ＩＴの利用が難しい高齢者への災害情報提供、
避難を誘導する 音声応答サービス

「顔認証再来受付」
タッチレス受付 「サーマル発熱チェック」

発熱外来や検温への誘導

案内表示システム

「電子処方せん」 「後払い会計」

タブレット
端末から
音声による
災害情報の
お知らせ

診察券レス、キャッシュレス、処方せん
レスで受診できて通院が楽になった。

荷物が多い時や子ども連
れでの受診時も顔パスで
入館できて助かるわ。

市立病院
患者の待ち時間、手続き、支払いの手間を削減した
顔パスで通院

顔だけで
本人確認
お支払い

河川氾濫

支援者、家族から
緊急連絡

被災状況
把握

河川・道路等のインフラや住民の状況を
リアルタイム可視化

SNS解析 
災害状況把握

センサー・AIによる
河川氾濫予測

「電子処方せん」 「後払い会計」

案内表示システム

サーモカメラで検温検知も行い、院内感染を防ぐ。

案内表示システム

●●●様
本日の受診案内
院内マップ

みんなで育てよう

　同じ学区に住んでいる同級生のお子さんが一堂に集ま
る就学時健康診断の会場は、小学校への入学を楽しみに
しているお子さんのエネルギーでいっぱいです。さらにお
子さんにとっては、入学予定の小学校までの通学路を歩い
たり、小学校の先生に会ったりすることで、入学のイメージ
が湧いてよい刺激になるようです。今年度は
新型コロナウイルス感染症対策を十分に行っ
たうえで実施しました。

教育委員会って何をしているところ？
見たり、聞いたりする機会が少ない市教育委員会の取り
組みを紹介していきます。本紙面だけでは紹介しきれな
いところは、教育委員会発行（WEB）のまごころ通信へ

　教育委員会では、翌年度に小学校へ入学する子どもを対象にした就学時健

康診断を実施しています。この健康診断は、3歳児健康診査から大きく成長を

遂げる子どもの健康状態を確認し、安心安全に学校生活を送るために行う準

備の一つです。毎年10月から11月にかけて市内25の小学校ごとに内科、耳鼻

科、眼科、歯科の学校医が実施しています。本市に住民票があるすべての子ど

もが対象になるため、就学先がまだ決定していない場合でも受ける必要があります。

就学時健康診断 ～小学校の入学に向けて～

教育総務課  33-1671

教育委員会では、小中学生の皆さんに、ぜひ見てほしい動画を集めた「おだわらっ子チャンネル」を公開中。市ホームページからご覧ください。 P29380WEB ID

今月の
シーン

まごころ通信案内 詳細・続きはホームページ　小田原市公式サイトトップ→子育て・教育→教育→教育委員会「教育長の部屋」 P23859WEB ID

学校安全課職員
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市民活動の拠点
ありがとう小田原市民会館　7月閉館へカウントダウン WEBID P30773  問関 文化政策課 ☎33-1709

自治会加入者が地元商店などで利用できる優待カード「自治会カードおだわら」。
4月1日から利用できる店舗やカードのデザインを一新します。

災害対応の強化などを目的に、水道局と下水道部が統合し、4月1日
から上下水道局が発足します。これに伴い、下水道部は現水道局庁舎
（高田401番地）に移転します。

59年間の長きにわたり、成人式や結婚式、発表会、コンサートなど、たくさんの市民が利用してきた小田原市民
会館。来る7月、その歴史に幕を閉じます。

地域社会の高齢化、小世帯化などが深刻化している他、近年
多発している自然災害への対応など、近隣住民の親睦や連携が
ますます必要になっています。
自治会総連合では、地域の活性化や顔の見える関係づくりに
役立てていただくために、自治会カードを発行しています。ぜひ、
ふだん訪れたことがないお店での買い物や地域での関係づくり
にお使いください。

そして、市民会館は小田原三の丸ホールへ
今年9月5日（日）に、市民ホール「小田原三の丸ホー

ル」がオープンします。
今までの市民活動の思いを受け継ぎ、新たな文化・芸
術の拠点として、動き出します。
※ 市民会館の利用は、7月31日（土）まで（大ホールでのピアノを使
用する利用は、3月31日（水）まで）

下水道の窓口が変わります
WEBID P30807  問関 下水道総務課 ☎33-1612

利用方法

3月以降に自治会カードと案内パンフレッ
トを、自治会加入世帯に1枚ずつ自治会経
由で配布します。
協力店舗でカードを提示することで、店舗

ごとのお得なサービスが受けられます。
4月以降に利用できる店舗やサービス内
容は、案内パンフレットでご確認ください。

お願い

現在お使いの自治会カードは、令和3年3
月31日が利用期限です。4月以降は、今回
配布されるカードをお使いください。

◀ 122の協力店舗やサービ
スの内容は、自治会総連合
ホームページでも確認でき
ます

下水道部の移転後の手続きについて

これまで市役所５階下水道部および下水道管理センターで受け付け
ていた手続きは、上下水道局庁舎での受け付けとなります。なお、上下
水道料金については、４月１日以降、市役所2階資産
税課（11番窓口）でもお支払できます。
各手続きの詳細は、下水道部の移転に関する市

ホームページをご覧ください。

移転詳細はこちらから▶

自治会総連合会長
木村秀昭さん

協力店舗の目印は、　
のぼり旗やポスターで▶

地域で使える「自治会カード」を
利用してみましょう

WEBID P03364  問関 自治会総連合事務局（地域政策課内） ☎33-1457

市民会館のあゆみ
昭和37年 大ホール開館・開館記念事業

昭和40年
本館開館・結婚式場開始

さかなまつり開催（～平成17年）

昭和41年 菓子祭り開催（～平成27年）

昭和42年 松竹大歌舞伎開始

昭和47年 初めて市民会館で成人式開催

平成  2年 市制50周年ときめき小田原夢まつり開催

平成  9年 結婚式場廃止

平成12年 市制60周年全国童謡フェスティバル開催
（平成16年、19年も開催）

平成17年 おだわらっこドリーム・シアター開始

平成19年 小田原音楽フェスティバル開始

令和  3年 閉館

▲さかなまつり ▲開館記念行事

▲合唱 ▲能公演

▲結婚式▲開館式

みんなの市民会館思い出展
市民会館の歴史を写真や資料、映像で振り
返ります。また、市民会館に飾られていた美術
作品や西相美術協会による美術展も行います。
期間　 3月24日（水）～28日（日）
 10:00～16:00（最終日は15:00まで）
場所　市民会館2階展示室・3階小ホール
 ※入場無料
主催　 おだわら文化事業実行委員会
 （小田原市・小田原市事業協会）

ありがとう市民会館まつり
市民会館での最後の思い出づくりに、1日限

りのお祭りを開催します！
日時　3月27日（土）10:00～16:00
場所　市民会館本館・ロビー
 ※入場無料（一部有料販売あり）
内容　 ミニ電車に乗ろ

う・謎解きラリー・
フォトスポット・プ
チ縁日 など

▲詳しくは
市ホームページ

▲店舗詳細はパンフレットで

スーパービバホーム

JR御殿場線

小田原
ダイナシティ
ウエスト

ロピアモール
上下水道局

717

高田

中里

東海道
新幹線

巡礼街道

小田原東郵便局

国府津中学校

下府中小学校 小田原コロナワールド

川東タウンセンター
マロニエ

〒

文

文
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◆ 掲載されているイベントの情報は、2月17日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う最新情報は、市ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

お知らせ

松永記念館臨時休館
ID P29844   郷土文化館 ☎23-1377
庭園・駐車場整備工事のため、休館期間
を延長します。　

日 期6月末まで（予定）

マロニエ住民窓口、
アークロード市民窓口の休止
ID P13419   マロニエ住民窓口 ☎47-7000
ID P11782   アークロード市民窓口 ☎24-3731
市役所本庁舎の停電に伴い、証明書発
行などのシステムが利用できなくなるた
め、窓口サービスを休止します。マイナン
バーカードをお持ちの人は、証明書のコ
ンビニ交付サービスが利用できます。
日4月24日（土）・25日（日）

栄町小八幡線が開通
ID P31127   道水路整備課 ☎33-1543
都市計画道路栄町小八幡線の国道255
号から市道0015までの間（約70ｍ）が、
開通します。
日3月16日（火）15：00
※ 工事の進捗状況により、延期する
場合があります。

区間　 国道255号（緑町駅東交差点）～
市道0015（広小路南交差点）

※ 車両の動線など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

JR東海道
本線

JR東海道
新幹線

伊
豆
箱
根
鉄
道 

大
雄
山
線

緑町駅

至 国道1号

至 松田
至 市役所 けやき通り

栄町小八幡線

広小路

緑町駅東

栄町
郵便局前

広小路南

市
道
０
０
１
５

開通区間
70m

255
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小田原梅干品評会の結果
ID P31032   農政課 ☎33-1494
小田原の梅干しは、品質のよさに定評
があります。今年度も、小田原オリジナ
ル品種「十郎梅」の梅干しが数多く出品
されました。
（50音順・敬称略）
優等・県知事賞　菅沼桂子
優等・市長賞　斉藤昌代
優等　市川照子、内野幸雄、斉藤徳

のり

雄
お

在宅重度障がい者・在宅要介護高齢者
のタクシー初乗り料金助成
ID P03544  ①障がい福祉課  ☎33-1461
ID P03383  ②高齢介護課 ☎33-1841
令和3年度分は、3月26日（金）から交付
します。申請書は市ホームページでダウ
ンロードできます。
あらかじめ申請書を書いてお持ちいた
だくと、すぐにタクシー券を渡すことがで
きます。
①在宅重度障がい者
対内  次のいずれかに該当し、在宅で生
活している人（普通自動車税、軽自
動車税の減免措置の対象者を除
く）
●  身体障害者手帳1級または2級
（上肢障害2級・聴覚障害2級は
除く）

●  療育手帳A1またはA2
●  精神障害者保健福祉手帳1級
●  身体障害者手帳3級（上肢障害2
級・聴覚障害2級）で療育手帳B1

●  特定疾患医療受給者
●  特定医療費（指定難病）医療受給
者

●  小児慢性特定疾病医療受給者
申講  該当する手帳、受給者証などを
持って、市役所2階障がい福祉課
へ直接

②在宅要介護高齢者
対内  介護保険の要介護認定で要介護
3～5と認定され、在宅で生活して
いる人（①の対象者は除く）

申講  介護保険被保険者証を持って、市
役所2階高齢介護課へ直接

春季全国火災予防運動
3月1日（月）～7日（日）
ID P30845   予防課 ☎49-4427
～その火事を 防ぐあなたに 金メダル～
火気の取り扱いには気を配り、身の回り
の整理や放火防止に心がけ、火災のな
いまちづくりに努めましょう。
また、住宅用火災警報器の設置と点検
を行い、住宅に消火器を設置しましょ
う。

消防団の消防ホースなどを
整備
ID P21646   消防総務課 ☎49-4418
国の交付金である電源立地地域対策
交付金を活用し、消防団の消防ホース
50本、防火服25着、エンジンカッター2
台、チェーンソー2台を整備しました。

久野霊園行き
直通路線バスの運行（3月）
伊豆箱根バス（株）小田原営業所 ☎34-0333
ID P29394   みどり公園課 ☎33-1583
春のお彼岸の時期に合わせて、小田原
駅から久野霊園内各停留所にバスが運
行されます。

日 期3月17日（水）～20日（祝）
発車場所と時刻

費定 （片道）大人340円、小人170円
なお、霊園内各停留所間の乗降には
別途運賃がかかります。

※ 天候により運行が休止される場合が
あります。運行状況は、バス会社にお
問い合わせください。

小田原駅西口4番 久野霊園
9:00 9:50
10:20 11:10
11:40 12:30
13:50 14:40

ファミリー・サポート・センター
事業者の変更
ID P01990   子育て政策課 ☎33-1874
4月1日（木）から、ファミリー・サポート・セ
ンターの委託事業者が替わります。事
務所の場所が、現在のおだわら総合医
療福祉会館（久野115-2）から変更しま
すので、ご注意ください。
ご利用に関するお問い合わせ
NPO法人m

マ マ ズ

ama’s h
ハ グ

ug
☎・FAX20-6898（代表）
場時 城内2-16 おほりばたビル3A
E申 info@mamashug.net
※ 詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。

箱根ジオパーク再認定
箱根ジオパーク推進協議会 ☎0460-85-9560
小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町・南
足柄市の2市3町をエリアとする「箱根
ジオパーク」は、日本ジオパーク委員会
による再認定審査（4年ごと）を受け、再
認定を受けました。
今後も地域が一体となり、教育、観光、
防災などの地域振興について、ジオ
パークを生かした活動に取り組んでい
きます。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
ホE  http://www.hakone-geopark.jp/
information/r02_sainintei.html

関主 企画政策課

就活なんでも相談
ID P02230   申込 産業政策課 ☎33-1514
就職活動の悩みや不安に、キャリアカウ
ンセラーが助言します。
応募書類の添削や、面接の練習もでき
ます。
※求人の紹介はしません。
日①4月23日（金）②5月28日（金）
❶10:00～❷11:00～❸13:00～
❹14:00～❺15:00～❻16:00～

場時 市役所4階産業政策課
定対 39歳以下の人各日6人・申込先着順
申講  ①3月26日（金）②4月23日（金）から、
直接または電話で
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診療可能な医療機関の
予約ができます。

発熱、せき、咽
いんとう

頭痛（のどの痛み）がある人は、まずかかりつけ医へご相談ください。

新型コロナウイルス感染症相談窓口

9：00～21：00（無休）
※一部IP電話など上記番号へつながらない場合の受け付け

045-285-1015
※一部IP電話など上記番号へつながらない場合の受け付け

045-285-0536

0570-048914
よ や くじ ゅ し ん

発熱等診療予約センター
かかりつけ医での受診ができない場合

◀LINE公式アカウント
「新型コロナ対策
パーソナルサポート」

市ホームページ
（新型コロナウイルス
  感染症関連情報）

受診予約以外のご相談はこちら

0570-056774
新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル

感染の不安がある人、健康・医療に関することなどを24時間無休
で受け付けます。それ以外のお問い合わせは、平日9：00～17：00

●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。

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　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

●募集記事で、定員制・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 　　　　　　  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。
●市役所への郵便物は、記事に指定がある場合を除き、「〒250-8555 小田原市○○課（室）」で届きます。

公式ツイッターもチェック!
@Odawara_City

おだわらいふ

あすの暮らしと出会う

3月10日（水）
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お知らせ

固定資産税の縦覧・閲覧
ID P20018   資産税課 ☎33-1361
令和3年度は、3年ごとに土地と家屋の
価格の見直しを行う、評価替えの年で
す。
●縦覧
固定資産税の納税者が、自己の所有
している土地や家屋と、他の土地や
家屋の価格を比較するため、「土地価
格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳
簿」を見ることができる制度です。

日 期4月1日（木）～5月31日（月）
8:30～17:00
※土・日曜日、祝日は除く。

場時 市役所2階資産税課（11番窓口）
対内  ①納税者（固定資産税を課税され
ている人）②納税管理人③相続人 
他

持費  本人確認書類（マイナンバーカー
ド、運転免許証など）
※ ①②以外の人は、別途納税者と
の関係が確認できる書類が必
要

●閲覧
固定資産税の納税義務者が、自己の
所有する土地や家屋について、また、
借地・借家人などが当該借地や借家
について、「課税台帳」の閲覧および
写しの交付ができる制度です。

日 期  通年（令和3年度分は4月1日（木）
から）
8:30～17:00
※土・日曜日、祝・休日は除く。

場時  市役所2階資産税課（11番窓口）、
各タウンセンター住民窓口、アーク
ロード市民窓口

対内  ①納税義務者（市内に固定資産を
お持ちの人）②借地・借家人③破産
管財人 他

費定  1件につき300円（縦覧期間中の
納税義務者の閲覧および写しの交
付は無料）

持費  本人確認書類（マイナンバーカー
ド、運転免許証など）
※ ①以外の人は、別途納税義務者
との関係が確認できる書類が必
要

※ 縦覧期間中は混雑が予想され、お待
ちいただく場合があります。
※ 郵便でも請求することができます。窓
口の混雑を避けるため、ぜひご利用く
ださい。請求方法や必要書類などは、
市ホームページに掲載しています。
※詳しくは、お問い合わせください。

環境美化活動表彰
ID P31073   環境保護課 ☎33-1486
市内の環境美化について、顕著な活動
をしている人や団体を対象に、環境美
化活動表彰者を決定しました。（敬称略）
●清掃部門 自治会・団体・個人の部
花里住宅自治会（曽我地区）
株式会社東海ビルメンテナス（幸地
区）
井細田一区ことぶき会（二川地区）
バーディー（酒匂・小八幡地区）
波のウェーブ（酒匂・小八幡地区）
南鴨宮みずき公園友の会（富士見地
区）
飯泉1区自治会役員会（豊川地区）
曽我原老人クラブ「弥生会」（下曽我
地区）
渡辺恵美子（酒匂・小八幡地区）

●環境美化推進員部門
1人

ごみ出しのルール
ID P02429   環境事業センター ☎34-7325
●  8:30までに、決められたごみ集積場所
へ、1回3袋以内で出してください。

●  ごみ飛散防止ネットは、カラスによるご
みの散乱を防ぐため、ごみ袋を包み込
むようにかけ、使用後はきちんと片付
けましょう。

●  「ごみと資源の収集日カレンダー」は地
区ごとに作成し、毎年自治会を通じて
配布しています。自治会加入世帯以外
の人などには、3月上旬から市ホーム
ページに掲載する他、次の場所で配布
しています。
場時  市役所4階環境政策課、市役所2階
戸籍住民課、各タウンセンター住民
窓口、アークロード市民窓口、尊徳
記念館、国府津学習館、梅の里セン
ター、市民会館（市民会館は7月ま
で）。また、JAかながわ西湘の8支店
（曽我、片浦、大窪、早川、酒匂、足
柄、成田、下中）では、各支店の地域
のごみカレンダーを配布します。

「議会放送（3月定例会　施政方針
演説・代表質問）」
日3月6日（土）・7日（日）
12:00～（予定）

ON AIR情報
J:COMチャンネル　地デジ11ch

賃貸住宅の退去の際のトラブルに
ご注意を!
賃貸住宅を退去する際の原状回
復費用について、消費生活センター
（☎33-1777）に相談が寄せられて
います。国土交通省で原状回復のガ
イドラインを定めていますので、参考
にしてください。
「悪質商法撃退カレンダー」の訂正
消費生活センターで作成し、令和2
年12月に自治会を通じて各世帯に
配布した「悪質商法撃退カレンダー」
の7月のページに、曜日の記載漏れ
がありました。おわび申し上げます。
修正用シールまたは修正したカレン
ダーを、市役所2階地域安全課、各
タウンセンター住民窓口などで配布
しています。

くらしの豆知識
ID P22560   地域安全課 ☎33-1775
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●引っ越しなどによる大量ごみ
ID P17219  
環境事業センター ☎34-7325
直接、環境事業センターにお持ちく
ださい。
日  平日　  8:20～11:30、
 13:00～16:00
月～金曜日の祝日・第2土曜日
  8:20～11:00
費定  1kg当たり25円
※ 家電製品など、持ち込みできない
ものもあります。持ち込む場合も、
必ず分別してください。
※ 直接の持ち込みではない場合、
大型ごみの収集に伺います。この
場合、料金が品目によって異なり
ます。詳しくは、リサイクルセンター
（☎32-1153）へお問い合わせく
ださい。
※ 詳しくは、「ごみと資源の分別ガイ
ド」をご確認ください。

●水道使用の中止の連絡を
ID P09719  
水道局料金センター ☎41-1211
水道の使用を中止する場合は、5日
前までにご連絡ください（「使用水量
のお知らせ」などにあるお客様番号
または、需要者番号・住所・氏名・使
用中止月日・引っ越し先の住所をお

知らせください）。インターネットから
も申し込めます。橘地域の人は、県
営水道お客さまコールセンター（☎
0570-005959）にご連絡ください。
● 軽自動車・バイク・原動機付自転車
を所有している人へ
① 神奈川運輸支局湘南自動車検査
登録事務所 ☎050-5540-2038
② 軽自動車検査協会神奈川事務所
湘南支所 ☎050-3816-3119
ID P01897  ③市税総務課 ☎33-1343
住民登録地の変更などで、軽自動
車やバイク、原動機付自転車の「主
たる定置場」に変更があった場合
は、必ず手続きをしてください。
軽自動車税（種別割）は、毎年4月1
日に対象車両を所有している人に
課税されます。処分もしくは譲渡し
た場合は、所定の窓口で廃車や名
義変更の手続きを、3月31日（水）ま
でに済ませてください。
場時  車種により窓口が異なります。
対内  ①軽二輪車・二輪の小型自動車
②軽四輪自動車
③ 原動機付自転車・小型特殊自
動車

※ 転出する人は、転出先の市区町村へ
お問い合わせください。

年度末および年度始めは、市役所の
窓口が大変混雑します。土・日曜日に、
住民異動などの届け出窓口および関
係窓口の一部を開庁します。
● 市役所およびマロニエ住民窓口の
土・日曜日の開庁日
日  3月27日（土）・28日（日）、4月3日
（土）・4日（日）8:30～17:00

①市役所

②マロニエ住民窓口　☎47-7000
①と同様の手続き（外国人の住所異
動および印鑑登録、原動機付自転
車、児童扶養手当、ひとり親家庭等
医療費助成の手続き、教育指導課
業務を除く）、市税などの収納

持費  マイナンバーカード・運転免許証・パ
スポートなどの本人確認書類
※ 手続きにマイナンバーカードが必要
な場合があります。その他、手続きの
際に必要な書類など、詳しくは各課
へお問い合わせください。

【土・日曜日の開庁日に届け出などの
手続きをする場合の注意】
※ 住民基本台帳ネットワークシステム
に関連する業務（マイナンバーカー
ド、電子証明書の手続きなど）、広域
証明発行サービスの手続きはできま
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。

※ 3月、４月は大変混雑し、待ち時間が
長くなることが予想されますので、
時間に余裕をもってご来庁くださ
い。

引っ越しをする人へ

年度末および年度始めの土・日窓口開庁について
 ID P26341  戸籍住民課 ☎33-1386

戸籍住民課
☎33-1386

転入・転出・市内転居手続き、
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持参
した場合、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。
※ マイナンバーカードの受け
取りは、事前予約制です。

市税総務課
☎33-1343

原動機付自転車の登録・廃
車・名義変更、臨時運行許可
番号標の申請・返却の手続
き

資産税課
☎33-1361

所得証明書、課税・非課税証
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。

保険課
☎33-1845

国民健康保険加入・脱退の
手続き

子育て政策課
☎33-1453

住民異動に伴う児童手当、
児童扶養手当、小児医療費
助成、ひとり親家庭等医療
費助成の手続き

教育指導課
☎33-1682

転入学・指定変更申請・区域
外就学手続きに関する業務

09令和3年（2021年）　3月号　No.1223申込先着順に記載がない場合、申込開始日は 3月10日（水） から



◆ 掲載されているイベントの情報は、2月17日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う最新情報は、市ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

お知らせ

固定資産税の縦覧・閲覧
ID P20018   資産税課 ☎33-1361
令和3年度は、3年ごとに土地と家屋の
価格の見直しを行う、評価替えの年で
す。
●縦覧
固定資産税の納税者が、自己の所有
している土地や家屋と、他の土地や
家屋の価格を比較するため、「土地価
格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳
簿」を見ることができる制度です。

日 期4月1日（木）～5月31日（月）
8:30～17:00
※土・日曜日、祝日は除く。

場時 市役所2階資産税課（11番窓口）
対内  ①納税者（固定資産税を課税され
ている人）②納税管理人③相続人 
他

持費  本人確認書類（マイナンバーカー
ド、運転免許証など）
※ ①②以外の人は、別途納税者と
の関係が確認できる書類が必
要

●閲覧
固定資産税の納税義務者が、自己の
所有する土地や家屋について、また、
借地・借家人などが当該借地や借家
について、「課税台帳」の閲覧および
写しの交付ができる制度です。

日 期  通年（令和3年度分は4月1日（木）
から）
8:30～17:00
※土・日曜日、祝・休日は除く。

場時  市役所2階資産税課（11番窓口）、
各タウンセンター住民窓口、アーク
ロード市民窓口

対内  ①納税義務者（市内に固定資産を
お持ちの人）②借地・借家人③破産
管財人 他

費定  1件につき300円（縦覧期間中の
納税義務者の閲覧および写しの交
付は無料）

持費  本人確認書類（マイナンバーカー
ド、運転免許証など）
※ ①以外の人は、別途納税義務者
との関係が確認できる書類が必
要

※ 縦覧期間中は混雑が予想され、お待
ちいただく場合があります。
※ 郵便でも請求することができます。窓
口の混雑を避けるため、ぜひご利用く
ださい。請求方法や必要書類などは、
市ホームページに掲載しています。
※詳しくは、お問い合わせください。

環境美化活動表彰
ID P31073   環境保護課 ☎33-1486
市内の環境美化について、顕著な活動
をしている人や団体を対象に、環境美
化活動表彰者を決定しました。（敬称略）
●清掃部門 自治会・団体・個人の部
花里住宅自治会（曽我地区）
株式会社東海ビルメンテナス（幸地
区）
井細田一区ことぶき会（二川地区）
バーディー（酒匂・小八幡地区）
波のウェーブ（酒匂・小八幡地区）
南鴨宮みずき公園友の会（富士見地
区）
飯泉1区自治会役員会（豊川地区）
曽我原老人クラブ「弥生会」（下曽我
地区）
渡辺恵美子（酒匂・小八幡地区）

●環境美化推進員部門
1人

ごみ出しのルール
ID P02429   環境事業センター ☎34-7325
●  8:30までに、決められたごみ集積場所
へ、1回3袋以内で出してください。

●  ごみ飛散防止ネットは、カラスによるご
みの散乱を防ぐため、ごみ袋を包み込
むようにかけ、使用後はきちんと片付
けましょう。

●  「ごみと資源の収集日カレンダー」は地
区ごとに作成し、毎年自治会を通じて
配布しています。自治会加入世帯以外
の人などには、3月上旬から市ホーム
ページに掲載する他、次の場所で配布
しています。
場時  市役所4階環境政策課、市役所2階
戸籍住民課、各タウンセンター住民
窓口、アークロード市民窓口、尊徳
記念館、国府津学習館、梅の里セン
ター、市民会館（市民会館は7月ま
で）。また、JAかながわ西湘の8支店
（曽我、片浦、大窪、早川、酒匂、足
柄、成田、下中）では、各支店の地域
のごみカレンダーを配布します。

お知らせ

松永記念館臨時休館
ID P29844   郷土文化館 ☎23-1377
庭園・駐車場整備工事のため、休館期間
を延長します。　

日 期6月末まで（予定）

マロニエ住民窓口、
アークロード市民窓口の休止
ID P13419   マロニエ住民窓口 ☎47-7000
ID P11782   アークロード市民窓口 ☎24-3731
市役所本庁舎の停電に伴い、証明書発
行などのシステムが利用できなくなるた
め、窓口サービスを休止します。マイナン
バーカードをお持ちの人は、証明書のコ
ンビニ交付サービスが利用できます。
日4月24日（土）・25日（日）

栄町小八幡線が開通
ID P31127   道水路整備課 ☎33-1543
都市計画道路栄町小八幡線の国道255
号から市道0015までの間（約70ｍ）が、
開通します。
日3月16日（火）15：00
※ 工事の進捗状況により、延期する
場合があります。

区間　 国道255号（緑町駅東交差点）～
市道0015（広小路南交差点）

※ 車両の動線など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
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小田原梅干品評会の結果
ID P31032   農政課 ☎33-1494
小田原の梅干しは、品質のよさに定評
があります。今年度も、小田原オリジナ
ル品種「十郎梅」の梅干しが数多く出品
されました。
（50音順・敬称略）
優等・県知事賞　菅沼桂子
優等・市長賞　斉藤昌代
優等　市川照子、内野幸雄、斉藤徳

のり

雄
お

在宅重度障がい者・在宅要介護高齢者
のタクシー初乗り料金助成
ID P03544  ①障がい福祉課  ☎33-1461
ID P03383  ②高齢介護課 ☎33-1841
令和3年度分は、3月26日（金）から交付
します。申請書は市ホームページでダウ
ンロードできます。
あらかじめ申請書を書いてお持ちいた
だくと、すぐにタクシー券を渡すことがで
きます。
①在宅重度障がい者
対内  次のいずれかに該当し、在宅で生
活している人（普通自動車税、軽自
動車税の減免措置の対象者を除
く）
●  身体障害者手帳1級または2級
（上肢障害2級・聴覚障害2級は
除く）

●  療育手帳A1またはA2
●  精神障害者保健福祉手帳1級
●  身体障害者手帳3級（上肢障害2
級・聴覚障害2級）で療育手帳B1

●  特定疾患医療受給者
●  特定医療費（指定難病）医療受給
者

●  小児慢性特定疾病医療受給者
申講  該当する手帳、受給者証などを
持って、市役所2階障がい福祉課
へ直接

②在宅要介護高齢者
対内  介護保険の要介護認定で要介護
3～5と認定され、在宅で生活して
いる人（①の対象者は除く）

申講  介護保険被保険者証を持って、市
役所2階高齢介護課へ直接

春季全国火災予防運動
3月1日（月）～7日（日）
ID P30845   予防課 ☎49-4427
～その火事を 防ぐあなたに 金メダル～
火気の取り扱いには気を配り、身の回り
の整理や放火防止に心がけ、火災のな
いまちづくりに努めましょう。
また、住宅用火災警報器の設置と点検
を行い、住宅に消火器を設置しましょ
う。

消防団の消防ホースなどを
整備
ID P21646   消防総務課 ☎49-4418
国の交付金である電源立地地域対策
交付金を活用し、消防団の消防ホース
50本、防火服25着、エンジンカッター2
台、チェーンソー2台を整備しました。

久野霊園行き
直通路線バスの運行（3月）
伊豆箱根バス（株）小田原営業所 ☎34-0333
ID P29394   みどり公園課 ☎33-1583
春のお彼岸の時期に合わせて、小田原
駅から久野霊園内各停留所にバスが運
行されます。

日 期3月17日（水）～20日（祝）
発車場所と時刻

費定 （片道）大人340円、小人170円
なお、霊園内各停留所間の乗降には
別途運賃がかかります。

※ 天候により運行が休止される場合が
あります。運行状況は、バス会社にお
問い合わせください。

小田原駅西口4番 久野霊園
9:00 9:50
10:20 11:10
11:40 12:30
13:50 14:40

「議会放送（3月定例会　施政方針
演説・代表質問）」
日3月6日（土）・7日（日）
12:00～（予定）

ON AIR情報
J:COMチャンネル　地デジ11ch

賃貸住宅の退去の際のトラブルに
ご注意を!
賃貸住宅を退去する際の原状回
復費用について、消費生活センター
（☎33-1777）に相談が寄せられて
います。国土交通省で原状回復のガ
イドラインを定めていますので、参考
にしてください。
「悪質商法撃退カレンダー」の訂正
消費生活センターで作成し、令和2
年12月に自治会を通じて各世帯に
配布した「悪質商法撃退カレンダー」
の7月のページに、曜日の記載漏れ
がありました。おわび申し上げます。
修正用シールまたは修正したカレン
ダーを、市役所2階地域安全課、各
タウンセンター住民窓口などで配布
しています。

くらしの豆知識
ID P22560   地域安全課 ☎33-1775

ファミリー・サポート・センター
事業者の変更
ID P01990   子育て政策課 ☎33-1874
4月1日（木）から、ファミリー・サポート・セ
ンターの委託事業者が替わります。事
務所の場所が、現在のおだわら総合医
療福祉会館（久野115-2）から変更しま
すので、ご注意ください。
ご利用に関するお問い合わせ
NPO法人m

マ マ ズ

ama’s h
ハ グ

ug
☎・FAX20-6898（代表）
場時 城内2-16 おほりばたビル3A
E申 info@mamashug.net
※ 詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。

箱根ジオパーク再認定
箱根ジオパーク推進協議会 ☎0460-85-9560
小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町・南
足柄市の2市3町をエリアとする「箱根
ジオパーク」は、日本ジオパーク委員会
による再認定審査（4年ごと）を受け、再
認定を受けました。
今後も地域が一体となり、教育、観光、
防災などの地域振興について、ジオ
パークを生かした活動に取り組んでい
きます。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
ホE  http://www.hakone-geopark.jp/
information/r02_sainintei.html

関主 企画政策課

就活なんでも相談
ID P02230   申込 産業政策課 ☎33-1514
就職活動の悩みや不安に、キャリアカウ
ンセラーが助言します。
応募書類の添削や、面接の練習もでき
ます。
※求人の紹介はしません。
日①4月23日（金）②5月28日（金）
❶10:00～❷11:00～❸13:00～
❹14:00～❺15:00～❻16:00～

場時 市役所4階産業政策課
定対 39歳以下の人各日6人・申込先着順
申講  ①3月26日（金）②4月23日（金）から、
直接または電話で

特
定
健
診・が
ん
検
診
の
受
診
期
間
は
、3
月
31
日（
水
）ま
で
で
す
。

ま
だ
受
診
し
て
い
な
い
人
は
、ぜ
ひ
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

●引っ越しなどによる大量ごみ
ID P17219  
環境事業センター ☎34-7325
直接、環境事業センターにお持ちく
ださい。
日  平日　  8:20～11:30、
 13:00～16:00
月～金曜日の祝日・第2土曜日
  8:20～11:00
費定  1kg当たり25円
※ 家電製品など、持ち込みできない
ものもあります。持ち込む場合も、
必ず分別してください。
※ 直接の持ち込みではない場合、
大型ごみの収集に伺います。この
場合、料金が品目によって異なり
ます。詳しくは、リサイクルセンター
（☎32-1153）へお問い合わせく
ださい。
※ 詳しくは、「ごみと資源の分別ガイ
ド」をご確認ください。

●水道使用の中止の連絡を
ID P09719  
水道局料金センター ☎41-1211
水道の使用を中止する場合は、5日
前までにご連絡ください（「使用水量
のお知らせ」などにあるお客様番号
または、需要者番号・住所・氏名・使
用中止月日・引っ越し先の住所をお

知らせください）。インターネットから
も申し込めます。橘地域の人は、県
営水道お客さまコールセンター（☎
0570-005959）にご連絡ください。
● 軽自動車・バイク・原動機付自転車
を所有している人へ
① 神奈川運輸支局湘南自動車検査
登録事務所 ☎050-5540-2038
② 軽自動車検査協会神奈川事務所
湘南支所 ☎050-3816-3119
ID P01897  ③市税総務課 ☎33-1343
住民登録地の変更などで、軽自動
車やバイク、原動機付自転車の「主
たる定置場」に変更があった場合
は、必ず手続きをしてください。
軽自動車税（種別割）は、毎年4月1
日に対象車両を所有している人に
課税されます。処分もしくは譲渡し
た場合は、所定の窓口で廃車や名
義変更の手続きを、3月31日（水）ま
でに済ませてください。
場時  車種により窓口が異なります。
対内  ①軽二輪車・二輪の小型自動車
②軽四輪自動車
③ 原動機付自転車・小型特殊自
動車

※ 転出する人は、転出先の市区町村へ
お問い合わせください。

年度末および年度始めは、市役所の
窓口が大変混雑します。土・日曜日に、
住民異動などの届け出窓口および関
係窓口の一部を開庁します。
● 市役所およびマロニエ住民窓口の
土・日曜日の開庁日
日  3月27日（土）・28日（日）、4月3日
（土）・4日（日）8:30～17:00

①市役所

②マロニエ住民窓口　☎47-7000
①と同様の手続き（外国人の住所異
動および印鑑登録、原動機付自転
車、児童扶養手当、ひとり親家庭等
医療費助成の手続き、教育指導課
業務を除く）、市税などの収納

持費  マイナンバーカード・運転免許証・パ
スポートなどの本人確認書類
※ 手続きにマイナンバーカードが必要
な場合があります。その他、手続きの
際に必要な書類など、詳しくは各課
へお問い合わせください。

【土・日曜日の開庁日に届け出などの
手続きをする場合の注意】
※ 住民基本台帳ネットワークシステム
に関連する業務（マイナンバーカー
ド、電子証明書の手続きなど）、広域
証明発行サービスの手続きはできま
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。

※ 3月、４月は大変混雑し、待ち時間が
長くなることが予想されますので、
時間に余裕をもってご来庁くださ
い。

引っ越しをする人へ

年度末および年度始めの土・日窓口開庁について
 ID P26341  戸籍住民課 ☎33-1386

戸籍住民課
☎33-1386

転入・転出・市内転居手続き、
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持参
した場合、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。
※ マイナンバーカードの受け
取りは、事前予約制です。

市税総務課
☎33-1343

原動機付自転車の登録・廃
車・名義変更、臨時運行許可
番号標の申請・返却の手続
き

資産税課
☎33-1361

所得証明書、課税・非課税証
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。

保険課
☎33-1845

国民健康保険加入・脱退の
手続き

子育て政策課
☎33-1453

住民異動に伴う児童手当、
児童扶養手当、小児医療費
助成、ひとり親家庭等医療
費助成の手続き

教育指導課
☎33-1682

転入学・指定変更申請・区域
外就学手続きに関する業務

診療可能な医療機関の
予約ができます。

発熱、せき、咽
いんとう

頭痛（のどの痛み）がある人は、まずかかりつけ医へご相談ください。

新型コロナウイルス感染症相談窓口

9：00～21：00（無休）
※一部IP電話など上記番号へつながらない場合の受け付け

045-285-1015
※一部IP電話など上記番号へつながらない場合の受け付け

045-285-0536

0570-048914
よ や くじ ゅ し ん

発熱等診療予約センター
かかりつけ医での受診ができない場合

◀LINE公式アカウント
「新型コロナ対策
パーソナルサポート」

市ホームページ
（新型コロナウイルス
  感染症関連情報）

受診予約以外のご相談はこちら

0570-056774
新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル

感染の不安がある人、健康・医療に関することなどを24時間無休
で受け付けます。それ以外のお問い合わせは、平日9：00～17：00

●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。

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　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

●募集記事で、定員制・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 　　　　　　  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。
●市役所への郵便物は、記事に指定がある場合を除き、「〒250-8555 小田原市○○課（室）」で届きます。

公式ツイッターもチェック!
@Odawara_City

おだわらいふ

あすの暮らしと出会う

3月10日（水）

0908 令和3年（2021年）　3月号　No.1223 令和3年（2021年）　3月号　No.1223申込先着順に記載がない場合、申込開始日は 3月10日（水） から



◆ 掲載されているイベントの情報は、2月17日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う最新情報は、市ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

お知らせ

バス路線の廃止
箱根登山バス（株）運輸部 ☎35-1201
4月2日（金）に運行を終了します。
廃止路線
①関本→小田原駅（片道・1日1便）
② 小田原駅～富水駅入口～関本（往
復・1日1便）

関主 まちづくり交通課

おだわら・はこね家族会
ID P18187   高齢介護課 ☎33-1864
認知症の介護者同士で、介護の悩みや
困り事などについて話します。
日①3月19日（金）②4月16日（金）
10:00～12:00

場時  けやき4階①第3会議室②第2会議室
対内  認知症の家族を介護している人や認
知症の人
※ 直接会場にお越しください。来場が
難しい人は、オンラインでの参加もで
きます。詳しくは、お問い合わせくださ
い。

国民健康保険の加入・脱退
の手続き
ID P23125   保険課 ☎33-1845
①退職などをした人へ
職場の健康保険を脱退した人や、健
康保険に加入していない人は、早め
に、国民健康保険に加入する手続き
をしてください。保険料は加入日（直
前の健康保険の資格を失った日）から
計算します。 
②健康保険などに加入した人へ
就職などにより職場の健康保険に加
入した人は、国民健康保険を脱退す
る手続きをしてください。 

場時  市役所2階保険課（2番窓口）、各タウ
ンセンター住民窓口
※ アークロード市民窓口では手続き
できませんので、ご注意ください。 

持費 ①②共通
● マイナンバーカードや通知カードなど
（①は世帯主と加入する人全員分、
②は世帯主と脱退する人全員分）

● 窓口に来る人の顔写真付きの身分
証明書（運転免許証など）

● 朱肉を使用する印鑑
※ 別世帯の人が手続する場合は委
任状
①のみ
● 職場の健康保険を脱退した日付が
分かる証明書
※ 顔写真付きの身分証明書がない
場合、保険証は後日郵送となりま
す。

②のみ
● 国民健康保険被保険者証（脱退す
る人全員分）

● 職場の健康保険の被保険者証（未
交付の場合、健康保険加入の証明
書）

家族が社会保険に加入して
いる国民健康保険加入者へ
ID P23179   保険課 ☎33-1845
国民年金加入者のうち、年収が130万
円未満でかつ扶養者の収入の半分未
満である人は、家族に社会保険の加入
者がいる場合、その家族の社会保険に
加入できます。
詳しくは、家族が加入している職場の健
康保険の事務所にお問い合わせくださ
い。

国民年金保険料の免除
ID P01827   保険課 ☎33-1867
国民年金保険料を納めることが困難な
場合、保険料の免除申請ができます。
場時  市役所2階保険課（1A窓口）、
小田原年金事務所

持費  マイナンバーカードまたは通知カー
ド、年金手帳、窓口に来た人の本人確
認書類、雇用保険離職票（失業特例
の認定を希望する場合）

第三者行為による届け出
ID P01350   保険課国民健康保険係 ☎33-1845
ID P03459   高齢者医療係 ☎33-1843
国民健康保険または後期高齢者医療
保険に加入している人で、交通事故に
よるけがで病院にかかり、保険証の使
用を希望する場合は、事前に届け出が
必要です。
※ 示談した、飲酒運転など重大な過失
がある、労災の対象となる、暴力行為
によるけがの場合は使えません。

次の保険料の納期限は3月31日
（水）です。期限までに納めてくださ
い。
①国民健康保険料第10期
②介護保険料第10期
③後期高齢者医療保険料第9期

保険料の納付

①③保険課 ☎33-1834
②高齢介護課 ☎33-1840

ID P25264

生後91日以上の犬の飼い主は、生涯1
回の登録と、毎年1回の狂犬病予防注
射が義務づけられています。集合注射
をご利用ください。
費定 会場での注射料金 1匹3,650円
（注射済票の交付手数料含む）
※ 未登録の犬は、別途3,000円（登
録手数料）必要

持費  3月中に届く案内はがきと愛犬手帳
（登録済みの場合）。
※ 未登録の場合は、直接会場で登録し
てください。
※ 集合注射で接種できない場合は、動

物病院を利用してください（料金は
各院による）。
注意事項
● 犬を確実に押さえられる人が、必ず
会場内まで連れて来る。
● 投薬中や体調不良、通院している場
合は、かかりつけの獣医に接種が可
能か事前に確認する（確認がない場
合、会場での接種をお断りする場合
があります）。
●首輪をしっかり着ける。
● 新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、中止となる場合があります。

狂犬病予防集合注射
ID P31100  環境保護課 ☎33-1484

日程 時間 会場

4
月

13日
（火）

9:30～10:20 小八幡公民館
10:40～11:20 JA酒匂支店
11:45～12:30 酒匂神社

14日
（水）

9:30～10:10 町屋公園
10:30～10:50 前羽福祉館
11:15～12:00 鳴沢公園

15日
（木）

9:30～10:00 曽比公民館
10:20～10:50 西栢山児童遊園地
11:10～11:40 富水西北公民館
12:00～12:30 飯田岡飯田神社

16日
（金）

 9:30～10:20 尊徳記念館駐車場
10:40～10:55 中曽根公民館
11:15～11:40 蓮正寺住宅集会所前
12:00～12:15 穴部公民館

18日
（日）  9:30～11:30 マロニエ

19日
（月）

 9:30～  9:55 田島津島神社
10:20～11:10 千代三島神社
11:35～12:00 八反田公園

20日
（火）

 9:30～  9:50 北ノ窪公民館
10:15～10:30 多古公民館
10:50～11:20 久野宮本公民館
11:40～12:00 欠ノ上公民館

21日
（水）

 9:30～10:00 曽我保育園前
駐車場

10:20～10:40 西大友公民館
11:00～11:15 桑原公民館

11:40～12:15 梅の里センター
駐車場

日程 時間 会場

5
月

7日
（金）

 9:30～  9:45 江之浦公民館
10:05～10:20 根府川公民館

10:45～11:15 JA早川柑橘
選果場

8日
（土）  9:30～11:30 市役所西側

駐車場

10日
（月）

 9:30～  9:55 小竹西公園
10:15～10:35 小竹公民館

11:00～12:00 中村原
埋立処分場

11日
（火）

 9:30～10:00 東町弘経寺
10:20～10:40 栄町大乗寺
11:00～11:30 今井公民館
11:55～12:35 飯泉公民館

12日
（水）

 9:30～  9:40 米神八幡神社
10:00～10:10 石橋公民館
10:35～11:15 板橋公園
11:40～12:20 久野区民会館

13日
（木）

 9:30～  9:45 入生田長興山
入口

10:05～10:20 JA大窪支店
10:40～11:10 早川河原公園
11:40～12:10 万年公園

14日
（金）

 9:30～10:20 旧小田原
保健所跡地

10:45～11:05 中町熊野神社

11:30～12:20 南鴨宮新田
公園

※雨天実施

募集

「小田原くくり罠塾」報告会＆
ミニフォーラム
申込 NPO法人おだわらイノシカネット・

穂田 ☎090-4228-7460
～獣害から森里を守る人づくり地域づくり～
有害鳥獣捕獲従事者の育成事業「小
田原くくり罠

わな

塾」の成果報告会を行いま
す。静岡県くらし・環境部の大橋正孝さ
んや、かながわ鳥獣被害対策支援セン
ターの石黒真理子さんなどによるミニ
講演とパネルディスカッションも行いま
す。
日3月28日（日）13:00～16:00
場時 市役所７階大会議室
対内 30人程度・申込先着順
申講  3月19日（金）までに、電話またはメー
ルで
E申 burimori.p@gmail.com
関主 農政課

援農者育成「Re農地」講座
申込 農地活!片浦事務局・帰

き

山
やま

☎080-4612-8420
「農」に関する知恵や技術を、実践で学び
ます。
日3月13日（土）10:30～15:00
場時 根府川地内（参加者に別途お知らせ）
定対 10人・申込先着順　費定 1,000円
申講  3月11日（木）までに、電話またはメー
ルで
E申 kataura55sep@gmail.com
ホE https://www.re-nouchi.com/
関主 農政課

市立病院職員
ID P00380   経営管理課 ☎34-3175
令和4年度に採用する職員を募集しま
す。
①薬剤師（正規職員）
日 ●  1次試験（適性検査・小論文・専門）
 4月18日（日）

●2次試験（面接）
 1次試験合格者に通知する日
対内  昭和61年4月2日以降生まれの人
新卒者　 令和4年3月までに資格

取得見込みの人
既卒者　免許を有する人

定対 3人程度
申講  4月5日（月）までに、所定の申込用
紙に必要書類を添えて直接または
郵送で
〒250-8558 小田原市久野46

②助産師・看護師（正規職員）
日第1回試験（適性検査・小論文・面接）
4月18日（日）

対内  助産師・看護師の資格を持つ人、ま
たは令和4年3月末までに資格取
得見込みの人

申講  4月2日（金）までに、市立病院ホー
ムページにある「採用試験申込書」
を直接または郵送で

※ 試験内容や待遇などは、市立病院
ホームページをご覧ください。
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みかんの木オーナー
申込 JAかながわ西湘早川支店 ☎22-3966
品種と収穫時期
【清見】4月上旬～中旬
温州みかん（宮川早

わ

生
せ

）とオレンジの
交配種で、甘味があります。
【甘夏】4月中旬～5月中旬
夏みかんの仲間で、甘味が強いです。

費定 20kg7,000円から
申講 3月31日（水）までに、電話で
関主 農政課

旬の味を楽しもう!
たけのこ掘り
申込 ①JAかながわ西湘報徳支店  ☎36-2184

②富水竹の子研究会会長・込山 ☎34-1608
日 期  4月1日（木）～30日（金）のうち収穫で
きる日　※小雨決行

場時 富水地区の農園（車で移動）
集合　JAかながわ西湘報徳支店
 9:00

定対 各日50人・申込先着順
費定 小学生以上500円
（たけのこ800円/kg）
申講  月～金曜日は①9:00～12:00に、土・
日曜日、祝日は②9:00～16:00に、電
話で

関主 農政課

募集

米粉で作る
梅餡

あ ん

入りどら焼き作り
申込 梅の里センター ☎42-5321

日3月30日（火）13:30～15:30
（受付13:00～）
場時 梅の里センター体験加工室
定対 20人・申込先着順
費定 2,000円（材料費、参加費含む）
持費 エプロン、三角巾、タオル
講額 山口陽子さん（こめこめこ主宰）
申講 3月15日（月）までに、電話で
関主 農政課

たけのこ掘り体験
申込 森林組合 ☎35-2706

辻村植物公園の竹林で、たけのこ掘り
を体験しましょう。
日  4月10日（土）・18日（日）・24日（土）
10:00～12:00　※荒天中止
集合　辻村植物公園駐車場

定対 各日100人・申込先着順
費定 中学生以上400円
（たけのこ700円/kg）
申講 各日1週間前までに、電話で
関主 農政課

ガイド協会各種イベント
申込 小田原ガイド協会 ☎22-8800

FAX22-8814
①「総構」・景色満喫ウォーキング（約5km）
早雲公顕彰500年の足跡を巡りま
す。
日  3月13日（土）・27日（土）、4月10日
（土）・24日（土）、5月8日（土）・22
日（土）、6月12日（土）・26日（土）
10:00～11:30　※小雨決行
集合　 小田原駅観光案内所前
 9:30

内場  小田原駅～山ノ神～稲荷森～小
峯御鐘ノ台大堀切西堀・東堀～新
堀～小田原城址公園藤棚（解散）

②小田原まちあるき
河村城と山北の春を歩く（約6km）
日4月3日（土）10:00～13:30
集合　山北駅10:00
※小雨決行

内場  山北駅（出発）～河村城址（昼食）
～桜並木～鉄道公園～山北駅（解
散）

①②共通
定対 ①各日9人②40人・申込先着順
費定 700円（資料代、保険料）
持費  飲み物、雨具、動きやすい靴と服装、
保険証（写し可）

申講  各日前日までに、電話またはファクス
で
※新型コロナウイルス感染症対策

● マスクの着用をお願いします。
● インカムを使用してのガイドになりま
す。受信用のイヤホンをお持ちくだ
さい（100円で販売もします）。

関主 観光課

空き家バンク
ID P17305   都市政策課 ☎33-1307
「空き家バンク」は、空き家の所有者と空
き家を必要とする人を結びつける制度
です。
市内に所有する空き家を「貸したい・売り
たい」と考えている人は、空き家バンク
への登録をご検討ください。
申講  市役所6階都市政策課または市ホー
ムページにある申込書を、直接または
郵送で

「ひきこもり」を考える講演会
申込 社会福祉協議会 ☎35-4000

ひきこもりの現状、周囲の対応の仕方な
どを学び、理解を深めます。
日3月17日（水）14:00～16:00
場時  おだわら総合医療福祉会館または
Z
ズ ー ム

oomによるオンライン配信
定対 会場50人、オンライン100人
講額 池上正樹さん、上田理香さん
（KHJ全国ひきこもり家族会連合会）
申講  3月15日（月）ま
でに、電話また
はホームページ
で

関主 福祉政策課

中高年のパソコン講座
（Windows）
シルバー人材センター ☎49-2333
①文書作成、表計算コース
日  5月7日～6月25日の毎週金曜日
9:45～11:45（全8回）

②各自の習得したい課題コース
日  5月14日・28日、6月11日・25日の
金曜日9:45～11:45（全4回）

対内 Word/Excelを習得済みの人
※パワーポイントの受講も可
③はがきコース
日5月19日（水）10:00～15:00
対内  「筆ぐるめ」（限定）インストール済み
の人

④インターネットコース
日6月2日（水）10:00～15:00

⑤画像処理コース
日6月9日（水）10:00～15:00

①～⑤共通
場時 いそしぎ
対内 市内在住の人（初心者歓迎）
定対  ①②50人程度・多数抽選③～⑤各
15人程度・多数抽選（①または②と③
～⑤重複可）

費定 ①12,800円②6,400円
③～⑤各3,200円
※別途教材費が必要

申講  3月15日（月）までに、シルバー人材セ
ンターに直接
※開催日は変更することがあります。
※ 4月23日（金）10:00から、いそしぎで
事前説明会を開きます。
※ その他、希望するパソコン講座があり
ましたらご連絡ください。
関主 高齢介護課

市民農園利用者
申込 農園管理者・奥津 ☎35-2356

諏訪原地区市民農園
場時  久野3787-1 他（フラワーガーデン前）
対内 ①3区画（24㎡/区画）
②2区画（30㎡/区画）

費定 ①6,000円（年額）②7,500円（年額）
関主 農政課

政策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  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
3月15日（月）～4月13日（火）
政策などの案の題名 担当課・係

小田原市農業振興計画
（仮称）の策定

農政課
農林業振興係
☎33-1495

小田原市公設青果地
方卸売市場事業経営
戦略の策定

農政課
青果市場係
☎48-1551

小田原市公設水産地
方卸売市場事業経営
戦略の策定

水産海浜課
海岸漁港係
☎22-9227

小田原城天守閣事業
経営戦略の策定

小田原城
総合管理事務所
☎23-1373

パブリックコメント
（市民意見）

ID P04405   広報広聴課 ☎33-1263

令和3年10月および令和4年4月に採用する職員を募集します。
● 受験資格や申込方法、本市が主催する採用説明会など詳しくは、3月1日（月）
に市ホームページで公開する「令和3年度 小田原市職員採用試験（前期）の案
内」をご覧ください。

小田原市職員
ID P31149  職員課 ☎33-1241

令和3年10月1日採用
職種 受験資格 採用予定人員

一般事務A 平成５年4月2日以降に生まれた人 ５人程度

土木技術A 昭和57年４月２日以降に生まれ、専門課程を履修した人 若干名

保育士・幼稚園教諭A 昭和57年４月２日以降に生まれ、保育士・幼稚園教諭両方
の資格を有する人 若干名

保健師A 昭和57年４月２日以降に生まれ、保健師の資格を有する人 若干名

令和4年4月1日採用
職種 受験資格 採用予定人員

一般事務B 平成５年4月2日以降に生まれた人 15人程度

一般事務C（障がい者） 昭和47年4月2日以降に生まれ、身体障害者手帳などの交付を受けている人 若干名

福祉職 昭和57年４月２日以降に生まれ、社会福祉士または精神
保健福祉士の資格を有する（見込む）人 若干名

保育士・幼稚園教諭B 昭和57年４月２日以降に生まれ、保育士・幼稚園教諭両方
の資格を有する（見込む）人 若干名

土木技術B 昭和57年４月２日以降に生まれ、専門課程を履修した人 ５人程度

建築設備技術 昭和57年４月２日以降に生まれ、専門課程を履修した人 若干名

電気技術 昭和57年４月２日以降に生まれ、専門課程を履修した人 若干名

保健師B 昭和57年４月２日以降に生まれ、保健師の資格を有する
（見込む）人 若干名

栄養士 昭和57年４月２日以降に生まれ、管理栄養士の資格を有
する（見込む）人 若干名

一般事務D
（育児休業代替任期付）

昭和37年４月２日以降に生まれ、民間企業などにおける職
務経験が５年以上あり、パソコンの基本操作ができる人 若干名

保育士・幼稚園教諭C
（育児休業代替任期付）

昭和37年４月２日以降に生まれ、保育士・幼稚園教諭どち
らかの資格を有し、常勤の保育士または幼稚園教諭とし
て勤務した経験が３年以上ある人

若干名
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◆ 掲載されているイベントの情報は、2月17日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う最新情報は、市ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

募集

侵入竹林の伐採ボランティア
申込 ぷらむ・椎野 ☎090-4916-0483
侵入竹林による曽我地区剣

つるぎ

沢
さわ

の自然荒
廃を防ぐため、竹を伐採します（竹の持
ち帰り可）。
日3月13日（土）9:00～13:00
※予備日3月14日（日）

場時 剣沢
集合　 現地または梅の里センター
 8:45（車で送迎）

持費 作業しやすい服装
※ 作業は斜面地で行うため、足元は
しっかりした装備でお越しください。
※昼食は、ぷらむで用意します。

申講 前日までに、電話で
関主 農政課

個別支援員、不登校生徒訪問
相談員、少人数指導スタッフ
ID P31107   
①教育指導課教育相談係 ☎46-6093
②教育指導課教育研究所 ☎33-1730
面接後、必要に応じて学校で勤務します。
①個別支援員、不登校生徒訪問相談員
さまざまな児童生徒に対して、担任と
ともに必要な支援をします。
②少人数指導スタッフ
児童が学習内容を確実に身につける
ことができるように、算数などの学習
指導をします。
①②共通
勤務条件　原則として、授業のある日
対内  教育に熱意のある人（②は小学校の
教員免許のある人）

額選 ①1日4時間以上　時給1,020円以上
②1日6時間　時給1,601円以上

申講  3月19日（金）までに、履歴書を直接ま
たは郵送で

児童相談員
ID P26532   子ども青少年支援課

☎46-6763
虐待など児童に関する相談に応じ、支
援を行う児童相談員を募集します。
勤務条件　週4日（9:00～17:15）
採用日　6月1日（火）（予定）
対内  次の条件すべてを満たす人・1人
① 社会福祉士、精神保健福祉士、心
理士、保健師、保育士のいずれか
の資格を持つ、または児童相談員
として必要な実務経験がある
② 地方公務員法第16条の欠格事項
に該当しない
③普通自動車免許を所有している
④パソコン操作ができる

選任  書類審査、面接
額選  月額203,348～211,468円（交通費
別）

申講  3月26日（金）までに、履歴書（写真付
き）と、小論文（1,200字以内・テーマ
「支援を必要とする家庭に望まれる
相談員の姿勢について」）を添えて、直
接（場時 久野195-1）

ジュニア・リーダーズ・クラブ
会員
ID P13740   青少年課 ☎33-1723
市のイベントや子ども会活動をサポート
する、中高生のボランティア団体です。
毎月、レクリエーションゲームやバルー
ンアートの研修などを行っています。
対内  中学1年生～高校3年生
申講  青少年課または市ホームページにあ
る入会申込書と、入会金1,500円（年
会費）を総会（日4月4日（日）13:00～
場時 市役所7階大会議室）で提出

シニア・リーダーズ・クラブ
会員
ID P03642   青少年課 ☎33-1723
市のイベントの協力や、異世代間交流イ
ベントの企画・運営を行うなど、青少年
と社会とのパイプ役になることを目的と
したボランティア団体です。年間を通し
て会員を募集しています。
対内  18～30歳前後の人
申講  青少年課または市ホームページにあ
る入会申込書と、入会金1,000円（年
会費）を、市役所5階青少年課へ提出

フラワーガーデン友の会会員
フラワーガーデン ☎34-2814

種からの花づくり、花壇や季節の花の手
入れ、イベントの補助など、フラワーガー
デンを一緒に盛り上げてくれるボラン
ティアを募集します。他施設での研修会
や、専門家による講義もあります。入会
希望者は、説明会にご参加ください。
「友の会入会説明会」
日4月4日（日）13:30～16:00
場時 フラワーガーデン2階視聴覚室
費定 350円（保険料）
※直接会場にお越しください。

フラワーガーデンバラ講座
申込フラワーガーデン ☎34-2814

剪
せん

定、病害虫駆除、植え付けなど、1年を
通じてバラの管理を学びます。

日 期4月～令和4年3月の毎月1回
13:00～15:00
※初回は4月24日（土）

場時 フラワーガーデン2階研修室
定対 15人・申込先着順
費定  10,000円（全12回）
※初回に支払い

講額 永江春子さん（ガーデナー）
柏木孝太さん
（フラワーガーデン植栽リーダー）
申講 3月27日（土）9:00から、電話で

けやき窓口スタッフ
ID P31192   申込 生涯学習課 ☎33-1881
けやきの受付対応・図書室業務を主とす
る、窓口スタッフを募集します。
勤務条件　 土日勤務あり、月13日程度

かつ月65時間程度（応相
談）、年次休暇あり・通勤手
当支給（条例による）

時期 ①  8：45～17：15（昼休憩1時間）
②  9：00～14：00
③13：00～17：00
※①～③によるシフト制

対内  18歳以上で、①～③すべてに対応で
きる人・若干名

任交 １年間（状況に応じて延長あり）
額選 時給1,020円
申講 3月19日（金）までに、電話で

デジタル化に関する意見交換会
（スーパーシティを目指して）
ID P31031   申込 企画政策課 ☎33-1315
未来に向けて市民の暮らしがより一層
便利で快適なものとなるよう、市を挙げ
てデジタル化によるまちづくりの推進に
取り組んでいます。
今後のデジタル化に関する市の考え方
や、スーパーシティ構想などの取り組み
状況をお知らせするため、市民の皆さん
との意見交換会を開催します。
日3月14日（日）
①16:00～②19:00～
※各回1時間程度

場時 U
う

M
め

EC
こ

O会議室4
定対 各回19人・多数抽選
申講 3月11日（木）までに、電話で
※ オンライン配信なども検討していま
す。詳しくは、市ホームページをご覧く
ださい。

箱根ジオパーク
オンラインツアー

箱根ジオパーク推進協議会
（企画政策課内） ☎33-1379

箱根ジオパークを巡るオンラインツアー
を開催します。
事前に特産品の特別セットを購入し、ご
自宅に特産品をお届けします。
ツアー当日は特産品を楽しみながら、オ
ンラインでジオサイトなどを旅します。
日3月20日（祝）14:00～16:30（予定）
内場  「箱根ジオミュージアム」からスタート、
地ビールなどで乾杯、小田原かまぼ
こ通りの魅力紹介、寄

よせ

木
ぎ

細工の制作
体験、早川石丁場などのジオサイト見
学
※ ツアーは、Z

ズ ー ム

oomを使用します。
定対 30人・申込先着順
費定  Aセット4,000円、Sセット3,500円
※ 詳しくは、「あうたび」ホームページ
で確認

申講  3月14日（日）まで
に、あうたびホーム
ページで

戦国の世にあっても親兄弟で争う
ことなく、五代約百年にわたり関東
を治め続けた北条氏。「民を豊かに
し、国を豊かにする」という北条氏
の領国経営は、現代のまちづくり
にも通じるものです。
北条氏の魅力を日本全国へ広く発
信するために、本拠であった小田原
の皆様のご協力をお願いします。

オンライン署名受付中!
北条五代　署名

北条五代観光推進協議会
事務局 観光課 ☎33-1521
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イベント

3/21（日）
フリーマーケット
上府中公園管理事務所 ☎42-5511
時期 9:30～15:00　※雨天中止
場時 上府中公園多目的広場
定対 30区画・申込先着順
費定 1区画・3,000円（8ｍ×3ｍ）
ホE  http://odawara-jigyo-kyokai.jp/kouen/

3/27（土）～4/11（日）
小田原もあ展
ものづくり・デザイン・アート ☎33-1515
小田原の工芸品（寄

よせ

木
ぎ

細工や漆器、鋳
物など）と現代アート作家がコラボレー
ションした「ものづくり・デザイン・アート
（通称:もあ）」の展示会です。
時期  9:00～21:00
（土・日曜日は18:00、
最終日は16:00まで）

場時 小田原駅東口
図書館

関主 産業政策課

4/24（土）　※予備日25（日）
親子でアユの放流体験
ID P31134   申込 酒匂川水系保全協議会
事務局（環境保護課内）　☎33-1481

酒匂川の自然への愛着を深めるため、
アユの放流を体験します。
時期 10:00～11:00（予定）
場時 酒匂川左岸飯泉橋上流
定対 150人・申込先着順
持費 長靴、水にぬれてもよい服装

●ヒスイカズラ・フォトコンテスト
作品募集
「ヒスイカズラ・フェスティバル」の
一環として、フォトコンテストを実
施します。テーマは「トロピカルドー
ムで撮影したヒスイカズラを含む
写真」です。

日 期3月12日（金）～5月23日（日）
申講 ちらしまたはホームページで

●春休みイースターウィーク
ちびっこエッグハント、ポプリエッ
グなどを開催します。トロピカル
ドームへ入園した子どもには、花
の風船をプレゼントします。トロピ
カルドーム温室では、「アロア・ワッ
ドのエッグハント」に挑戦!
日 期3月20日（祝）～4月11日（日）
●ヒスイカズラフェスティバル
ヒスイカズラが見頃です。ガイドツ
アー、モビール作り、関連商品の
販売などの他、温室では「特別ミッ
ション」を開催します。

日 期3月20日（祝）～4月25日（日）
●展示会～人気イベント大集合!～
小田原フラワーガーデンの人気
のイベントを展示室にて一挙に紹
介します。春と秋のローズフェス
タ、梅まつりや花菖

しょう

蒲
ぶ

スイレンま
つりなど、四季折々のイベントが
めじろ押しです。

日 期4月1日（木）～8日（木）
9:00～17:00

ホE  https://www.seibu-la.co.jp/
odawarafg

フラワーガーデン
フラワーガーデン ☎34-2814
※ 月曜日休園（祝・休日の場合は開園し、
翌火曜日休園）

相談

場時 市役所2階地域安全課（土・日曜日、祝・休日を除く）

一般相談
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

法律（予約制）
＊電話相談

離婚、相続、多重債務など
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

相談の休止
緊急事態宣言が解除されるまで、以下の相談は休止する予定です。再開する際
は、市ホームページでお知らせします。
電話相談の窓口について詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、電話でお
問い合わせください。

心配ごと 家庭や地域で困ったこと、悩み事に関する相談

人権擁護※ 差別や嫌がらせ・名誉毀損・プライバシーの侵害などの
相談

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

税務 相続・贈与・譲渡所得税などの税金に関する相談
行政 国・県・市への要望や苦情

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

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

※人権擁護相談は、緊急事態宣言解除後も休止する場合があります。

●乳幼児期から青壮年期の相談 ID P29355  はーもにぃ ☎46-7112
 日月～金曜日（祝・休日を除く）9:00～17:00

場時 久野195-1（おだわら子ども若者教育支援センター）
就学相談
教育指導課
☎46-6073

年長の子どもの小学校入学後の支援や環境について相
談をお受けします。

教育相談
教育指導課
☎46-6034

市内在住の小・中学生に関するさまざまな相談をお受け
します。

児童相談
子ども青少年支援課
☎46-6763

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。
時間外の児童虐待相談は、☎189にご連絡ください。

子ども発達相談
子ども青少年支援課
☎46-6787

0歳から就学前までの子どもの発達についての相談をお
受けします。

青少年相談
子ども青少年支援課
☎46-7292

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。

●その他の相談　　場時 市役所内各担当窓口
消費生活相談
ID P01778
消費生活センター
（市役所2階地域安
全課内）
☎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。原則、電話相談のみお受けします。
日月～金曜日（祝・休日を除く）9:30～12:00、13:00～16:00
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

経営改善無料相談
ID P29883   
申込 産業政策課
☎33-1757
☎33-1758

コロナ禍における給付金の申請、事業内容の見直しな
ど、市内の中小企業の相談を中小企業診断士の資格を
持つ専門家が、無料でお受けします。

日 期  3月末まで（予定）の毎週月・水・金曜日（祝・休日除く）
9:00～17:00

主ホ  神奈川県よろず支援拠点（（公財）神奈川産業振興セ
ンター）、小田原市

女性相談
ID P11082
人権・男女共同参画課
☎33-1737

夫や親しい男性とのトラブル（DV）など、女性からの相談
をお受けします（面談は予約制）。
日月～金曜日9:30～11:30、13:00～16:30
※火曜日は原則、継続相談の日です（要予約）。

生活困窮者
自立支援相談
ID P18649  
生活支援課
☎33-1892

社会に出るのが怖い、仕事の探し方が分からない、将来
が不安など、生活や仕事でお困りの人の相談をお受けし
ます（年齢制限はありません）。
日  月～金曜日（祝・休日を除く）8:30～17:15

●市民相談〈3月〉 ID P29335　地域安全課 ☎33-1383

①専門家と歩く小田原城総構ツアー
「ブラタモリ」の制作に協力した山
本篤志さんのガイドで総構を一周
します。歴史と空間のスケールを
体感しましょう。10km以上の道
でアップダウンがあります。
日3月13日（土）9:00～17:00
定対 20人・申込先着順
費定  2,800円（ガイド料、保険料）
持費  昼食、飲み物、動きやすい服装
と靴

②いぶき展
小田原箱根寄木細工や指物、漆
器など、地域の木工業に携わる若
者たちで構成される「いぶき会」の
第14回作品展です。伝統が今の
デザインと調和する魅力を感じて
ください。

日 期3月21日（日）～4月4日（日）

③小田原の木工にふれるまち博
手作りツアー
寄木細工だけでなく、木

き

地
じ

挽
び

きや
漆器など小田原の伝統工芸であ
る木工の世界を紹介します。寄木
作品を作ってみるワークショップ
もあります。早咲きの桜と共にお
楽しみください。
日3月27日（土）10:00～14:30
定対 12人・申込先着順
費定  4,600円（昼食、ガイド料・保険
料など）

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

▲箱根寄木細工職人
　露木清高さん
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◆ 掲載されているイベントの情報は、2月17日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う最新情報は、市ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

子ども映画会と
金次郎のおはなし
ID P07859   尊徳記念館 ☎36-2381
映画の後に、金次郎が暮らしていた頃
の遊びや学びを体験します。
日3月28日（日）14:00～14:45
（開場13:50）
場時 尊徳記念館
内場 ●映画「花さか爺

じい

さん」「一寸法師」
●体験「知恵板」

定対 30人・当日先着順

ぴよぴよくらぶ
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4月1日（木）10:00～11:30
（受付9:45～）
場時 マロニエ3階
マロニエホール

内場  みんなでちょうちょ
になってあそぼう

対内  入園前の子どもと
その家族20組・申込先着順

費定 子ども1人200円（材料費）
関主 子育て政策課

こども

明るい選挙書道作品コンクール
入選作品の展示
ID P04078  選挙管理委員会事務局

☎33-1742
小学校20校（5年生対象）944点の中か
ら、入選作品50点が決定しました。
その入選作品を展示します。
●マロニエエントランスホール
日 期3月9日（火）～15日（月）
●市役所2階市民ロビー
日 期3月16日（火）～22日（月）

市選挙管理
委員会賞

市明るい選挙
推進協議会賞

▲勝俣くるみ（豊川小） ▲西山瑞
みず

姫
き

（酒匂小）

※（　）内は小学校名（敬称略）

昼のミニコンサート
ID P03885   文化政策課 ☎33-1706
ラストラン 昼のミニコンサート
日3月24日（水）12:20～12:40
場時 市役所2階談話ロビー
定対 25人・当日先着順
出持 宮崎香織さん（ピアノ）
曲目　幻想即興曲/ショパン作曲など

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

くん

蒸
じゅう

を行います。
日3月27日（土）、4月10日（土）
9:00～11:30

場時 二宮尊徳生家（尊徳記念館隣）

上府中公園
上府中公園管理事務所 ☎42-5511
●カミイチ（かみふなかクラフト市）
手作りのクラフト品を中心に出店し
ます。詳しくは、ホームページで。
日3月27日（土）10:00～16:00
※荒天中止

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

わんぱくらんど
わんぱくらんど ☎24-3189

●竹細工教室
昔懐かしい遊び、竹とんぼやぶんぶ
んゴマを作って、芝生広場で遊びま
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）

フラワーガーデン
フラワーガーデン ☎34-2814

●朝市（売り切れ次第終了）
日毎週日曜日10:00～15:00

●なるほど園芸講座
3月のテーマは「春の接

つぎ

木
き

」です。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。
日毎月第3日曜日10:30～11:30
講額 大坪孝之さん（日本梅の会会長）

UMECO
U
う

M
め

EC
こ

O ☎24-6611
●UMECO企画展
市民活動団体の活動の成果などを
展示します。
● 声の万華鏡の活動展
日 期3月12日（金）～25日（木）
● 良
りょう

寛
かん

さんと四季のうつろい
日 期3月26日（金）～4月11日（日）
場時 UMECO多目的コーナー・ホワイエ
ホE http://umeco.info/

小田原競輪開催日
事業課 ☎23-1101

●小田原本場開催日
● 神静民報社杯争奪戦・CTCカップ
（FⅠ）
日 期3月18日（木）～20日（祝）
●場外開催

● 大宮（FⅠ）
日3月16日（火）・17日（水）

● 岐阜（FⅠ）
日 期3月16日（火）～18日（木）
● 国際トラック競技支援競輪
（GⅢ・宇都宮）
日 期3月19日（金）～21日（日）
● 名古屋（FⅠ）
日 期3月21日（日）～23日（火）
● 立川（FⅠ）、高知（FⅠ）
日 期3月22日（月）～24日（水）
● 川崎（FⅠナイター）
日3月25日（木）

● ウィナーズカップ（GⅡ・松阪）
日 期3月25日（木）～28日（日）
● 伊東温泉（FⅠ）
日 期3月26日（金）～28日（日）
● 広島（FⅠ）、宇都宮（FⅡ）
日 期3月29日（月）～31日（水）
※ ナイターは、4R以降（予定）は前売り
のみ
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、3月7日（日）まで本場は無
観客開催、場外発売は中止としてい
ます。以降も無観客開催または中止
などとなる場合があります。

ホE  https://www.odawarakeirin.
com/

月例イベント

イベント

●妊婦さんの集いの場
助産師が妊婦さんと、出産や子育て
について気軽に話し合います。
日3月19日（金）14:30～15:30
場時 いずみ

●赤ちゃんデー
6か月までの乳児限定ひろばです。
日①3月11日（木）14:00～15:30
②3月19日（金）13:30～15:00
③3月25日（木）10:00～12:00

場時 ①おだぴよ②いずみ
③マロニエ

定対 ①10組②6組③10組
●ヨチヨチデー
7～11か月の乳児限定ひろばです。
日①3月  5日（金）14:00～15:30
②3月  9日（火）10:00～12:00
③3月24日（水）10:00～11:30

場時 ①おだぴよ②マロニエ
③いずみ

定対 ①10組②10組③6組
●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一
緒に、子育てに必要なことを学びま
す。
日4月7日～28日の毎週水曜日
10:00～12:00（全4回）

対内  2～5か月の赤ちゃんと初めて子
育てするお母さん10組・申込先着
順

場時 いずみ
申講 いずみに、電話で

●おだぴよ赤ちゃんひろば
日3月18日（木）14:00～15:30
場時 おだぴよ
定対 10組

●赤ちゃんデー（すくすくデー）
0歳児とママの会です。妊婦さんや上
の子も一緒に参加できます。
日3月12日（金）10:00～11:00
場時 こゆるぎ
定対 6組

●マロニエ赤ちゃんひろば
5か月までの乳児とママ、妊婦さんが
対象の子育て講座です。
日3月19日（金）10:00～11:30
場時 マロニエ
定対 10組

●専門職相談日
①臨床心理士②小児科医師
③保育コンシェルジュ
日①❶3月  1日（月）10:00～12:00
❷3月17日（水）10:00～12:00
②❸3月16日（火）13:30～15:00
③❹3月10日（水）10:00～12:00
❺3月11日（木）10:00～12:00
❻3月16日（火）13:30～15:30
❼3月23日（火）13:30～15:00

場時 ❶❹おだぴよ❷❺マロニエ
❸❼こゆるぎ❻いずみ

※ 参加希望の人は、
各センターにお申
し込みください。

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

マロニエ子育て支援センター ☎48-8698 おだぴよ子育て支援センター ☎20-5155
いずみ子育て支援センター ☎37-9077 こゆるぎ子育て支援センター ☎43-0251

子育てカレンダー▶

「日本さくら名所100選」に選ばれている城址公園を中心に、長
ちょう

興
こう

山
ざん

のしだれ桜、
沼
ぬま

代
しろ

桜の馬場で「小田原桜まつり」を開催します。
日 期3月下旬～4月上旬　場時 城址公園、長興山、沼代桜の馬場
期間中のイベント　
●ぼんぼりの点灯　日 期開花期間中18:00頃～20:00
※ 桜の開花時期は、各所で渋滞が発生するなど、大変混み合います。また、小田原
城周辺の道路は大変混雑しますので、ご来場の際は公共交通機関をご利用く
ださい。　関主 観光課

小田原桜まつり 問関 観光協会 ☎20-4192

「日本さくら名所100選」に選ばれている城址公園を中心に、長興山のしだれ桜、
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献血
ID P17481   健康づくり課 ☎47-0828
日   3月14日（日）・21日（日）
10:00～12:00、13:30～16:00

場時 ダイナシティイースト

子どもの予防接種週間
ID P20076   健康づくり課 ☎47-0828
入園・入学に備えて、必要な予防接種を
済ませ、病気を未然に防ぎましょう。
取り扱う予防接種の種類、時間、予約の
有無は医療機関で異なります。
健康カレンダーを確認し、事前に市内の
予防接種取扱医療機関へお問い合わせ
ください。

日 期3月25日（木）～31日（水）

小田原市女性の健康
Webセミナー
ID P31208   大塚製薬 ☎0120-068-552
ライフステージごとに見られる女性特
有の身体の変化や病気を知り、女性ホ
ルモンと上手に付き合う対処法などを
学びます。
日3月27日（土）15：00～16：20
内場 第一部：女性ホルモンの基礎知識
第二部：気軽にできるおうちヨガ

対内 40～60歳代の女性
申講  3月20日（祝）までに、
ホームページで

関主 健康づくり課

スポーツ

トレーニングルーム
利用者講習会〈4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11:00～12:00
毎週水曜日19:00～20:00
毎週金曜日14:00～15:00
毎週日曜日11:00～12:00
※4月26日（月）を除く。

対内 高校生以上各日10人・申込先着順
申講 3月15日（月）9:00から
ホE  http://odawaraarena.main.jp/

②スポーツ会館
日4月8日（木）・17日（土）
14:00～15:00
4月21日（水）18:30～19:30

対内 高校生以上各日4人・申込先着順

小田原球場の一般開放日
申込 小田原球場 ☎42-5511

4月の一般開放日は、4日（日）です。
一般開放日の受付
申講 3月3日（水）～10日（水）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/

小学生陸上競技教室
～走って風になろう～

体育協会 ☎38-3310
日4月～令和4年2月の土曜日
9:00～11:00（全12回）

場時 城山陸上競技場
※ 雨天時は競技場トレーニングルーム

対内 小学3～6年生100人・申込先着順
費定 5,000円（傷害保険料含む）
講額 陸上競技協会指導員
申講  4月2日（金）までに、ホー
ムページで

ホE 「小田原市体育協会」で
検索

①柔道②剣道錬成教室
スポーツ会館　☎23-2465

新年度から柔道、剣道を一緒に行う新
規会員を募集します。
日①毎週火・木・金曜日18:30～20:00
（初心者は６月末まで火・木曜日）
②毎週火・木曜日18:30～20:00
（初心者は火・水曜日18:30～19:30）

場時 スポーツ会館
対内 ①小学1年生～中学３年生
②高校生以上

費定  登録料（年額）①1,800円②2,850円
（傷害保険料を含む）
参加料（月額）①1,300円②2,000円

申講 申請書に登録料を添えて、直接
※申請書は窓口にあります。

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

健康

4月の乳幼児健診と相談
ID P14254   健康づくり課 ☎47-4722

※ 状況により、日程を変更する場合が
あります。詳しくは、市ホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせくださ
い。

健康づくり講座を市ホーム
ページに掲載しています
ID P30588   健康づくり課 ☎47-4723
健康運動指導士による運動講座の動
画や、栄養士による栄養講座などの情
報が、市ホームページからご覧いただけ
ます。
視聴方法など詳しくは、市ホームページ
をご確認ください。

「すこやか健康コーナーおだわら」
3月健康相談会
ID P23410   健康づくり課 ☎47-4724
血圧、血管年齢、脳年齢、骨健康度を自
由に測定できます。
また、測定結果などの相談も受け付けま
す。
場時  市役所2階すこやか健康コーナーお
だわら
●測定のみ
日3月1日（月）・19日（金）
13:00～16:00

●栄養相談（栄養士）・測定　※要予約
日3月11日（木）9:00～12:00

●健康相談（保健師・看護師）・測定
日3月24日（水）13:00～16:00

自殺予防キャンペーン
ID P09891   健康づくり課 ☎47-4723
本市では、令和元年に24人の尊い命が
自殺によって失われています。
いのちの大切さを再認識し、誰も自殺に
追い込まれることのない社会の実現を
目指しましょう。
●図書の紹介
日3月1日（月）～26日（金）
場時 小田原駅東口図書館
※ 性的マイノリティーの人に関する図
書も同時に紹介します。

●パネル展示
日3月15日（月）～31日（水）
場時 市役所2階市民ロビー

健康カレンダーと併せてご覧ください。
ID P24735  

事業名 対象・実施日など

4か月児健診

乳幼児健診の対象者
には、個別通知にて
健診の日時をご案内
します。

1歳6か月児健診

2歳児歯科健診

3歳児健診

8～9か月児健診 取扱医療機関にて

いきいき親子育児相談 12日（電話申込制）

個別心理相談 就学前の親子
（電話申込制）

みんなで市民体操「おだわら百彩」
ID P25379   申込 健康づくり課 ☎47-4724
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3月17日（水）14:00～15:30
場時 いそしぎ2階トレーニングルーム
定対 20人・申込先着順
持費 室内履き、飲み物、タオル
申講 前日までに、電話で
※体操ができる服装でお越しください。

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
●精神保健福祉相談
日3月16日（火）・25日（木）、
4月8日（木）13:30～16:30

●エイズ相談・検査
日3月17日（水）9:00～11:00

●療育歯科相談
日3月18日（木）9:00～15:30

●骨髄ドナー登録
日4月13日（火）受付11:00

●認知症相談
日4月15日（木）13:30～16:30

場時 小田原合同庁舎4階
申講 各前日までに、電話で

脳トレ!脳と体の生き活
い

き教室
ID P17356   申込 高齢介護課 ☎33-1826
ウオーキングなど脳の活性化に効果が
期待できる有酸素運動を中心に、頭脳
ゲームなども行い、頭と体を刺激しま
す。
健康づくり課の保健師などによる講話
と相談もあります。楽しみながら認知症
予防に必要な知識を習得する教室で
す。
日  ① 4月27日～7月27日の毎週火曜
日14:00～16:00（全12回）
② 5月6日～7月29日の毎週木曜日
10:00～12:00（全12回）

場時 ①梅の里センター大会議室
②けやき3階視聴覚室 他

対内  市内在住の65歳以上の人①16人②
30人・申込先着順

費定 1,500円（保険料）
申講 3月25日（木）までに、電話で

●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・休日 
 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

内科、小児科、
耳鼻咽喉科、歯科 眼科

3月  7日（日） ○ ○

14日（日） ○

20日（祝） ○

21日（日） ○ ○

28日（日） ○

4月  4日（日） ○ ○

11日（日） ○

ノロウイルスは非常に感染力が強
く、人から人へ感染したり、感染者が
調理した食品を食べることで、下痢・
嘔
おう

吐
と

・発熱などを引き起こすことが
あります。
手洗いや調理器具の洗浄・消毒な
ど、4つのポイント【持ち込まない・加
熱する・広げない・つけない】を実践
し、ノロウイルス食中毒を予防しま
しょう。

ノロウイルス食中毒
警戒情報発令中!

小田原保健福祉事務所食品衛生課
 ☎32-8000
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※事業実施期間は令和４年３月まで
※一部アプリに対応していない機種もあります。

「グッピーヘルスケア」のダウンロードはこちらから

連 

載

け
ん
こ
う

に
っ
し

グッピーでハッピー 第10 回

世界が憧れるまち“小田原”
　１月７日に再び発出された緊急事態宣言は、３月７日まで延長となりました。
現在、医療従事者の懸命な努力や市民の皆さんの感染拡大防止の取り組
みのかいもあり、市内の感染状況は落ち着きつつありますが、引き続き緊張
感を持って対応する必要があります。
　本市においては、「生活を守る、事業者を守る、教育を守る、地域医療を
守る」の４つの柱に沿って施策を展開しており、現在、開会中の小田原市議
会において、中小企業事業者等支援金、新型コロナウイルスワクチン接種な
どにかかる費用、安定した医療を提供するために必要な市立病院への空床
補償を含めた国・県補助金収入の増額など、さまざまな施策・予算を提案し
ております。その総額は約33億円にのぼります。
　その中でも、新型コロナウイルスワクチンの接種については、市民の皆さ
んの「いのち」に直結するため、最優先で取り組んでいます。本市では、昨
年12月28日付でワクチン接種の体制整備のための予算を専決処分し、1月
25日付で健康づくり課内に感染症対策係を設置し、準備を進めております。

ワクチン接種の対象はどうなるのか、いつ、どこで接種できるのか、副反応
のリスクはどうなのか、など知りたいことがたくさんあると思います。国や県
などの関係機関から提供される情報を日々収集していますが、安心してワク
チンを接種していただくには、何よりも正確な情報を的確なタイミングで皆さ
んにお伝えすることが重要です。市のホームページでは、新型コロナウイル
ス感染症関連情報特設ページを設け、国や県が発信する最新情報のリンク
を掲載しております。また、今後も広報小田原や自治会回覧などさまざまな
媒体での情報発信に努めてまいります。
　新型コロナウイルス感染症の発生から１年以上が経過しました。誰もが想
像できなかった事態に直面し
ておりますが、ぜひとも皆で
力を合わせて、この難局を乗
り越えていきましょう。

第5回 アジの干物

小田原にはたくさんの地場産品があります。
その魅力をもっと知ってほしい。
食材の素晴らしさやレシピを紹介します。

産業政策課  33-1515

　「ストレス」と聞くと、皆さんはどのような印象を受けますか？

　多くの皆さんがよくないものと感じるかもしれませんが、すべてが悪

いものではありません。適度なストレスは、人間が成長するため、能力

を伸ばすために必要なものともいえます。しかし、気持ちが落ち込んで

しまうような、マイナスに向かうストレスもあります。

　そのようなストレスが過度にかかると、「からだ」や「こころ」の健康に

悪影響を及ぼします。

　まずは自分がどのようなことでストレスを感じるのか、ストレスを感じ

た場合に、「からだ」や「こころ」がどのように反応するか、を知ることが

大切です。そして、自分なりのストレス発散方法を見つけておくことも大

切です。

一人で悩まず相談を
　コロナ禍において、さまざまな悩みや不安を抱えることも多いと思い

ますが、つらい気持ちは一人で抱え込まずにまず相談してください。身

近な人に相談できないときには、専用の相談窓口があります。

健康が続くことは、幸せが続くこと。小田原市が株式会社グッピーズと

ともに実証実験を実施している「小田原市健幸ポイント事業」は、あな

たの健康幸せライフを応援します。

ストレスとうまく付き合おう
健康づくり課  47-4723

小田原市長　守屋 輝彦

　春から夏にかけて旬を迎える、小田
原市を代表する魚「アジ」。

　相模湾をはじめ、各地の漁場で水揚
げされる新鮮な魚だけを加工し、塩味
をつけ過ぎることなく、素材の味を生か
していくのが小田原の「アジの干物」の
特徴です。

①	アジの干物をほぐし、バターで「カリッ」
とするまで炒め、刻みネギを入れる。

②	ゆでたパスタとあえて、お好みでしょう
ゆを回し入れる（干物に塩味がついてい
るので隠し味程度に）。

③	トッピングで大根おろし、カイワレ大根
などをあわせる。

少しのアレンジで、
こんなレシピに★

焼くだけじゃない！

アジの干物パスタ

早瀬幸八商店
早瀬静佳さん

もとは「賄い飯」だった
「アジの干物パスタ」を紹介します。

残った干物の商品をほぐして食卓でアレンジ！
チャーハンや、酢の物にしたり
するのもいいですね。

アジの干物のお買い求めは、市内干物店や地域のスーパーなどで。

材料（1人前）
アジの干物	 1枚（中）くらい
バター	 適量
刻みネギ	 適量
パスタ	 80～100ｇ

（お好みで）
・しょうゆ、大根おろし、
		カイワレ大根など

「グッピーヘルスケア」アプリを
利用してストレス診断してみましょう

2月1日現在　小田原市の人口 188,787人　82,503世帯 ©小田原市2021-3
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電話やチャットでの
相談窓口
こころの健康などさ
まざまな 悩 み 相 談
が LINEや電話でで
きます。

市長のメッセージ動画を配
信しています。世界が憧れる
まち“小田原”配信版

▲市ホーム
ページ

随時更新


