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 「書かない窓口」始めました！
進むデジタル化! 手書きの負担を軽減!

「書かない窓口」のここに注目！　負担を軽く！　何度も同じことを書かなくて済む窓口です

　1月31日から住民異動受付支援システムによる受け
付けがスタート。「書かない窓口」として住所変更など
の手続きの記入負担軽減に取り組んでいます。

2月6日から転出届はマイナポータルからも可能に！
マイナンバーカードを所持している人は、マイナポータルからオンラインで転出の届け出が可能です。詳しくは、デジタル庁ホームページをご覧ください。

ヒアリングシートを記入

※�全ての手続きが「書かない窓口」の対象となるわけではありま
せん。

※�手続き時に必要な持参書類などについては、戸籍住民課へお
問い合わせください。

※�マロニエ・いずみ・こゆるぎの住民窓口は、令和5年６月頃か
ら本サービスを開始する予定です。

・住民異動届（転入、転居、転出）

・印鑑登録申請
・�住民異動届や印鑑登録申請と同時に
取得する住民票の写しや印鑑登録証
明書などの請求　など

届出書の確認と署名で
手続きが可能！

「事前申請システム」から
新住所や引越日などを入力

書かない窓口では「住民異動届出書」の記入が不要に

新住所や引越日など必要最小限の項目を記入

◎�専用ウェブサイトから入力すれば
ヒアリングシートの記入も不要！

◎�手続きナビゲーション機能が、住
所変更に伴う手続きや持ち物をご
案内します！

各申請書に氏名や住所などを印字！

来庁したら窓口で

来庁前に

届け出と同時に印鑑登録証明書や住
民票の写しなどを取得したいときは

記入する届出書や
申請書が多い

従 来

複数の申請書を書くことに…

住民異動届書の記入

届け出と同時に印鑑登録
証明書や住民票の写しな
どを取得したいときは

対象手続き

住
所
変
更
を
す
る
と
き
の
例

または

何度も
書かずに

済む！

▲︎デジタル庁

P35500WEB ID戸籍住民課  33-1386



若者･女性のアイデアを新たなまちづくりに！

子ども歯みがきチーム
ライオン（株）
ウェルビーイング研究所

山田碧
あおい

さん

　よりよい健康習慣づくりに必要な情報を、地
域に伝えたいという思いを形にできたことは
非常によい経験でした。“健康”という大きな
テーマからの具体化に試行錯誤しながらも多
くのことを学び、最後には歯科に関する情報を
地域の皆さんにチラシとしてお届けすることが
できました。今後もこの経験を生かし、皆さん
の毎日の健康に貢献したいと思います。

　おだわらSDGsパートナーであるライオン（株）と市の若手職
員が「健康」をテーマとした交流会を行いました。市民に寄り
添い、よりよい健康習慣を届けることで健康寿命の延伸を目指
すために、「子ども歯みがきチーム」「歯科健診促進チーム」「昼
歯みがき促進チーム」に分かれ、施策を検討・実施しました。

歯科健診促進チーム
市生活援護課
堀江真由美

　チラシの作成を通して歯科健診の重要性を発
信するとともに、アンケートを実施することで、
市民の皆さんが抱える課題を知ることができま
した。また、ライオン（株）の同年代の皆さんとの
ディスカッションで学んだことを生かし、今後も
市民の皆さんと接する中で課題を伺ったり、健
康に関する情報を発信したりすることで、皆さん
のさらなる健康促進を目指していきます。

ライフビジョン

　プッシュ通知で情報の見逃
し防止！どこにいても防災情
報などを確実に受け取れるん
だ！画像も付いて分かりやす
くなっているんだよ！

　災害が発生した時や災害
のおそれがある時には、画面
が緊急モードに切り替わって、
一目で注意が必要なことが分
かるようになっているの！

おだわら防災ナビを徹底解剖！おだわら防災ナビを徹底解剖！おだわら防災ナビを徹底解剖！おだわら防災ナビを徹底解剖！

P35489WEB ID防災対策課 33-1855

テーマは「健康」！公民連携の若手交流会２月～８月 P33632WEB ID

市民説明会を開催します！
アプリの使い方やダウンロードの方法などを直接ご説明します！

緊急モード

持ち物　スマートフォン
※�アプリがダウンロードできるように、AppleIDやGoogle
アカウントの設定が必要です。

申込　電話または市ホームページの申込フォームから

① ②お知らせ 避難情報

について教えてくだサイ!おだわら防災ナビ

▲︎申込フォーム

① 3月3日（金）
14:00～15:00

市役所7階
大会議室

② 3月4日（土）
14:00～15:00

尊徳記念館3階
研修室（301）

③ 3月5日（日）
11:00～12:00

こゆるぎ2階
ホール AB

④ 3月9日（木）
11:00～12:00

U
う め こ

MECO
会議室2

App�
Store

アプリをダウンロードし
て登録が完了するとアイ
コンが変わります。

iPhone

Google�
Play

Android

ダウンロードはこちら

と検索してくだサイ

ぼうサイ一家の

たいしんとそなえ が

詳しく紹介します！

た
い
し
ん

か
ぐ
て
ん

あ
ん
ぴ

そ
な
え

災害時や災害への備えなど、いざという時に命を守る情報を、市民一人一人に確実に届けるための新しい
方法として、防災情報をお知らせする防災アプリ「おだわら防災ナビ」が2月1日からスタートします。

防災アプリ

令和5年（2023年）　2月号　No.12462



高校生によるチョークアートプロジェクト 20226月～10月

はたらく女子会＠ラボ VOL.212月

　おだわらイノベーションラボに
設置されている黒板壁紙に、県
立小田原城北工業高等学校デザ
イン科の3年生9人が、「キラキラ
高校生活」をテーマに、チョーク
アートを作成しました。

　働く女性たちが、社外にロールモデルを見つけたり、よ
り自分らしい働き方を探したりする機会として、「ミニセ
ミナー付き交流イベント」を開催しました。今回は小田
原Lエール認定企業や、おだわらSDGsパートナーなど
から13人の参加があり、職場は違っても、働く女性同士、
時間を忘れて語り合い、楽しい交流の場となりました。

〈作品に込められた思い〉　コロナ禍で学校行事が中止や規模を
縮小した開催となり、理想の高校生活を送ることができず、そん
な自分たちの思いや願いを表現しました。大人には「懐かしさ」
を、子どもには「未来への期待」を感じてもらえるように、インス
タント写真風に描き、SNSの投稿をイメージして仕上げました。

みずほ証券（株）
小田原支店
宮田敬子さん

　働く女性の中には、仕事と家庭の両立や今後の
キャリアなどの悩みを打ち明けられない人もいると思
います。この女子会は「働く女性」という共通点があ
る中で、年齢や業種・職種もさまざまな人が集まる場
です。今回この会に参加し、自分が今悩んでいること
を、同じ目線で共有し合い、すでに経験している人か
らアドバイスをもらうことができました。私自身もこ
こで得た気づきを仕事に生かしたいと思います。

　ごみと資源の収集日カレンダーや
ごみ分別辞典「ごみサク」などのご
み情報、広報紙などふだんの生活
で役に立つ情報も集約されていて、
とても便利なアプリなの！

　さまざまな防災関連情報がまと
められているから、このアプリが
あればアクセスできるんだ！

本市では、若者や女性の視点やアイデアが生かされる仕組みをつくるとともに、その強みや活力を発揮し、
活躍できる場を提供することで、新たなまちづくりにつなげることを目指しています。 未来創造・若者課  33-1738

P34592WEB ID

おだわら防災ナビで重要情報を確実に！
　防災行政無線は、室内では聞き取りづらく、情報を確実に伝えることに課題がありました。そこで、デジタルの力を活用し、瞬時に大勢の人に情報
を届けることができるアプリを使って重要な情報を通知します。災害情報だけでなく、さまざまな防災・行政情報を一元化しているので、便利で、ふだ
んから使用できる市民必須のアプリです！

市の河川・海岸カメラ
　過去に溢

いっすい

水の被害があった市が管理する河川や、越
え っ ぱ

波の
被害があった海岸にカメラを設置。その映像をリアルタイム
で確認できるようになります。氾濫しやすい場所に設置して
いるので、大雨で避難が必要な時には要チェック！�アプリか
らアクセスできます！

一元化されている防災関連情報
・ハザードマップ
・気象庁などの外部リンク
・ 県・市の河川カメラへの

リンク
・ 県の土砂災害ポータルへ

のリンク

お役立ち情報一覧

・ごみと資源の
   収集日カレンダー

・ごみサク

・広報紙

・市公式SNS

・交通情報（バスマップ・
  駐車場マップ）　など

・停電情報
・避難所／避難場所一覧
・避難所混雑状況
・ 避難情報／避難行動の説明
  など

　ハザードマップやごみと
資源の収集日カレンダーな
どは、アプリで1回ダウン
ロードしておけばオフライ
ンでも見られるんだ！

③防災一元管理
CHECK!

P35163WEB ID

④お役立ち情報 FMおだわらにもつながるよ
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　農林水産省は2021年5月に、全国の有機農
業の取組面積を、2050年までに現在の0.2％
から25％まで拡大することなどを目標とした
「みどりの食料システム戦略」を策定しまし
た。�これに伴い、市も消費者に対する有機農産
物の普及啓発や、�有機農業の技術指導体制の
整備などに取り組んでいきます。

※令和3年度環境保全型農業直接支払交付金取組面積より

小田原の有機農業

日時　2月17日（金）・18日（土）10：00～15：00
場所　ハルネ小田原　中央通路、錦通り側エスカレーター横
内容　•小田原有機農産物マルシェ（有機農産物などの販売）

•�昨年登場し大好評の新品種イチゴ「かなこまち」の
試食・即売会
•�旬の農産物の即売会（湘南潮彩レモンなどの地場産
品を用意）
※それぞれなくなり次第終了

　「化学的に合成された肥料・農薬を使用しないこと」「遺伝子組み替え
技術を利用しないこと」を基本に「環境への負荷をできる限り少なくした
農業生産方法」が有機農業です。有

機
農
業
と
は

有
機
農
業

有機農産物
　「植えつけ前2年以上、化学肥料や化学合成農薬を使用しない」などの
厳しい基準を満たした農産物です。
　この基準に適合した生産が行われていることを第三者機関が検査し、認
証を受けると、農産物に「有機JASマーク」を表示できます。本市は、有機
JAS認証を受けている事業者が神奈川県内で一番多い市
となっています。

「小田原冬の農産物フェア」
有機や旬の農産物を体験できます。

小田原の
農産物を
ご賞味

ください！

大規模な自然災害や地球温暖化などの環境問題が
社会全体の課題となっている中、環境への負荷が
低い有機農業は、国もその拡大を進めている注目
の農業です。市の有機農業の今をお知らせします。

農政課  33-1494 P02128WEB ID

市内で有機農業に
取り組んでいる
主な農産物
（面積割合）

旬のイチゴや有機もあるよ！

有機農業の特徴は?
　有機農業は、土が本来持っている力を生かす、自然環境にも人間にも優し
い農業といわれています。また、化学肥料を使わないことから、その地域の
気候や土に合った「適地適作」が特徴です。

　命に優しい自然豊かな農業を目指し、市内の有
機農業者により「小田原有機の里づくり協議会」が
2009年3月に設立されました。小田原で40年以上
有機農業を実践している同団体の代表理事・石綿
敏久さんに伺いました。 　日本で初めて自然栽培でキウイ

を栽培。レモン、梅、ミカンなども
有機農業で栽培

有機農業をはじめたきっかけは?
　農業を始めて約50年たちますが、味よりも皮の見た目のいいミカンが評
価されることから、初めの4、5年は虫がつかないよう化学合成農薬を散布
していました。しかし、食べないミカンの皮のために化学合成農薬を使うこ
とに疑問を感じるようになりました。また、ある日、有機農業で栽培された
お茶を飲み、そのお茶がびっくりするくらいおいしくて、そこから「本当にい
いものを作ろう！」と、有機農業を始めました。

有機農業が広がっていくために必要なことは?
　化学肥料や化学合成農薬を使わないことは、雑草対策の負担や病害虫
被害のリスクがあり、簡単ではありません。それでも続けるのは「環境や人
に優しいものを作りたい」という信念があるからです。
　日本では、農産物の外観が重視される傾向があり、有機農産物に対する
消費者の理解はまだまだ普及していません。一方で、有機農業が普及して
いるヨーロッパでは、虫がついている農産物は「農薬がかかっていない証
拠」と、安全性への関心が高い消費者が安心すると聞きます。
　世界的に環境負荷低減の取り組みが推進されている中、市民の皆さんに
「環境にも人にも優しい
有機農業」をもっと知って
もらい、実際に有機農産
物を手に取ってもらえたら
と思っています。

有機農業実践者に聞いてみた

有機農業の普及を目指して

その他（プラムなど）
0.5%

キウイフルーツ
67.5%

その他かんきつ類
（湘南ゴールドなど）
�6.7%

野菜（大根・ニンジン）��4.6%

ミカン��7.2%

梅��4.3%

レモン��5.0%

ブルーベリー��4.3%

令和5年（2023年）　2月号　No.12464
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　「節電収益」「売電収益」「設置費用」「設置費用の回収期間」に加えて、
「CO2削減量」などの効果も試算されます。

Aさん
（4人家族、戸建て）

平均電気代
12,000円/月
システム容量
4.5kW

　試算したい建物にピンが設定され
ます。違う場所にピンが表示されてい
る場合は、ピンを動かします。

・�発電時のCO2（二酸化炭素）がゼロなので、火力発電と比べて
CO2を大幅に削減できます。

・�日中は太陽光発電で作った電気を自宅で使い電気代を節約し、
余った電気は電力会社に売って、年々高騰する電気代対策にも。

・�災害などで長期間停電になっても自宅で発電できれば在宅避難
が可能。

・�蓄電池があれば、夜間も電気が使えます。

初期費用を
かけない場合

・�売電価格は下がっていますが、設備の価格も安くなっているの
で設置費用の回収ができます。

購入の場合どうやって導入するの？どうやって導入するの？
　設備を購入する以外に、初期費用をかけずに設置する方法もある
ボン。上のシミュレーションは購入する場合だボン。

設置費用の回収

余った電気

〜ゼロカーボンを目指して〜

ボンボンちゃんが教える!

太陽光発電

太陽光発電の太陽光発電の44つのポイントつのポイント

10年間で10年間で

44割減割減

1 電気代を抑えられる！電気代を抑えられる！

4 設備の設置費用が下がってきた！設備の設置費用が下がってきた！

2 非常時にも役立つ！非常時にも役立つ！

3 地球にやさしいエネルギー！地球にやさしいエネルギー！

ボンボンちゃん（ゼロカーボン推進キャラクター）
ゼロカーボン星の王子様。地球の脱炭素化を推進
するため日々奮闘中！

１年を通して安定した日照時間と日射量がある
小田原は、太陽光発電を導入しやすいまちです。
太陽光発電のポイントと効果をボンボンちゃんが
教えます。

　1人分のCO2排出
量※1と同じくらい削
減できるボン

※1   2020年度の一人当たりの
CO2排出量は約1,840kg

（参考：全国地球温暖化防
止活動推進センターホーム
ページ）

設置費用の平均値
参考：資源エネルギー庁「調達価格等算定委員会資料」

※2  日射量が反映されない地域があります。

画像：Google,ⓒ2023,Digital Earth Technology,
　　　Maxar Technologies

　電気自動車も蓄電池
として活用できるボン

約約1,8001,800kg/年kg/年

COCO22減減
参考：太陽光発電協会「表示ガイドライン（2021年）」を基に作成

2021年 28.8
万円/kW

2012年 46.5
万円/kW

自宅で使う自宅で使う
買電分

買電分

昼 夜 深夜深夜 朝

　太陽光発電シミュレーションS
サ ン ク ル

uncleに、住所と条件を入力すれば、屋根の方角や傾きなどから日射量を算出※2し、
節電・売電収入や環境負荷を試算できます。今回は、Aさんの場合を想定してシミュレーションしてみます。

わが家の導入効果をシミュレーションしよう！
▲︎試算は
　こちらから

1 住所を入力 3 試算結果
　現状の電気代と設置予定の太
陽光パネルのサイズ（システム容
量）を設定します。

設定した建物に応じて設置可能な容量
が表示されますが、変更もできます。

2 条件を入力

売電収益と節電収益の累計額
設置費用の目安（約130万円）

売電収益
節電収益

10年目から
収益が出る

もっと教えて！ボンボンちゃん

使用する電力

太陽光で
発電する電力

売電

節約

一家庭

【
線
グ
ラ
フ
】

補助金に
ついて

0円ソーラー
について

ゼロカーボン推進課  33-1426 P34981WEB ID
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注目選手!

小田原アリーナ スポーツ観戦デー V
ブ イ

.L
リ ー グ

EAGUEのホーム試合 初開催!
 問関 スポーツ課 38-1149 WEBID P35614

男子バレーボール、V.LEAGUEのD
デ ィ ヴ ィ ジ ョ ン

IVISION2（V2）の富士通カワサキレッドスピリッツの試合が小田原アリーナで初めて開催されます。
富士通カワサキレッドスピリッツは、これまで川崎市を中心に活動していましたが、その活動を広げ、今シーズンから小田原アリーナをホームアリーナに加え、ホーム

ゲームを定期的に開催していきます。また、バレーボール教室など、地域のスポーツ振興に関する取り組みも行っていきます。

V.LEAGUEって?
バレーボールのリーグでDIVISION1（V1）からDIVISION3（V3）までのカテゴリーに分かれており、V1ではリーグ戦などで日本一を決めます。また、各カテゴリー

の入れ替え戦も毎年実施され、次シーズンの残留や昇格が決まります。

チケット情報の詳細はこちらから▶
日時  2月18日（土）15:00～ VS きんでんトリニティーブリッツ
 2月19日（日）14:00～ VS ヴィアティン三重

場所 小田原アリーナ メインアリーナ
※小・中学生は無料で観戦できます。

魅力あふれるまちづくりに貢献 令和4年度 小田原市民功労賞が決定
 問関 地域政策課 33-1457 WEBID P30887

学術・文化・教育・福祉など、さまざまな分野で功績のあった人や団体に贈呈している小田原市民功労賞。
今年度の受賞者は、次の2個人1団体1法人に決まりました。贈呈式は、2月5日（日）に小田原三の丸ホールで行います。
※この賞は、市民の皆さんからの寄附金を基に設置した「小田原市褒賞基金」で運営しています。 （五十音順・敬称略）

有限会社五十嵐写真館
明治30年の創業から現在まで、4代

にわたり明治期以降の小田原のまち
の姿や人々の暮らしなどの記録写真、
戦没者の遺影を撮影し、これらの写真
が市民共有の財産になるとともに、貴
重な歴史的資料として展示会や図書
館などの各種事業に活用されるなど、
本市の文化振興に貢献しています。

木村秀昭 さん

市自治会総連合会長として、長年
にわたり自治会組織の充実と発展に
努め、地域の活性化や顔の見える関
係づくりの促進を目的に「自治会カー
ドおだわら」や「ホームページ開設」な
ど新たな事業に取り組み、地域一丸と
なった活動の展開や地域の発展に大
きく貢献しました。

「明るく、楽しく、そして強く」のスローガンのもと、
観客の皆さんを巻き込み、一緒に勝利をつかみ取り

たいと思います。私の特長
である粘り強いディフェンス
とテンポの速いスパイクに
注目してください! ご声援よ
ろしくお願いします!

地元、神奈川県でプレーできることを誇りに感じ
ています。感謝の気持ちをプレーで表現したいと思

います。パワフルなサーブと
スパイクでチームを勝利に
導きます。小田原アリーナで
一緒に盛り上がりましょう!

小田原アリーナという素晴らしい体育館でプレー
できることに感謝しています。バレーボールの楽しさ

を最大限表現して、観客の
皆さんの期待に応えられる
よう頑張ります! 私の得意
プレーであるブロックに注
目してください!

日本語教室いろはの会
25年の長きにわたり、小田原市内で

生活する外国出身者やその子どもたち
のための生活相談、教育支援、日本語
指導を行っています。また、市民向けの
日本語教育指導者養成講座を開設する
とともに、外国出身者と市民との交流
促進を図るなど、多文化共生社会の推
進と地域の国際化に貢献しています。

小和田哲男 さん

昭和57年から史跡小田原城跡調査・整
備委員会の委員として、平成16年からは
委員長として、長年にわたり史跡小田原城
跡の整備に尽力しています。また、本市主
催の講演会に登壇するなど、市民の歴史に
対する理解と関心の向上にも貢献していま
す。平成22年からは小田原ふるさと大使と
して、本市のPRにも寄与しています。

©今井一詞

VLSP-2022-041

　攻守においてチームのかなめ。高い身長から繰り出すアタッ
クと、内に秘めた闘志を燃やし、チームを勝利へ!

浅野卓
た く

雅
ま さ

 選手
背番号＃11

　「明るく、楽しく、そして強く」を誰よりも体現し、チームを4連
覇に導いたキャプテン。キレのある俊敏なプレー、そしてアタック
で宙を舞う姿に魅了される!

栁田百
も

織
お り

 選手
背番号＃4　キャプテン

　川崎市立橘高等学校出身。神奈川が生んだVリーガー。高さ
とパワーのある攻撃で、チームを鼓舞するスーパールーキー!

秦
は た

俊介 選手
背番号＃21　新人（神奈川県出身）
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小田原には、さまざまな時代のさまざまな文化財があります。
魅力あふれる文化財を12話にわたり紹介します。お城だけじゃない!

小田原・文化財巡り

21年ぶりにリニューアル !

【価格】 1,100円（220ページ）
P33583WEB ID

ガイドブック
小田原の文化財

発売中

　獅子は、日本では古来悪魔を祓
はら

い幸運を招く霊
れい

獣
じゅう

とされ、獅子に仮装して舞う獅子舞は、寺社の法会
や祭礼の場などで演じられてきました。獅子舞には、祭礼行列の先頭に立つ行

ぎょう

道
どう

獅子、釜の湯をかき回
し人々に振りかけて悪疫を祓う湯

ゆ

立
たて

獅子舞などさまざまな種類があります。
　曽我別所に伝わる寿獅子舞は、囃

はや

子
し

に合わせて舞う囃子獅子舞の系統です。その内容は、最初に獅子
が舞った後、居眠りを始めます。そこへ通りかかった笑い面とヒョットコは驚いて逃げようとします。その
後、獅子が寝ていることに気づいた二
人は、獅子を退治して一杯飲もうとしま
すが、目覚めた獅子に追いかけられ逃
げ帰り、最後に獅子が軽やかに舞うと
いうものです。
　現在は曽我別所寿獅子舞保存会に
よって、毎年9月29日頃に行われる宗

そ

我
が

神社祭礼や、2月に行われる曽我梅林
の梅まつり（今年は、会期中の日曜日、
祝日の13:30～15:00）などで演じられ
ています。

P118でもっと詳しく!

P04018WEB ID文化財課 33-1717

P118P118
▲ 眠る獅子（右）を恐る恐る退治しようとするヒョットコ（左）と笑い面（中央）

要チェック！！

　市内の獅子舞の多くは戦前までに廃れ、現在唯一残るのが戦
後に復活した、曽我別所寿獅子舞です。現在は一人立ちで演じら
れていますが、戦前は二人で一頭の獅子として舞う二人立ちで演
じられていたので、当時の獅子頭

がしら

は、現在よりも大きかったといい
ます。

新型コロナウイルス感染症情報
この情報は、令和5年1月24日時点の情報です。

　発熱やせきなどの症状があり感染の不安のある場合や濃厚接触者に関することなどの相談は、県専用ダイヤルへお問い合
わせください。 一部のIP電話など、左記番号につながらない場合　 045-285-0536

県新型コロナウイルス感染症
専用ダイヤル 0570-056774（24時間受付）

新型コロナウイルス感染症新規感染者数は、依然として高い感染レベルで推移しています。
今後、オミクロン株BA.4-5系統から、より感染力が高いとされるBQ.１系統やXBB系統などへの置き換わりが進む可能性もありますので、引き続き、ワ
クチン接種の検討と基本的感染対策の徹底をお願いします。なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けについて、国は5類感染症とす
る方向で見直しを進めています。内容が示され次第、市ホームページなどでお知らせします。

●基本的な感染対策の徹底を!
　県内では12月中旬から3年ぶりに季節性インフルエンザの流行も始まり、
新型コロナウイルス感染症との同時流行の恐れがあります。日頃から体温
や健康状態のセルフチェックをしていただくとともに、適切なマスクの着脱、
手指消毒、効果的な換気を
行っていただくようお願いし
ます。

●体調不良時に備えた早めの準備を!
　発熱などの体調不良時に備え、あらかじめ薬局などで新型コロナの検査
キットや解熱薬等を購入し、セルフテストやセルフケアの準備をお願いし
ます。また、食料品や経口補水液、生活必需品の備蓄も併せてお願いしま
す。

※ 検査キットは、「研究用」ではなく、国が承認した「医療用」もしくは
「第1類医薬品」のキットをお選びください。

●ワクチン接種の検討を！
　現時点で、ワクチン接種期間は３月末までとされています。
重症化リスクの高い高齢者などはもとより、若い人もオミクロ
ン株対応ワクチン接種をご検討ください。

お問い合わせ・
市内での接種予約 市予約　

システム▶

市コールセンター
050-5526-1151

毎日8:30～17:00

【図1】〈新型コロナウイルスの変異株の枝分かれ（系統樹）〉

※厚生労働省資料から
●  現在、オミクロン株対応ワクチン接種の他、初回（１・２回目）接種、小児接種、乳
幼児接種を実施しています（乳幼児接種は個別接種のみ）。

●  接種予約は市コールセンターまたは市予約システムから、日程・接種会場などを
ご確認のうえ、予約してください。

※個別接種の一部医療機関では、直接予約受付を行う医療機関があります。

ワクチン接種予約

〈オミクロン株対応ワクチンの種類と特徴〉
●  オミクロン株対応ワクチンは、BA.1対応型とBA.4-5対応型の2種類あります
が、BA.1、BA.4-5は、オミクロン株の種類（亜系統）です（図１参照）。そのた
め、どちらの対応型ワクチンでも、現在流行の中心であるオミクロン株に対して
は、1価の従来ワクチンを上回る効果が期待できます。

●  また、BA.1対応型であっても、BA.4-5対応型であっても、従来株とオミクロン
株の2種類の成分があることにより、誘導される免疫も、より多様な新型コロナ
ウイルスに反応すると考えられます。

▲市ホームページ
　ワクチン接種情報
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小田原Lエールは、女性の活躍推進に積極的
に取り組んでいる市内の企業などを、優良企
業として認定する制度です。令和3年度の認
定企業を順次紹介します。

市ホームページに
も掲載しています。

　当社は、小田原を中心に介護・

医療分野の4事業所を展開し、ス

タッフの65％を女性が占めていま

す。さまざまな専門分野の人と連

携しながら、皆さんの生活を支援

するという当社のサービスには、女性の視点と思考が不可欠であり、

女性スタッフは重要な存在です。子育て世代のスタッフが多いため、

各々の事情に合わせて仕事とプライベートを無理なく両立できるよう

に土曜日を公休日にしたり、時短勤務を活用しやすくしたりするなど、

「誰もが働きやすい環境づくり」をモットーに現場の声に応えてきまし

た。スタッフの働きやすさは、提供するサービスの質の向上にもつなが

るため、今後もより一層の環境改善に努めていきます。

　当社の従業員は63％が女性で、

子育て中の人からシニア世代まで

幅広い年齢層が活躍しています。

勤務時間や休日の調整などを柔軟

に対応し、半数以上のスタッフが出

産、育児休業取得の後に職場に復帰しています。また、家庭と仕事を

両立しながら、生き生きと働ける職場づくりに努め、従業員が「プロ意

識」と「専門技術」を備えることができるよう研修にも力を入れていま

す。これからも、年齢や性別を問わず従業員全員が力を発揮し、質の

高いサービスで社会へ貢献できるように、社内環境の改善や制度の充

実に取り組んでいきます。

足柄リハビリテーションサービス

株式会社オービーエム管財

Vol.
9

企業コメント

企業コメント

人権・男女共同参画課  33-1725

小田原市長
守屋 輝彦

市 ホ ームペ ージや動 画
配信では、より詳しい情
報をお知らせしています。

確かな消防力の向上と強い責任感
　1月11日、恒例の消防出初式が三の丸ホールで開催さ

れました。この式は、消防力の全容を市民に披露すること

で、地域の消防力に対する一層の信頼と防火への意識を

向上させるとともに、消防職員・団員の士気を高揚し、職

務遂行の決意を新たにするという目的があります。中村

消防団長の言葉にもありましたが、「自分たちのまちは自

分たちで守る」という強い思いが参列した消防職員・団員

から湧き上がっていたのを肌で感じ、大変心強く感じまし

た。しかし、昨年、管内で死傷者が出る住宅火災も発生し

ました。日頃から防火の意識を持ち、住宅用火災警報器を

設置するなどの対策を講じていただきたいと思います。

消防を取り巻く環境への対応
　コロナ禍の影響もあり、救急出動件数は増加傾向にあ

ります。そこで、救急需要が比較的多い平日の日中の時

間帯に活動する「日勤救急隊」を試行的に運用しました。

これは、救急隊としての能力を発揮しながら時短勤務が

できるなど、子育てや介護を行う消防職員の、多様な働

き方の実現にもつながります。こうした多様な働き方に

も対応することで、消防職員一人一人が誇り高く尊厳あ

る仕事と自負できるような職場環境の整備に務めたいと

思います。

消防広域化10年を迎え
　今年は、消防広域化10年の節目の年に当たります。広

域化により、災害対応のノウハウが蓄積され、消防力の

向上に役立っています。小田原は海、山、川と自然が豊

かであることが魅力である一方、自然災害の脅威も抱え

ているといえます。さまざまな自然災害に対応するため、

広域化消防のメリットを活かして、いざという時の備えと

していきたいと思います。

令和5年消防出初式を終えて

デジテルがゆく!!デジテルデジテルががゆくゆく!!!!
私たちの身近なところで進むデジタル化を私たちの身近なところで進むデジタル化を
デジタルマスター・デジテル君がご紹介！デジタルマスター・デジテル君がご紹介！

◀︎デジテル君◀︎デジテル君
　デジタル化を進める私たちのまちに、突如現れた　デジタル化を進める私たちのまちに、突如現れた
ロボット。何やらいろいろ詳しいらしい。ロボット。何やらいろいろ詳しいらしい。

小田原城総合管理事務所  23-1373

　「天守閣内を見に行きたいけど、なかなか行けないな」と感じてい　「天守閣内を見に行きたいけど、なかなか行けないな」と感じてい

る人はいませんか？る人はいませんか？

　市では、朝日新聞フォトアーカイブと㈱ニシムラ精密地形模型の協　市では、朝日新聞フォトアーカイブと㈱ニシムラ精密地形模型の協

力を得て、公民連携のデジタル観光サービスをスタートしました。力を得て、公民連携のデジタル観光サービスをスタートしました。

　小田原城天守閣の館内を実際に歩いているような感覚で見ること　小田原城天守閣の館内を実際に歩いているような感覚で見ること

ができるVR映像を、小田原城のホームページで公開しています。ができるVR映像を、小田原城のホームページで公開しています。

　天守閣への入館がしづらい人や、コロナ禍で小　天守閣への入館がしづらい人や、コロナ禍で小

田原城へ来訪を控えている人なども、VR映像によ田原城へ来訪を控えている人なども、VR映像によ

り天守閣の中を散策することができます。り天守閣の中を散策することができます。

▲デジタル化の
　取り組みは
　こちらから

▲小田原城
　ホームページ

小田原のデジタル化を解説

「小田原城天守閣 「小田原城天守閣 VRVR映像公開」映像公開」
DigitalDigital55

　　甲甲
かっちゅうかっちゅう

冑冑・刀剣・絵図・古文書の展示など館内の・刀剣・絵図・古文書の展示など館内の
雰囲気が分かるだけでなく、代表的な展示物は雰囲気が分かるだけでなく、代表的な展示物は
解説も見ることができてお得だ解説も見ることができてお得だ
ねね！！最上階の展望回廊からの景最上階の展望回廊からの景
色は、相模湾や箱根連山を一望色は、相模湾や箱根連山を一望
できるようになっテルよ！できるようになっテルよ！

バーチャルリアリティバーチャルリアリティ

1月1日現在　小田原市の人口187,166人　83,788世帯 ©小田原市2023-2
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月々プラス400円で
年金受給額を増やせます
ID P01815    保険課 33-1867
定額保険料に付加保険料として月額
400円をプラスすると、老齢基礎年金に
付加年金を上乗せして受け取ることが
できます。
付加保険料は、手続きした月の分から
納めることができます。
対内  第1号被保険者・任意加入被保険者
（国民年金保険料を納付書、口座振
替、クレジットカードなどで納める人）
※ 国民年金基金に加入している人を

除く。
持費  窓口に来る人の本人確認書類、個人

番号確認書類、基礎年金番号通知書
（年金手帳でも可）
申講  市役所2階保険課、各タウンセンター

住民窓口または小田原年金事務所に
直接

国民年金保険料の口座振替・
クレジットカード納付
ID P01816   小田原年金事務所

22-1391
口座振替やクレジットカード納付を利用
すると、納め忘れをなくし、払い込みの
手間を省けます。手続きに必要な申出
書は、小田原年金事務所の他、市役所ま
たは各タウンセンター住民窓口でも配
布しています。
●保険料の前納

前納（2年分・1年分・6か月分）すると、
月々納付した場合より大きく割り引
かれます。口座振替やクレジットカー
ド納付で前納するには、2月28日（火）
までに手続きが必要です。

●口座振替のみの割引制度「早割」
通常翌月末に行われる保険料の振替
を1か月早めると、保険料が月額50
円割り引かれる制度です。

●各種手続き
①口座振替の場合
場時  市役所2階保険課、小田原年金

事務所または金融機関
持費  窓口に来る人の本人確認書類、

口座振替する預金通帳とその届
出印、基礎年金番号通知書（年
金手帳でも可）

②クレジットカード納付の場合
場時  保険課または小田原年金事務所
持費  窓口に来る人の本人確認書類、

クレジットカード、基礎年金番号
通知書（年金手帳でも可）

関主 保険課

お知らせ

観光交流センター臨時休館
ID P29912   観光課 33-1521
電気設備の法定点検のため、休館しま
す。
日2月20日（月）

県議会議員選挙
立候補予定者事前説明会
ID P35483   選挙管理委員会事務局

33-1741
出納責任者（予定者）への説明も併せて
行います。
日3月7日（火）10:00～12:00
場時 市役所7階大会議室
※出席者は予定者1人につき3人まで。
※投・開票日は、4月9日（日）です。

出産・子育て応援事業
相談支援　健康づくり課 47-4722

経済的支援　子育て政策課 33-1453
妊婦と子育て家庭が安心して出産や子
育てができるよう、妊娠期から出産・子
育てまで一貫した伴走型の相談支援を
充実させます。
また、妊娠届出時の面談を受けた妊婦
とこんにちは赤ちゃん訪問時に面談を
受けた養育者のうち申請された人に、
経済的支援を開始します。
●伴走型相談支援（面談） ID P14252

対内 ①妊婦②産婦または養育者
面談時期
①妊娠届出時②妊娠８か月前後
③こんにちは赤ちゃん訪問時
※②は対象者に個別に連絡します。

●経済的支援（給付金） ID P35591

対内 ① 妊娠届出時の面談を受けた妊
婦

② こんにちは赤ちゃん訪問時の面
談を受けた養育者

額選 ①妊婦１人につき５万円
②赤ちゃん１人につき５万円

※ 令和4年4月1日以降に出産した人
と、これから出産する人が対象で
す。

※ 支給を受けるためには申請が必要
です。対象者には市から順次ご案
内します。

市税の納付は
便利な口座振替で
ID P01908    市税総務課 33-1341
市税の口座振替を、令和5年度から希
望する場合は、2月28日（火）までに申請
してください。
申講 金融機関窓口

納税通知書または納付書、口座振替
する預金通帳とその届出印を持参
し、所定の申込用紙で
郵送
市ホームページから申込用紙を印刷
し、必要事項を書いて、口座届出印を
押し、市税総務課に

バリアフリー・省エネ・耐震
改修住宅の固定資産税の軽減

資産税課 33-1371
一定の条件のもとで、既存住宅に次の
改修工事を行った場合、次年度の家屋
の固定資産税が減額されます。
①バリアフリー改修工事 ID P12651

浴室・便所の改良、床の段差解消など
②省エネ改修工事 ID P12650

窓の改修（必須）、床・壁・天井の断熱
改修

③耐震改修工事 ID P12644

現行の耐震基準に適合した耐震改修
申講 工事完了後3か月以内

水道管の漏水調査 
ID P35554   水道整備課 41-1235
道路に埋設されている水道管の水漏れ
を見つけるために、漏水調査を実施しま
す。

日 期2月上旬～3月中旬
調査区域　酒匂川より東側の区域
※ 調査の際は、上下水道局が発行した

身分証明書と腕章を着用した調査
員が、宅地内に立ち入ることがありま
す。

※ 調査員は調査以外のことは行いませ
ん。調査員を装った悪質な営業など
にご注意ください。

小規模企業者の電気料補助の
申請は2月28日（火）まで
ID P34693   産業政策課 33-1758
原油高・物価高騰の影響を受ける小規
模企業者に、事業に用いる電気使用料
の一部を補助しています。
対内  市内に事業所を有する小規模企業者

の、令和4年4月から9月までに支出し
た電気料と前年同時期の電気料の
差額

額選  補助対象経費の1/2（上限20万円、
千円未満切り捨て）

申講  2月28日（火）までに、市ホームページ
の電子申請システムまたは郵送で

※ 対象要件や必要書類
など詳しくは、市ホーム
ページまたは市役所4階
産業政策課で配布する
補助金要項をご覧くだ
さい。

営農継続支援金の
申請は2月28日（火）まで
ID P34776   申込 農政課 33-1495
価格が高騰している肥料などの経費の
一部を支援しています。
対内  市内に住所を有する年間農産物販売

金額50万円以上の販売農家
持費  令和3年分所得税青色申告決算書
（農業所得用）または収支内訳書（農
業所得用）などの写し、通帳の写し、
令和4年4月以降の肥料などの領収
書や出荷伝票などの写し

額選  令和3年分所得税青色申告決算書
（農業所得用）などに記載の肥料費、
飼料費、農薬衛生費、動力光熱費の
合計の1割（上限5万円、1万円未満切
り捨て）

申講  2月28日（火）までに、市役所4階農政
課に直接または郵送、JAかながわ西
湘の各支店または営農経済センター
に直接

次の保険料の納期限は、2月28日（火）
です。期限までに納めてください。
①国民健康保険料第9期
②介護保険料第9期
③後期高齢者医療保険料第8期

保険料の納付
ID P25264  

①③保険課 33-1834
②高齢介護課 33-1840

2月28日（火）は、固定資産税・都市
計画税（第4期）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・休日の納税は、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、ス
マートフォン決済をご利用くださ
い。ただし、納付書が必要です。

2月の納税
ID P01397  

納付関係　市税総務課 33-1345
課税内容　資産税課 33-1361

▲電子申請
　システム

抜き取ってお読みください

●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

2月10日（金）
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◆ 掲載されているイベントの情報は、1月19日時点の情報です。
◆ 各記事の詳しい情報は、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。

ピンクシャツデー
小田原城ライトアップ

人権・男女共同参画課 33-1725
毎年2月最終水曜日のピンクシャツ
デーは、2008年カナダから始まり、現在
は世界に広がっているいじめ反対運動
です。
この運動に賛同し、小田原城天守閣を
ピンク色にライトアップします。
日2月22日（水）20:00～20:30

Jアラート
全国一斉情報伝達訓練
ID P26916   防災対策課 33-1855
防災行政無線の放送を実施します。
日2月15日（水）11:00
内場 ―上りチャイム音―
「これは、Jアラートのテストです」×3回
「こちらは、防災おだわらです」
―下りチャイム音―

※サイレンは鳴りません。
※ 防災メールなどでも、同内容を配信し

ます。緊急速報メール、エリアメールの
配信はありません。

小田原梅干品評会
優秀賞の決定
ID P35222   農政課 33-1495
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
ル品種の「十郎梅」の梅干しが数多く出
品されました。

（敬称略）
優等・県知事賞　斉藤徳雄さん
優等・市長賞　菅沼桂子さん
優等　片野玲子さん、菅沼桂子さん、
 斉藤昌代さん
●出品作品の展示
日 期3月5日（日）まで
場時 梅の里センター1階談話ロビー

ねんりんピックかながわ2022
パークゴルフ交流大会優勝

高齢介護課 33-1699
昨年11月にねんりんピックかながわ
2022が開催されました。本市で行われ
たソフトテニス、ソフトボールの交流大
会には約1,400人のシニアが出場し、日
頃の練習の成果を発揮しました。
また、多くの市内チームが、県代表とし
て、各地で行われた交流大会に出場し、
開成町で行われたパークゴルフ交流大
会の団体の部では、小田原市パークゴ
ルフ協会が優勝しました。
-優勝メンバーの声-

「パークゴルフは３世代でできる生涯ス
ポーツ。これからも楽しく元気に仲良く
続けていきたい。そのためにももっと仲
間を増やしたいですね」

建築物防災週間
ID P16726   建築指導課 33-1433
毎年3月1日から1週間は、建築物防災週
間です。この機会に、所有する建築物の
耐震対策や防災対策を確認しましょう。
市では、多くの人が利用する建築物を
対象に、安全点検などの普及・啓発を行
います。

日 期3月1日（水）～7日（火）

春季全国火災予防運動
ID P33402   予防課 49-4428
お出かけは　マスク戸締り　火の用心
火気の取り扱いに気を配り、身の回りの
整理や放火防止を心掛け、火災のない
まちづくりに努めましょう。
また、この機会に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。

日 期3月1日（水）～7日（火）

住宅用火災警報器
設置状況の調査
ID P28875    予防課 49-4428
市内の世帯を対象に、無作為に選んで
行う調査です。
消防職員が、家庭の玄関先でアンケート
調査を行います。身分証を携帯し、1～3
人で訪問しますのでご協力ください。

日 期3～5月

カラス・ヒヨドリの駆除
鳥獣被害防止対策協議会事務局

JAかながわ西湘 47-8183
農作物に被害を及ぼすカラスやヒヨドリ
を、鳥獣被害対策実施隊が安全に配慮
し、駆除します。

日 期  2月11日（祝）～3月12日（日）の土・日
曜日、祝日を予定（平日に実施する場
合もあります）

場時 市内の山間部　関主 農政課

文命用水の断水
東京電力リニューアブルパワー（株） 87-3013
東京電力では、２月から令和７年１月まで
の約２年間に、南足柄市内を流れる文命
用水にある内山発電所の大規模な改
造工事を計画しています。次の期間中、
文命用水を一時的に断水します。

日 期3月1日（水）～24日（金）　関主 農政課

看板設置の許可（更新）手続き
ID P01756   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、
許可期間満了後も引き続き設置するに
は、更新手続きが必要です。許可内容を
ご確認ください。3月は、更新月です。該
当する人は、忘れずに更新手続きをして
ください。

マイナンバーカード出張申請
ID P32243   戸籍住民課 33-1384
マイナンバーカードの申請を市施設や
商業施設で受け付けます。顔写真を市
職員が無料で撮影し、５分程度で完了し
ます。申請には、カードに設定する2種類
の暗証番号（数字のみ4文字のもの、大
文字アルファベットと数字を混ぜた6～
16文字のもの）が必要です。
※ カードの交付は、申請から1か月程度

かかります。

持費  マイナンバー通知カード、国から送ら
れているマイナンバーカード交付申請
書、本人確認書類（運転免許証、身体
障害者手帳、パスポートなど2点以上）
※ 不足がある場合でも申請は可能で

すが、市役所またはマロニエの窓口
でのカードの受け取りとなります。

申講  ①② 予約専用ホームページまたは平
日の9:00～13:00、14:00～
17:00に予約専用電話（ 33-
1685）で

③④申込不要

日時 場所
①２月11日（祝）
　9:00～11:30、
　13:30～17:00

マロニエ住民窓口
②２月18日（土）
　9:00～11:30、
　13:30～17:00

③２月19日（日）
　10:00～15:00

ダイナシティ
イースト３階
エディオン
ダイナシティ小田原店

④２月25日（土）
　10:00～15:00

ダイナシティ
イースト１階
正面入口催事場

お知らせ

令和4年度補正予算の概要
ID P33447    財政課 33-1312

【12月補正予算の概要】
一般会計

（1億5,853万1千円追加）
●出産・子育て応援事業費の計上
この結果、全会計の予算額は、1,868億
6,812万1千円となりました。

ふるさと納税
ワンストップ特例の注意点
ID P18848    市民税課 33-1351
ふるさと納税ワンストップ特例を申請し
た人が、確定申告や市県民税申告、5団
体を超える寄附をすると、ワンストップ特
例は適用されなくなります。
確定申告時に、ふるさと納税を寄附金
控除に含め、申告してください。

確定申告書の配布
ID P11902   市民税課 33-1351
2月1日（水）から、市役所2階市民税課、
各タウンセンター住民窓口、アークロー
ド市民窓口で配布します。
なくなり次第終了となりますので、終了
後は小田原税務署（ 35-4511）へお
問い合わせください。
※ 事業を行う「個人」「法人」は、別途「償

却資産報告」が必要です。（資産税課 
33-1362） ID P28014

市・県民税の申告
ID P11902    市民税課 33-1351
●便利な「住民税試算システム」

申告書の作成にご利用ください。
「住民税試算システム」で作成した申
告書は、e-kanagawa電子申請シス
テムを使ってそのまま電子申告できま
す。

●郵送受け付け
申告書は、郵送でも受け付けます。作
成した申告書、収入が分かる資料、各
種控除証明書の写しを同封してくだ
さい。
控えや書類の返送を希望する場合
は、必ず返信用封筒を同封してくださ
い。

小田原税務署からのお知らせ
小田原税務署 35-4511

国税庁をかたった不審なショートメッ
セージやメールにご注意ください！
ショートメッセージやメールにより国税
の納付を求めることや差し押さえを予
告することはありません。
不審なメールなどに記載
されたURLへのアクセスや
支払いなどは、しないよう
ご注意ください。

令和4年4月より、消防職員による
立入検査を実施しています。
立入検査を実施する職員の中には、
災害現場で活動する職員もいます
ので、火災などの災害が発生した場
合は、検査をいったん中断して出動
する場合があることをご了承くださ
い。
立入検査を実施する際は、緊急の場
合を除いて事前に関係者へ連絡し
ます。
消防が行う立入検査は、対象物の
防火管理状況の把握、消火器や自
動火災報知設備、誘導灯など消防
用設備の設置・管理状況、避難通路
や避難口の管理などについて消防
関係法令への適合状況を確認し、不
備が認められた場合には火災予防
上適切な指導を行うことで出火を
未然に防ぐとともに、万が一の出火
に際しても被害を最小限にとどめる
ために実施するものです。

消防職員による立入検査
ID P34145  予防課 49-4428

▲国税庁

令和5年（2023年）　2月号　No.12462 おだわらいふ



募集

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3月2日（木）10:00～12:00
場時 いそしぎ2階第1講習室
対内  市内在住・在勤・在学の人30人・申込

先着順
講額 キャラバン・メイト
申講 前日までに、電話で

おだわら・はこね家族会
ID P18187   申込 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3月17日（金）10:00～12:00
場時 ①けやき3階視聴覚室②Z

ズ ー ム

oom
対内  認知症の家族を介護している人や認

知症の人

市立病院市民公開講座
ID P29865   経営管理課 34-3175
市立病院の医師が、「腰痛」をテーマにオ
ンラインで話します。
日2月25日（土）10:00～11:00
場時 Zoom
定対 80人・申込先着順
講額 國

くに

谷
や

嵩
たかし

（整形外科医長）
申講  2月22日（水）までに、市

立病院ホームページの
申込フォームで

普通救命講習Ⅰ
ID P00490   救急課 49-4441
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3月12日（日）9:00～12:00
場時 市消防本部
対内  中学生以上（市消防本部管内に在住・

在勤・在学の人を優先）10人・申込先
着順

申講  2月13日（月）から電話（平日9:00
～17:00）で予約後、2月27日（月）
17:00までに、申請書を最寄りの消防
署所に直接

二宮尊徳生家の茅葺屋根の
葺き替え見学会
ID P35472   申込 尊徳記念館 36-2381
昭和35年（1960年）に現在地に移築さ
れてから、2度めの茅

かや

葺
ぶき

屋根の全面改
修です。今では貴重な茅葺屋根の葺き
替えのようすをご覧ください。
日2月18日（土）

10:00～11:30、14:00～15:30
※雨天の場合、2月19日（日）に延期

場時 二宮尊徳生家（尊徳記念館隣）
定対 各回30人・申込先着順
申講  2月17日（金）までに、直接または電話で

地元っ子と国府津まちあるき
申込 ヤッホー国府津村役場・古谷

080-5013-5035
隠れ絶景スポット、昭和の街並み、古民家
カフェ、名店コラボランチ付（約3km）
日3月11日（土）10:00～15:00

集合　国府津駅改札横
※雨天開催、荒天中止

内場  国府津駅～飾りパン店～地魚店～
富士山と海の見晴台～屋上テラスで
ランチ～古民家（観葉植物）～路地裏
～海岸～文化財カフェでスイーツ

定対 20人・申込先着順
費定  3,500円（資料、昼食（地

魚バーガー）・スイーツ
代、保険料）

持費  雨具、歩きやすい靴と服装
申講  電話、フェイスブックまたはメールで
E申  yahho.kouzu.murayakuba@gmail.com
関主 まちづくり交通課

高齢者体操教室
ID P03389   申込 健康づくり課 47-4721
ストレッチや音楽に合わせた体操を通じ
て、運動機能の維持・向上を図ります。
①いそしぎ
日  4月17日～7月31日の毎週月曜日

13:10～14:05、14:10～15:00
②おだわら総合医療福祉会館
日  4月18日～7月25日の毎週火曜日

13:10～14:05、14:10～15:00
③小田原スポーツ会館
日  4月12日～7月26日の毎週水曜日

12:10～13:00、13:00～13:55
④梅の里センター
日  4月13日～7月27日の毎週木曜日

9:40～10:35、10:40～11:30
①～④共通
対内  市内在住の65歳以上の人①②各60

人③④各40人・多数抽選
申講  2月13日（月）～20日（月）に、電話また

は市ホームページで
※申し込みは、1人1会場まで。
※ 詳しい日程は、参加者に改めてお伝え

します。
※ 医師から運動を止められている人、
「65歳からの筋トレ教室」に参加して
いる人は、申し込みできません。

※ 各会場当選番号順に前半・後半と時
間を分けて実施します。前半・後半の
希望は受け付けていません。

※ 当選後のグループ変更はできません。

65歳からの筋トレ教室
ID P03393   申込 健康づくり課 47-4721
①いそしぎ マシン教室 
日  4月6日～6月29日の毎週火・木曜

日14:00～15:00（全22回）
②いそしぎ ストレッチ教室
日  4月10日～6月26日の毎週月曜日

12:00～12:55（全11回）
③アリーナ ストレッチ教室
日  4月6日～6月29日の毎週月・木曜

日9:15～10:30（全18回）
④アリーナ マシン教室
日  4月5日～6月21日の毎週月・水曜

日10:00～10:45、10:45～11:30、
13:00～13:45または13:45～14:30

（全21回）
体力測定
①②4月5日（水）、6月27日（火）
③4月3日（月）、6月19日（月）
④4月3日（月）、6月28日（水）
※ 初回の体力測定に参加できないと、

教室に参加できないことがあります。
時間は別途お知らせします。

対内  市内在住の65歳以上の人①③各10
人②5人④30人・多数選考

費定 1,500円（保険料）
申講  2月14日（火）～22日（水）に、電話また

は市ホームページの申込フォームで
※ 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
人は申し込みできません。

※複数の教室には申し込みできません。

小田原の地震と津波
おだわらまなぼうさい（学防災）
ID P34024   申込 防災対策課 33-1855
防災初心者でも分かりやすい内容で
す。東日本大震災で自衛隊災害派遣部
隊の指揮官経験がある市職員が小田
原の地震と津波について話します。
日3月11日（土）14:00～16:00
場時 マロニエ2階集会室202
定対 100人・申込先着順
申講  電話または市ホームペー

ジの申込フォームで

読書活動推進講演会
「人生に寄り添う本との出会い方」
ID P35488   申込 中央図書館（かもめ） 

49-7800
さまざまな場所で本との出会いの場を
演出してきたブックディレクターの幅

はば

允
よし

孝
たか

さん（BACH代表）が、自分に合った
本との出会い方などについて講演しま
す。
日2月25日（土）

13:30～15:00
場時  中央図書館（かもめ）

2階視聴覚ホール
定対 60人・申込先着順
申講  中央図書館に直接、電話

または市ホームページの
申込フォームで

指導者養成講座（応用編）
ID P35502   申込 青少年課 33-1723
地域や学校の行事を担う青少年指導者
を育成します。冬キャンプを通して、子ど
もたちとの接し方や安全に楽しく参加し
てもらう方法などを学びます。
日3月18日（土）9:30～15:00
場時 足柄森林公園 丸太の森
（南足柄市広町1544）
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 1,500円
申講  ２月28日（火）までに、電
話または市ホームページ
の電子申請システムで

ガイド協会ガイド養成講座
小田原ガイド協会 22-8800

ガイドに必要な小田原とその周辺の歴
史・自然・文化や心構えなどを、豊富な
ガイド経験を持つ講師から座学と実習
で学びます。受講後はガイド協会のメン
バーとして活動できます。

日 期4月～令和６年3月末日
※原則、毎週水曜日

定対 20人　費定 25,000円
申講  2月22日（水）までに、往復はがきに、

住所、氏名、性別、生年月日、電話番号
（自宅・携帯）、ファクス番号を書いて、
郵送で
〒250-0014 城内3-22
NPO法人小田原ガイド
協会

関主 観光課

▲申込フォーム

▲申込フォーム

「神奈川フィルハーモニー管弦楽団 
小田原三の丸ホール公演」の公開リ
ハーサルの見学者を募集します。本
公演チケットを購入のうえ、お申し込
みください。
日  3月19日（日）11:00～（集合10:45）

※本公演は15:00開演
場時 三の丸ホール大ホール
対内  小学生～25歳の人30人・申込先

着順（小学生は保護者同伴可）
出持  飯森範

のり

親
ちか

さん（指揮）、宮田大
だい

さ
ん（チェロ）、神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団

申講  2月11日（祝）10:00
から、三の丸ホール
窓口またはウェブ予
約で

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
リハーサル見学

三の丸ホール 20-4152

▲ウェブ予約

撮影　藤本史昭

©s.yamamoto ©日本コロムビア

▲申込フォーム

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
（当日消印有効）、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
2月15日（水）～3月16日（木）
政策などの案の題名 担当課
小田原市スポーツ
振興基本指針の改
定

スポーツ課
38-1149

パブリックコメント
（市民意見）

ID P04405  広報広聴室 33-1263

▲電子申請
　システム

▲小田原
　ガイド協会

▲ヤッホー
　国府津村役場

令和5年（2023年）　2月号　No.1246申込先着順で開始日の記載がない場合、申込開始は 2月10日（金） から 3おだわらいふ



◆ 掲載されているイベントの情報は、1月19日時点の情報です。
◆ 各記事の詳しい情報は、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。

フリーマーケット出店者
上府中公園管理事務所 42-5511
日3月19日（日）9:30～15:00

※雨天中止
場時 上府中公園多目的広場
●出展者募集
定対 50区画・申込先着順
費定 1区画（8m×3m）

3,000円
申講  2月17日（金）から、

ホームページの申請
フォームで

「農の学校2023」参加者
申込 NPO法人小田原食とみどり

080-5385-0465
お米、野菜、ハーブ、果樹の農業体験学
校です。土に触れる楽しさを体験できま
す。
日4月～令和6年3月
場時 曽我地区 他
費定 コース別に4,500円～
申講  3月15日（水）までに、電

話で
関主 農政課

シイタケのホダ木づくり
申込 森林組合 35-2706

長さ90cmのコナラの原木に専用のドリル
で穴をあけ、シイタケの駒菌を打ちます。
日2月15日（水）・18日（土）・23日（祝）

8:30～15:00
※ 実施時間は、受付時に割り振りま

す。
※上記日程以外は要相談

場時 森林組合貯木場（久野4287-6）
定対 親子など各日12組・申込先着順
費定 400円（保険料など）

※別途、原木代600円～が必要

植物・生物観察会
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学び、実習し
ている「Re農地」活動の一部として、観
察会を開催します。
①植物観察会

片浦の里山で、暮らしに役立つ食べ
られる植物などを探そう！
日２月26日（日）

10:00～12:00（観察会）、
12:00～14:00（採集物の試食）
※午前のみの参加も可能

②生物観察会
根府川の里山に暮らすカエルや野鳥
などの生きものを観察します。
日３月11日（土）10:00～12:00

①②共通
場時 根府川地内（参加者に別途お知らせ）
費定 500円
定対 各回10人・申込先着順
申講 各回、前週木曜日までにメールで
E申 kataura55sep@

gmail.com
関主 農政課

東京・斑鳩リレーセミナーin小田原
～聖徳太子と法隆寺～
ID P35590   申込 文化政策課 33-1703

FAX33-1526
法隆寺「食

じき

封
ふ

」のご縁により文化交流
協定を結び、交流を続けている奈良県
斑
いかるが

鳩町。聖徳太子や法隆寺、斑鳩の魅
力について理解を深めるセミナーです。
日3月26日（日）13:00～15:00
場時 三の丸ホール小ホール
定対  260人・申込先着順（1組2人まで）
出持 古

ふる

谷
や

正
しょう

覚
かく

さん（法隆寺管長）
小川三

みつ

夫
お

さん（鵤
いかるが

工舎棟梁）
平田政彦さん（斑鳩町生涯学習課参事）

申講  住所、氏名（かな）、電話番号を書いて、
メール、ファクスまたは電話で

E申 cultural-exchange@
city.odawara.kanagawa.jp

かながわ伝統文化
こども歳時記

県立青少年センターホール運営課
045-263-4475

身近な地域の「伝統文化」が持つ豊か
な魅力や神奈川県にまつわる伝統芸能
を、楽しく分かりやすくお伝えします。
日2月23日（祝）11:00～16:30
場時 三の丸ホール
出持  相模人形芝居・下中座、入谷歌舞伎

会、足柄ささら踊保存会、ダンスカン
パニーC

チ ャ

HAi
イ

r
ロ

oi
イ

P
プ

L
リ

IN
ン

、泉秀樹さん（日
本舞踊）、泉徳保さん（日本舞踊）、宝

たから

井
い

琴
きん

鶴
かく

さん（講談）、電子工作ユニット・
ギャル電、片瀬こま保存会、紙芝居文
化推進協議会 他

申講  2月13日（月）までに、
県ホームページの申込
フォームで

関主 文化政策課

第17回神奈川県障害者
スポーツ大会参加者
ID P33238   障がい福祉課 33-1493
県内（横浜市、川崎市を除く）に在住・入
所・通所・通学している13歳以上の障が
いのある人を対象としたスポーツ大会
です。
日①4月9日（日）②4月16日（日）

③4月23日（日）④5月14日（日）
⑤7月9日（日）

場時  県立スポーツセンター（藤沢市） 他
内場 ① ボウリング（知的）、アーチェリー（身体）

②フライングディスク（身体・知的）
③陸上（知的）④陸上（身体）
⑤水泳（身体・知的）

※ 4月23日（日）に県立スポーツセン
ターで総合開会式を行います。

申講  ①２月13日（月）②2月20日（月）③2月
27日（月）④3月20日（月）⑤5月15日

（月）までに、神奈川県身体障害者連
合会に郵送または電話（ 045-311-
8736）で
〒221-0825
横浜市神奈川区反町3-17-2

募集

ゼロカーボン・デジタルタウン
シンポジウム
ID P35560   デジタルイノベーション課

 33-1733
ゼロカーボン・デジタルタウンの実現に
向け、有識者による講演会・パネルディ
スカッションなどを行います。
日3月2日（木）14:00～16:15
（開場13:30）
場時 お堀端コンベンションホール

※ 市ホームページでオンライン配信
します。

内場 ①事業進捗報告
② 基調講演「“Society 5.0”の実現に

向けた持続可能で人中心のスマー
トシティへ」

③ パネルディスカッション「新たな小
田原の挑戦！究極のゼロカーボン
と最先端のデジタルによるまちづ
くり」

定対 200人・申込先着順
出持  ③ 出

で

口
ぐち

敦さん（東京大学大学院新領
域創成科学研究科教授）、越塚登
さん（東京大学大学院情報学環教
授）、藤野純一さん（地球環境戦略
研究機関上席研究員）、市長

講額  ②出口敦さん
申講  2月10日（金）9:00か

ら、電話または市ホーム
ページの申込フォームで

市営住宅入居者（随時募集）
ID P30647   建築課 33-1553
対内  一定の条件（所得制限、市税の滞納

がない、市内１年以上在住など）を満
たす人

募集予定戸数　約15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

※ 風呂釡・浴槽設置は入居者負
担（浅原住宅を除く）

入居手続き　 入居請書、同意書などの
書類を提出

入居許可日　6月1日（木）
 ※鍵渡しは5月30日（火）
申込用紙　 ２月13日（月）～３月24日（金）

に市役所、各タウンセンター
住民窓口、アークロード市民
窓口で配布

申込期間　 ３月1日（水）～24日（金）
  9:00～17:00（土・日曜日、

祝日を除く）
※ 募集した住戸の全てに入居者が決定

した時点で、募集を終了します。
選任  受付先着順（同一日に同一住戸への

入居希望者が複数人いた場合のみ
抽選）

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）。

※次回の定期募集は６月です。

●市内の携帯販売事業者4社の協力による講習

対内 市内在住の人各講座8人・申込先着順
申講 2月10日（金）9:00から、電話または申込フォームで

●事業者店舗でも開催（ご利用の携帯会社に関係なく参加できます）
●ドコモショップ小田原東店 49-8881
日3月7日（火）10:30～11:30、12:30～13:30

●ジェイコム湘南・神奈川西湘局 0120-999-000
日2月16日（木）、3月16日（木）13:30～14:30、15:00～16:00

●ソフトバンクダイナシティ小田原 46-1666
日2月15日（水）、3月16日（木）・23日（木）14:00～15:00

●a
エーユー

uS
ス タ イ ル

tyle小田原富水店 39-5001
日随時受け付け（第2火曜日を除く）

※講座内容など詳しくは、各店舗に電話でお問い合わせください。
※ご予約時は、「小田原市のスマホ教室」とお伝えください。
※申込締切は、各開催日の1週間前になります。

日にち 場所 講座１
13:30～14:30

講座２
15:00～16:00

2月24日（金）おだわらイノベーションラボ 基本1 基本2
28日（火）いずみ 初 入門1

3月  3日（金）けやき 入門1 入門2
15日（水）こゆるぎ 基本1 基本2
23日（木）梅の里センター 入門1 入門2
29日（水）マロニエ 基本1 行政

4月  6日（木）おだわらイノベーションラボ 入門1 入門2

▲申込フォーム

初 スマホを持っていない人限定
入門１ 電話、メールなど
入門２ 地図、カメラなど

基本１ 動画、音声操作など
基本２ 防災アプリ、テレビ、ラジオなど
行政  マイナンバーカード申請サポート

スマホ教室
ID P32503  デジタルイノベーション課 33-1733

▲食とみどり

▲農地活！片浦

▲上府中公園

▲ 神奈川伝統
文化こども
歳時記

▲申込フォーム

令和5年（2023年）　2月号　No.12464 おだわらいふ



募集

市職員用パソコン広告
ID P14107   資産経営課 33-1333
約1,500台の職員用パソコンを起動す
るときの画面に、広告を掲載します。
定対 毎月6枠（複数月の申し込み可）
費定 １枠10秒あたり月額10,000円
申講  2月15日（水）から、電話またはメールで
（令和5年度分）
E申  shi-katsuyo@city.odawara.kanagawa.

jp
※ 掲載する広告は静止画です。

ｅスポーツ大会参加者
ID P35597   観光課 33-1521
本市初主催のeスポーツ大会「小田原e
スポーツ2023～春の陣～」を開催しま
す。大会で使用するタイトルは「ポケモン
ユナイト」です。
①「小田原eスポーツ～みんなで合戦～

ゴルゴ軍VSレッド軍」
小田原eスポーツアンバサダーのTIM

（ティーアイエム）さんが登場し、当日
参加の対抗戦を行います。

②「小田原eスポーツ～小田原城決戦～」
事前申込制で本市初のeスポーツ競
技大会を開催します。

日①3月18日（土）11:00～17:00頃
②3月19日（日）9:30～17:00頃

場時 城址公園二の丸広場
定対 ①120人予定・当日先着順

② 16チーム（1チーム5
人）・多数抽選

申講 ② 3月5日（日）までに、
ホームページの応募
フォームで

子ども若者相談員
子ども青少年支援課 46-6763

虐待など子どもや若者に関する相談に
応じ、支援を行います。
勤務条件　週４日9:00～17:15
場時 おだわら子ども若者教育支援センター
対内 次の条件の全てを満たす人1人

● 社会福祉士、精神保健福祉士、看護
師、保育士などの資格を持つ、また
は相談員として必要な実務経験が
ある

● 地方公務員法第16条の欠格事項
に該当しない

● 普通自動車免許資格がある
● パソコン操作（Word、Excelなど）
ができる

任交 4月1日から
選任 書類審査、面接（2月24日（金）予定）
額選 月額204,160円（交通費別）
申講  2月15日（水）までに、履歴書（写真

付き）と小論文（1,200字以内・テーマ
「子どもや若者とその家族を支援す
る時に必要な相談員の姿勢」）を直接
または郵送で
〒250-0055 久野195-1

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/
Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©2021 Tencent.

市民活動応援補助金
公開プレゼンテーション
ID P35316   申込 地域政策課 33-1458
市民主体のまちづくりを進めるため、市
民活動団体に補助金を交付していま
す。令和5年度市民活動応援補助金の
第2次審査を行うに当たり、第1次審査
を通過した事業のプレゼンテーションを
公開します。途中入退室も可能です。
日3月5日（日）10:00～12:00（予定）
場時 Ｕ

う

Ｍ
め

ＥＣ
こ

Ｏ会議室1～3
定対 30人・申込先着順
申講 3月3日（金）までに、電話で

小田原・箱根合同企業説明会
小田原箱根商工会議所 23-1811

市内や近隣地域の企業の人事担当者
による合同企業説明会です。
参加企業数　20社程度
日3月9日（木）

13:00～16:30（受付12:30～）
※入退場自由、申込・履歴書不要

場時 お堀端コンベンションホール
対内  令和6年3月に大学院・大学・短大・高

専・専修学校を卒業する予定の人を含
む、おおむね35歳までの求職者（高校生
は不可）

関主 産業政策課

相談

県の出張労働相談
かながわ労働センター湘南支所

0463-22-2711（代）
賃金不払い、解雇、パワハラなどの労働
問題に、県職員がお答えします（予約不
要）。
日毎週水曜日（祝・休日を除く）

9:00～12:00、13:00～17:00
場時  小田原合同庁舎1階県民の声・相談室
（ 32-8000（代））
関主 産業政策課

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①3月24日（金）②4月28日（金）

10:00～、11:00～、13:00～、
14:00～、15:00～、16:00～

場時 市役所4階産業政策課
対内 39歳以下の人各回1人・申込先着順
申講  ①2月24日（金）②3月24日（金）から、

直接または電話で

卸売市場審議会公募委員
ID P35558   水産海浜課 22-9227
公設地方卸売市場の整備計画につい
て審議します。
対内  市内在住・在勤・在学の18歳以上で、

平日昼間の会議に参加できる人２人
任交 4月（予定）から２年
額選 会議１回につき10,000円
申講  ２月28日（火）までに、水産海浜課また
は市ホームページにある応募用紙に
必要事項を書いて、直接、郵送または
メールで
〒250-0021 早川1-10-1
E申  su-gyoko@city.odawara.kanagawa.jp

酒匂川水系水源監視モニター
ID P30903   県内広域水道企業団飯泉取水

管理事務所 48-1849 FAX48-1698
内場 ① 飯泉取水施設より上流にある河

川、用水路などの巡視（1週間に2
～3回、昼間に1時間程度）と異常
を発見した場合の通報

② 巡視記録報告
③モニター会議・施設見学への参加

対内  市内など酒匂川水系の流域在住の
20歳以上の人30人・多数選考

任交 4月1日～令和7年3月31日（2年間）
額選 6,000円（年間）

※会議への参加1回につき1,000円
（交通費相当額）

申講  2月17日（金）までに、市役所4階環境
保護課にある応募用紙に必要事項を
書いて、郵便、ファクスまたはメールで
〒250-0863 飯泉884
神奈川県内広域水道企業団
飯泉取水管理事務所

E申 ip-sui.fv3@kwsa.or.jp
関主 環境保護課

社会教育指導員
（会計年度任用職員）
ID P35492   申込 生涯学習課 33-1871
講座の企画・運営や学習相談などを行
います。
勤務条件　 週4日8:30～17:15
 ※ 曜日は応相談。土・日曜

日、祝・休日勤務も有り。
場時 けやき
対内  次の事項の全てに該当する人若干名

● 社会教育・生涯学習事業に興味があ
り、熱意を持って取り組める（社会教
育主事の任用資格があることが望ま
しい）

● 地方公務員法第16条の欠格事項
に該当しない

● 普通自動車運転免許資格がある
● パソコン操作（Word、Excelなど）
ができる

任交 4月1日から1年間（更新有り）
選任 書類審査、面接、性格・適性検査
額選  月額179,304円（交通費別、社会保

険・雇用保険への加入有り）
申講  2月20日（月）までに、市ホームページ

にある応募用紙に必要事項を書いて
直接、郵送またはメールで

女性のためのキャリア相談
ID P31383   申込 人権・男女共同参画課

33-1725
子育てが落ち着いたので働きたい、キャリ
アアップのために転職したいなどの悩みを
キャリアコンサルタントが一緒に考えます。
日毎週火・木曜日（祝・休日を除く）

10:00～11:00、13:30～14:30、
15:30～16:30

場時 市役所5階相談室
※事前の予約が必要です。

イベント

２/４（土）～26（日）
キリンコラボ！
午後の紅茶ポイントラリー
ID P35495   観光課 33-1521
キリンビバレッジ（株）とまち歩き観光ア
プリ「小田原さんぽ」がコラボレーション。
午後の紅茶シリーズの商品名が付いた
曽我梅林周辺の3コースを巡るポイント
ラリーを「小田原さんぽ」で実施します。
内場 「小田原さんぽ」をダウンロードし、コー

スごとにポイントを集め、応募した人
の中から抽選で20人に午後の紅茶

（１ケース）をプレゼントします。
「小田原さんぽ」ダウンロード

Google Play

Android

App Store

iPhone

●午後の曽我梅林フォトコンテスト
期間中、梅丸（@umemaru_odawara）
のインスタグラムで「曽我梅林で午後
の紅茶と楽しむ、あなたの幸せなとき
めき」をテーマとしたフォトコンテスト
を実施します。

▲応募フォーム

●フラワーガーデン梅まつり
日 期開催中～3月5日（日）
内場  梅園ガイドツアー、梅クイズラ

リー、つまみ細工作り、紅梅の
草木染など

●洋らん展示会
丹精込めて育てられた見事な洋
らんが出展されます。

日 期3月3日（金）～5日（日）
10:00～16:00

共催　 小田原フラワーガーデン
パートナーズ、小田原洋ら
ん同好会

●防災フェア「そなえパークの日」
消防車乗車体験、水消火器体験、
起震車体験やクイズ大会など、楽
しみながら防災について学べる
イベントが盛りだくさんです。
日3月4日（土）・5日（日）
協力　市消防本部・相日防災（株）

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、
翌日以降最初の平日が休園）

令和5年（2023年）　2月号　No.1246申込先着順で開始日の記載がない場合、申込開始は 2月10日（金） から 5おだわらいふ



◆ 掲載されているイベントの情報は、1月19日時点の情報です。
◆ 各記事の詳しい情報は、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。

3/11（土）・12（日）
ミューズ・フェスタ2023

生命の星・地球博物館 21-1515
開館記念日として、常設展示室と企画
展が無料で観覧できます。子どもも大
人も博物館に親しめるイベントが盛りだ
くさんです。
時期 9:00～16:30（入館は16:00まで）
場時 県立生命の星・地球博物館
●郷土文化館出張展示
「あれもこれも小田原のたからもの」
“小田原のたから”の展示を見ながら
クイズにチャレンジしよ
う。正解者には、缶バッ
ジをプレゼントします。

関主 郷土文化館

イベント

2/11（祝）、3/4（土）
松永記念館 庭園呈茶
ID P32247   郷土文化館 23-1377
風
ふう

韻
いん

の会による呈
てい

茶席（抹茶）
いやしの日本庭園で、和みの一服を楽し
めます。
時期 10:00～15:00
場時 松永記念館
費定 300円（茶菓代）

2/18（土）～3/19（日）
「信長の野望」シリーズとコラボレー
ションしたデジタルスタンプラリー
ID P35439   観光課 33-1521
人気歴史シミュレーションゲーム「信長
の野望」シリーズとコラボレーションし、
市内の観光スポットを巡るデジタルスタ
ンプラリーを実施します。
集めたポイントに応じ、オリジナルポス
ターや北条五代限定小田原ちょうちん
などをプレゼントします。
●「#小田原プチ野望」キャンペーン

期間中デジタルスタンプラリーの
フォトフレーム機能を活用した、ツイッ
ターのハッシュタグキャンペーンを実
施します。
投稿方法
① 小田原eスポーツ公

式ツイッターをフォ
ローする

② デジタルスタンプラリーのフォトフ
レームで写真を撮影

③ 写真に「#小田原プチ野望」をつけ
て、自身のちょっとした野望ととも
にツイッターに投稿

キャンペーンに参加した人の中から
抽選で、Nintendo Switch Liteをプ
レゼントします。
・ Nintendo Switchのロゴ・ Nintendo Switchは

任天堂の商標です。

© コーエーテクモゲームス All rights reserved.

2/19（日）
こゆるぎサークル発表会
ID P35190   こゆるぎ 43-0200

こゆるぎを利用しているサークルの活
動発表会です。
時期 10:00～14:30
場時 こゆるぎ2階ホール
主ホ 　（一財）小田原市事業協会
協力　 前羽地区自治会連合会、

橘北地区自治会連合会
関主 地域政策課

こども

子ども映画会と金次郎の
おはなし
ID P07859   尊徳記念館 36-2381
映画を見て、金次郎が暮らしていた頃
の遊びや学びを体験します。
日2月26日（日）14:00～14:45
（開場13:50）
場時 尊徳記念館
内場 ●映画「桃太郎」「はちかつぎ姫」

●昔の遊び体験「紋切り」
定対 60人・当日先着順

2/23（祝）
集まれ!きもの女子!

申込 フラワーガーデン 34-2814
着物レンタルと着付けサービスをしま
す。たんすに眠っている着物の持ち込み
も可能です（カップルは応相談）。参加者
は当園オリジナルの製作体験ができ、
着物で来園した人には「おしるこ」をプレ
ゼントします。
時期 10:00～16:00（着付け時間指定有り）
場時 フラワーガーデン
定対 20人・申込先着順
費定 3,000円（レンタル一式・着付け代）

※ ヘアセット希望者は別料金。メイク
はご自身で。

申講 2月16日（木）までに、電話で
協力　ハクビ京都きもの学院

2/25（土）・26（日）
菓子祭り2023
ID P28727   商業振興課 33-1511
市内で営業する菓子店が一堂に会する
イベントが、4年ぶりに復活します。和菓
子の販売やお菓子作り体験教室（有料）
など、どなたでも楽しめるお菓子の祭典
です。
時期 10:00～18:00
場時 ハルネ小田原

3/2（木）～12（日）
のこす  つなぐ  よみがえる
市民会館大ホール壁画の記憶展 vol.２
ID P35569   文化政策課 33-1703
市民会館に描かれていた壁画と作者西
村保

やす

史
し

郎
ろう

さんに関する資料の展示第2
弾。3月11日（土）にトークイベント、3月
12日（日）にギャラリートークを開催しま
す。
時期 10:00～18:00

※3月6日（月）は休館日
場時 三の丸ホール展示室

3/4（土）
消防フェスタ2023
ID P33321   予防課 49-4428
春季全国火災予防運動に合わせ、消防
や火災予防について学びます。
時期 10:00～15:00
場時 ダイナシティウエスト正面玄関前
内場  消防車の展示、防火服の着装体験 他

▲ 生命の星・
　地球博物館

月例イベント
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9:30～15:30

※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

●おもちゃ作り教室
日3月5日（日）

10:00～12:00、13:00～15:00
※雨天中止

場時 親水広場　対内 小学生以下
費定 100～400円（材料費）

● 湘南オーガニック
ファーマーズマーケット
移住して農業を始めた人による農
産物を主としたマルシェです。
日2月18日（土）、

3月4日（土）
10:00～13:00
※荒天中止

●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。
日2月25日（土）

10:00～16:00
※荒天中止

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
2月のテーマは「観梅の楽しみ方（ガ
イドツアー）」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2月19日（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。
●  おだわら雛

ひな

の道中
日 期2月20日（月）～3月20日（月）

●  小田原ガイド協会養成講座
自主研究発表資料展示

日 期3月7日（火）～26日（日）
場時 多目的コーナー・ホワイエ

●アクティブサロン
市民活動団体によるワークショップ
などを行います。
●おだわらの間伐材で遊ぼう
日2月25日（土）・26日（日）

11:00～15:00
場時 活動エリア・

交流エリア
共催　（おだわら）
 森のなかま

小田原競輪
事業課 23-1101

●小田原本場開催
●  モーニング7・富士通フロンテック
カップ（FⅡ）

日 期2月10日（金）～12日（日）
※2月10日（金）のみ無観客開催

●  モーニング7・J:COM西湘カップ
（FⅡ）
日 期2月17日（金）～19日（日）

●  ミナカ小田原カップ（FⅠ）
日 期3月5日（日）～7日（火）

●場外開催
●  静岡記念（GⅢ）・伊東温泉（GⅢ） 他
日 期2月11日（祝）～19日（日）

●  全日本選抜競輪（GⅠ・高知） 他
日 期2月23日（祝）～26日（日）

●  大垣記念（GⅢ） 他
日 期3月2日（木）～7日（火）

※ モーニングは、開門後からレースを
観戦できます。

※ ナイターは、4R以降（予
定）は前売りのみとなり
ます。 ▲小田原競輪

▲UMECO

▲フラワーガーデン

▲カミイチ

▲上府中公園

▲小田原
　eスポーツ

令和5年（2023年）　2月号　No.12466 おだわらいふ



こども

ぴよぴよくらぶ
申込 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3月2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 みんなで花を咲かせましょう
対内  入園前の子どもとその家族25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

スポーツ

小田原球場の一般開放日
申込 上府中公園管理事務所 42-5511
4月の一般開放日は、ホームページをご
確認ください。
4月の利用申込
申講 3月3日（金）～10日（金）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。

トレーニングルーム
利用者講習会〈3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19:00～20:00、

毎週水曜日14:00～15:00、
毎週木曜日11:00～12:00、
毎週土曜日19:00～20:00、
毎週日曜日11:00～12:00
※ 3月16日（木）・23日（木）・27日
（月）・30日（木）を除く。

対内 高校生以上各日15人・申込先着順
申講 2月15日（水）9:00から

②スポーツ会館
日3月1日（水）18:30～19:30、

3月9日（木）・25日（土）
14:00～15:00

対内 高校生以上各日4人・申込先着順

肝炎ウイルス検診を受けましょう
健康づくり課 47-4724

肝臓は「沈黙の臓器」といわれ、肝炎は
自覚症状が少ない病気です。症状が現
れたときには、病気が進んでいることが
多いため、早期発見・早期治療をするた
めにも、検診を受けましょう。
※ 肝炎ウイルス検診は血液検査です。
※ 検診対象は40歳の人と、41歳以上

で、今までに市の検診の受診歴のな
い人です。

保健所の相談と検査
申込 小田原保健福祉事務所 32-8000
●医師による精神保健福祉相談
日2月16日（木）・21日（火）、

3月9日（木）13:30～16:30
●エイズ相談・検査
日3月15日（水）9:00～11:00

●療育歯科相談
日2月16日（木）9:00～15:30

●医師による認知症相談
日3月3日（金）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
関主 健康づくり課

がん集団検診（申込制）
ID P26522   申込 健康づくり課

47-4724 FAX47-0830

場時 ①③小田原アリーナ
②④保健センター

申講  電話、はがき、ファクスまたは市ホーム
ページの電子申請システムで（申込
先着順）

※ 時間や内容など詳しくは、健康カレン
ダーをご覧ください。

※ 乳がん検診は、マンモグラフィ併用検
診（今年度40歳以上の偶数歳になる
女性・クーポン券をお持ちの人が対
象）です。

献血
ID P17481   健康づくり課 47-0828
日①2月12日（日）・19日（日）

10:00～12:00、13:45～16:00
②2月17日（金）9:30～11:00
③2月18日（土）

10:00～12:00、13:45～16:00
④2月26日（日）

10:00～12:00、13:45～16:00
場時 ①ダイナシティイースト

②相洋産業株式会社
③ミナカ小田原
④フレスポ小田原

シティモール

検診日
胃
が
ん

バ
リ
ウ
ム

乳
が
ん

子
宮

頸け
い

が
ん

①2月13日（月） ○ ○

②　  25日（土） ○ ○

③3月  1日（水） ○ ○

④　    3日（金） ○

みんなで市民体操
「おだわら百彩」
ID P25379   申込 健康づくり課 47-4723
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
さいい

」のレッスンをします。
日2月15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 15人程度・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
※運動ができる服装でお越しください。

3か月のあかちゃんあつまれ!
ID P33977   健康づくり課 47-4722
市から郵送する4か月健診の通知の中
に、案内を同封しています（申込不要）。
日3月15日（水）9:30～10:30
場時 保健センター
内場  赤ちゃんの身体測定、親子ふれあい

遊び講座、育児相談
対内 令和4年12月生まれの第1子と親
持費  母子健康手帳、バスタオル、おむつ、

ミルク、着替え

ママパパ学級
ID P01994   健康づくり課 47-4722
妊娠・出産・育児について学びます。
①妊娠出産の流れと栄養のお話
日3月10日（金）13:30～

②新生児との1日の生活（沐
もく

浴体験 他）
日3月20日（月）9:30～、13:30～

①②共通
場時 保健センター
対内  妊娠20週以降の妊婦とパートナー
（妊婦のみも可）①20組②各回12
組・申込先着順

持費  母子健康手帳、筆記用具（②はエプロ
ン、バスタオルも）

申講  ①3月3日（金）まで②3月
13日（月）までに、市ホー
ムページの電子申請シ
ステムで

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。ジュニア
から参加できるクラスを用意していま
す。経験豊富なインストラクターが親切
丁寧に指導します。体験レッスンも随時
受け付けています。

各種教室
小田原アリーナ 38-1144

令和4年度第4期（1～3月）の各種教室
を開講しています。1回体験チケットもあ
ります。
●小田原アリーナ

●健康運動教室
（約60教室）

●城山陸上競技場
●ランニング教室
●大人のヒップホップ教室

健 康

3月の乳幼児健診と相談
ID P14254   健康づくり課 47-4722

※ 乳幼児健診の対象者には、個別通知
にて健診の日程をご案内します。

※ 状況により、日程を変更する場合があ
ります。

「すこやか健康コーナーおだわら」
2・3月健康相談会
ID P23410   申込 健康づくり課 47-4723
血圧、血管年齢、脳年齢、骨健康度を測
定できます。
また、測定結果などの相談も受け付けま
す。
●栄養相談（栄養士）・測定　※要予約
日①2月9日（木）9:00～12:00

②3月9日（木）9:00～12:00
●健康相談（保健師・看護師）・測定
日2月28日（火）13:00～16:00

場時 市役所2階談話ロビー
※ 新型コロナウイルス感染症に関

する給付金対応のため、3月末まで
（予定）場所を変更しています。

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 7日（火）・23日（木）

1歳6か月児健診 1日（水）・16日（木）

2歳児歯科健診 9日（木）・22日（水）

3歳児健診 2日（木）・8日（水）・
17日（金）

8～9か月児健診 取扱医療機関にて

個別心理相談 就学前の親子
（電話申込制）

▲電子申請
　システム

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・やっつ
ける・つけない・ひろげない】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

▲小田原アリーナ

令和5年（2023年）　2月号　No.1246申込先着順で開始日の記載がない場合、申込開始は 2月10日（金） から 7おだわらいふ



◆ 掲載されているイベントの情報は、1月19日時点の情報です。
◆ 各記事の詳しい情報は、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。

状況により、変更になる場合があります。事前にご確認ください。
※ 一般・法律・行政書士以外の相談は、当日8:30から電話で受け付けを行い

ます。
※ 一般・心配ごと・法律は、祝・休日を除きます。

 場時 市役所2階地域安全課

一　般 離婚、相続など、日常生活
上の一般的な相談 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、
悩み事などに関する相談 毎週月曜日 13:30～15:30

（受付14:00まで）

法　律
（予約制）

離婚、相続、多重債務など
の法律に関する相談（予約
は2週間前から）

毎週水曜日 13:30～16:00

宅地建物取引 不動産の売買などの取引、
賃貸借などに関する相談 2日（木） 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

9日（木） 13:30～15:30

人権擁護 嫌がらせ、名誉毀損、プライバ
シーの侵害などに関する相談 14日（火） 13:30～15:30

行　政 国・県・市への要望や苦情 16日（木） 13:30～15:30

税　務
相続税・贈与税・譲渡に係
る所得税などの税金に関
する相談

21日（火） 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

18日（土） 14:00～16:00

●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。

子ども相談
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歳未満の子どもに
関するもの）などの相談をお受けします。
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。

若者相談
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）、親子や友人との関係な
どの問題で悩む若者（30歳代まで）やその親からの相談
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 P31297
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。電話相談もお受けします。
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
経営改善相談
ID P29883   
産業政策課

33-1757
33-1758

各種制度の申請方法や経営計画・事業内容の見直しな
ど、中小企業診断士の資格を持つ専門家が、市内の中小
企業の相談を無料でお受けします。
日毎週月・水・金曜日（祝・休日を除く）9:00～17:00
対内 市内で事業を営む人または企業

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（祝・休日を除く）

9:30～11:30、13:00～16:30
生活困窮者
自立支援相談
ID P18649  
福祉政策課

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）8:30～17:00

●市民相談〈2月〉 ID P32283  地域安全課 　33-1383

●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3日（金）14:30～15:30
場時 いずみ
定対 5組

●お産おしゃべりたいむ
助産師と一緒におしゃべりしましょ
う。
日3月6日（月）10:00～11:30
場時 マロニエ
対内 プレママから先輩ママ・10組

●ふたごちゃんデー
日2月16日（木）10:00～12:00
場時 マロニエ

●双子ちゃんデー
日3月2日（木）10:00～11:30
場時 おだぴよ

●すくすく赤ちゃんデー
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2月10日（金）10:00～11:00
場時 こゆるぎ
定対 6組

●赤ちゃんデー
6か月までの乳児限定ひろばです。
日①2月16日（木）14:00～15:30

②2月24日（金）
❶10:00～12:00
❷13:30～15:30
※❶は上の子も参加可

③3月3日（金）13:30～15:00
場時 ①おだぴよ②マロニエ

③いずみ
定対 ①②各回10組③8組

●ヨチヨチデー
7～11か月の乳児限定ひろばです。
日①2月14日（火）13:30～15:30

②2月22日（水）10:00～11:30
③2月23日（祝）14:00～15:30

場時 ①マロニエ②いずみ③おだぴよ
定対 ①③各10組②8組

●図書館&おだぴよ ことりおはなし会
日2月11日（祝）10:30～11:30
場時 おだぴよ
定対 10組

●おだぴよ赤ちゃんひろば
日3月9日（木）14:00～15:30
場時 おだぴよ

●専門職相談日
①小児科医師
②保育コンシェルジュ
日①2月21日（火）13:30～15:30

②❶2月10日（金）13:30～15:30
❷2月17日（金）、3月6日（月）

10:00～12:00
❸2月22日（水）10:00～12:00
❹2月28日（火）13:30～15:30

場時 ①いずみ
②❶いずみ❷おだぴよ

❸マロニエ❹こゆるぎ
●ファミリー・サポート・センター登録会
日2月10日（金）10:15～11:15
場時 マロニエ
対内 市内在住・在勤・在学の人

※ 全て申込先着順です。
参加希望の人は、各セ
ンターにお申し込みくだ
さい。

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

▲こそだて
　カレンダー

子育て支援センター関連イベント

●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

内科、小児科、
耳鼻咽喉科、

歯科
眼科

2月  5日（日） 〇 〇
11日（祝） 〇 〇
12日（日） 〇
19日（日） 〇 〇
23日（祝） 〇
26日（日） 〇

3月  5日（日） 〇 〇
12日（日） 〇

休日・夜間急患診療カレンダー

各種相談
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