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１ 総合計画上の位置付け 

実施計画は、第５次小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」後期基本計

画において、次のとおり位置付けられています。 

 

 

基本構想（平成 23年度～令和４年度） 

まちづくりの基本理念やまちづくりの目標などを

定めたもの 

基本計画（平成 29年度～令和４年度） 

基本構想で定めたまちづくりの理念を実現するた

めの施策を定めたもの 

実施計画（第４次：令和２年度～令和４年度） 

基本計画で定めた施策を進めるための具体的な事

業の内容などを定めたもの 

 

２ 実施計画の役割 

実施計画は、令和４年度を目標年次とする第５次小田原市総合計画「おだわ

らＴＲＹプラン」後期基本計画を具体化し、計画的、効果的に推進していくと

ともに、各年度の予算編成や事業実施の指針として作成するものです。 

 

３ 実施計画の期間 

第４次実施計画の期間は、令和２年度から令和４年度までの３年間です。 

なお、社会情勢の変化や市の財政状況などにより必要に応じて見直しを行う

ものとします。 

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
令和元年

(平成31年)
令和2年 令和3年 令和4年

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画 第４次実施計画

基　　　本　　　構　　　想

前　期　基　本　計　画 後　期　基　本　計　画

 

 

基本構想 

基本計画 

実施計 画 
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４ 実施計画の構成 

実施計画では、基本計画の政策体系に沿って、基本方針、実施事業を示して

います。基本方針は基本計画に示されているもので、施策ごとの基本的な取組

方針を表しています。 

実施計画には、①計画期間中に市が主体となって実施する事業、②市民と協

働して実施する事業、③国・県・民間などが主体となって実施する事業に対し

て市が事業費を助成する事業を掲載しています。 

なお、事業の構成については、事業の目的などに応じて予算事業をグループ

化し、実施事業として掲載しています。 

 

５ 策定の基本的な考え方 

第４次実施計画は、第３次実施計画を引き継ぎ、第５次小田原市総合計画 

「おだわらＴＲＹプラン」後期基本計画に掲げる持続可能な地域社会の実現に

向けた歩みを確実なものとする役割を担います。「第２期小田原市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」や「小田原市ＳＤＧｓ未来都市計画」、「市有建築物維持

修繕計画」など、全庁的に連携して取り組む施策と一体的に推進させつつ、現

在の総合計画の総仕上げになることや、持続可能な行財政運営に向け、市民や

地域、民間事業者との関係性や役割分担（公・共・私のベストミックス）を踏

まえた既存事業の見直しと将来に向けた投資をセットで考えていくことを念頭

に置き、展開を図っていきます。 

また、財政状況が厳しさを増す中、国庫支出金等財源の確保や事業費の精査

に努めることで財政運営への配慮をしっかりと行いつつも、地域に住まう人々

が心豊かに安心して暮らすことができ、持続的に発展し続けることができる地

域社会の実現に向けた道筋となるよう事業の編成を行いました。 

なお、事業展開に当たっては、毎年度、それぞれの予算事業について事務事

業評価を実施するなど、計画・予算・評価が連動する仕組みとすることで、事

業の実効性が担保されるよう留意します。 

（１） 社会情勢への柔軟な対応を可能とする事業の再編成 

 事業が細分化されることにより社会情勢に柔軟かつ的確に対応した事業の執

行が妨げられることのないよう各事業の目的・性質に沿った統廃合を行い、事

業を整理しました。 

 

（２）持続可能な地域社会モデルの実現するための９つの重点テーマ 

「おだわらＴＲＹプラン」後期基本計画では、「いのちを大切にする小田原」

「希望と活力あふれる小田原」「豊かな生活基盤のある小田原」「市民が主役



 

3 

の小田原」という４つのまちづくりの目標のもと、計画の視座で示した、直面

する当座の課題解決にとどまらない、持続可能な地域社会モデルを実現するた

めに、次の９つの重点テーマを示しています。 

後期基本計画に基づく第４次実施計画では、この９つの重点テーマの実現を

図る事業について、「後期基本計画重点テーマの推進に係る市長・副市長との

話し合い」における事業展開の指示等を踏まえ、第３次実施計画事業の見直し

を行っています。 

① 豊かな自然や環境の保全・充実 

② 課題を解決し、未来を拓く人づくり 

③ 地域コミュニティモデルの進化 

④ いのちを育て・守り・支える 

⑤ 「分かち合いの社会」の創造 

⑥ 「観光」による地域経済活性化 

⑦ 重要なまちづくり案件の適切な実現 

⑧ インフラ・公共施設の維持と再配置 

⑨ 基礎自治体としてのあり方の見極め 

 

（３）将来を見据えた行財政運営 

あらゆる視点からの既存事業の見直しやＲＰＡ・ＡＩといったＩＣＴ（新た

な情報通信技術）の活用による事務量の削減、歳入確保の取組など「第２次行

政改革実行計画」の着実な推進に加え、年度ごとの事業費の精査はもちろんの

こと、活用可能な財源を見込むことで一般財源の圧縮に努めました。また、選

択と集中により必要な取組には積極的に投資すべく、後年度の財政的な影響が

想定される大規模事業などは、実施時期等を十分に精査した上で、実施計画へ

位置付けるとともに、計画期間内における財政収支の均衡を維持します。 

 

（４）ＳＤＧｓ達成に向けた視点と総合計画との関係 

市政運営の命題に「持続可能であること」を掲げ、多くの市民との様々な分

野での協働により「いのちを守り育てる地域自給圏」の実装化を図ってきた本

市取組の概念と実践は、ＳＤＧｓと同義であると考えています。ＳＤＧｓを共

通言語とする普及啓発によって本市取組の市民へのより一層の浸透を図るた

め、総合計画における施策とＳＤＧｓとの関係性を整理し、関連するゴールの

設定を行うことにより、課題解決の取組を進化・加速させていきます。 
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６ 財政収支の見通し 

【歳入】 

歳入の根幹をなす市税収入については、今後の経済情勢や税制改正の影響

など不確実な要素を考慮せずに推計しています。ただし、人口減少や人口構

成の変動により影響を受ける個人市民税については、国立社会保障・人口問

題研究所による将来推計人口を参考に、その影響を減収要因として見込んで

います。固定資産税については、令和３年度が３年に一度の評価替え年度に

当たるため、一時的に大きな減収が見込まれます。 

国庫支出金等については、事業内容に応じて様々な制度・予算メニューを

可能な限り見込み、使用料や手数料等についても、「受益者負担の在り方に

関する基本方針」に基づき適正化を図っていきます。市債は、市民ホールや

観光交流センターのほか、市庁舎等熱源設備改修や国府津駅周辺整備、学校

給食センター整備などの実施により一時的に増加することとなりますが、債

務負担行為を含めた市全体の実質的な債務の縮減と可能な限り借入額を抑

制するなど、財政規律に配慮した活用に努めていきます。また、多様な財政

需要に伴う投資的経費の増加への対処として、各種基金などによる財源対策

を行っていきます。 

【歳出】 

歳出に関しては、少子高齢化等の影響による扶助費や社会保障関係の繰出

金のほか、インフラを含む公共施設の長寿命化対策に必要な経費の増加が見

込まれるため、財源の確保はもとより、整備や運営方法についても事業費圧

縮を図ることが求められています。 

そのため、計画に位置付けている大規模事業については、国県支出金等の

特定財源を確保し一般財源の圧縮に努めるほか、民間の経営ノウハウを活用

した合理的な事業運営を図るなど、サービスを維持しつつ、事業費の圧縮を

図っていきます。 

また、施設の安全・安心な利用、持続可能な行政サービスの提供を実現す

るために、「小田原市公共施設再編基本計画」に基づいた施設の機能・配置

の適正化及び総量縮減に取り組んでいきます。 

 

（１）実施計画事業費 

実施計画に盛り込まれた事業費を基本構想に定めるまちづくりの目標と政

策の方向ごとに集計したものが表１となります。３年間の事業費の合計は  

約 2,437億円であり、このうち一般会計事業費は約 1,623億円となります。 

なお、実態に即した事業計画となるよう事業費の設定を行っています。 

 

（２）一般会計財政収支の見通し 

計画期間中における一般会計の財政収支（一般財源分）の見通しは表２のと

おりです。 
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表１　実施計画事業費集計表

(単位　百万円)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 合計

57,686 59,764 63,282 180,732

福 祉 ・ 医 療 39,536 40,355 42,295 122,187

暮ら しと防災・ 防犯 4,356 3,914 4,002 12,272

子 育 て ・ 教 育 13,793 15,495 16,985 46,273

5,497 5,083 5,080 15,659

地 域 経 済 2,807 2,929 2,868 8,604

歴 史 ・ 文 化 2,689 2,154 2,211 7,054

13,422 13,767 13,207 40,395

自 然 環 境 3,061 3,042 2,998 9,101

都 市 基 盤 10,362 10,724 10,208 31,294

2,757 2,003 2,122 6,882

市民自治・地域経営 2,757 2,003 2,122 6,882

79,362 80,616 83,690 243,668

う ち 一 般 会計 事業 52,861 53,848 55,594 162,303

うち特別会計・企業会計事業 26,501 26,768 28,096 81,365

表２　財政収支の見通し（一般会計における一般財源分）

(単位　百万円)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 合計

43,273 44,182 44,538 131,993

前 年 度 比 905 910 356 -

う ち 市 税 32,387 31,643 31,531 95,561

43,273 44,182 44,538 131,993

前 年 度 比 905 910 356 -

28,823 29,513 29,691 88,027

14,450 14,669 14,847 43,965

人 件 費 9,107 9,113 8,981 27,201

公 債 費 4,329 4,537 4,869 13,736

そ の 他 1,013 1,018 997 3,028

区 分
金額

いのちを大切にする小田原

歳 入 ( 一 般 財 源 )

歳 出 ( 一 般 財 源 )

実 施 計 画 事 業 費

実 施 計画 外事 業費

希望 と活力あふれる 小田原

豊かな生活基盤のある小田原

市民が主役の小田原

合 計

区分

 

※各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。 
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７ 実施計画の見方 

 【実施計画書の表示例】 

 

  

 

【予算書の表示例】 

 
 

 

 

予算書の事業名

に対応 
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８ 後期基本計画に掲げる重点テーマと取組の方向性 

「おだわら TRY プラン」後期基本計画では、「いのちを大切にする小田原」「希望と活力

あふれる小田原」「豊かな生活基盤のある小田原」「市民が主役の小田原」という４つのま

ちづくりの目標のもと、直面する当座の課題解決にとどまらない持続可能な地域社会モデ

ルを実現するために、９つの重点テーマと取組の方向性を示しています。その取組につい

ては、庁内部局の横断的な取組や市民・民間との連携により進めていくものを位置付けて

います。 

 

（１）豊かな自然や環境の保全・充実 

【主な取組】 

○ 森里川海がひとつらなりの特徴を生かした、多様な主体の連携による自然環境の保全

と再生 

○ エネルギーの地域自給に向けた取組の推進 

○ いのちを支える食の生産基盤の強化 

 

（２）課題を解決し、未来を拓く人づくり 

【主な取組】 

○ 地域資源を生かしたさまざまな世代の学びの場づくり 

○ 創業者の発掘・育成・支援の一元的な展開の促進 

○ プロダクティブ・エイジングの推進 

 

（３）地域コミュニティモデルの進化 

【主な取組】 

○ 目指すべき地域コミュニティ像の確立に向けた取組の推進 

○ 子どもの多様な居場所の連携と進化 

 

（４）いのちを育て・守り・支える 

【主な取組】 

○ 妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない支援体制の整備 

○ 未病を改善する取組と連携した市民の健康増進活動（運動・食）の促進 

○ 地域包括ケア体制づくりとケアタウン構想の推進 

 

（５）「分かち合いの社会」の創造 

【主な取組】 

○ 行財政改革の推進 

○ 「分かち合いの社会」づくりの検討とその展開 
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（６）「観光」による地域経済活性化 

【主な取組】 

○ 観光戦略ビジョンに基づく観光まちづくりの推進 

○ 観光分野との連携などによる農林水産業・ものづくりの振興 

○ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会などを契機とした活性化(経済・

文化・スポーツ) 

○ しごとと暮らし（住まい）をつないだ定住促進 

 

（７）重要なまちづくり案件の適切な実現 

【主な取組】 

○ 小田原駅・小田原城周辺のまちづくりの推進 

○ まちなかのにぎわい創出や回遊性向上に向けた街並みづくりの推進 

 

（８）インフラ・公共施設の維持と再配置 

【主な取組】 

○ 上下水道・道路・橋りょう等社会インフラの着実な修繕・更新 

○ 公共施設再編基本計画の推進と老朽化施設の長寿命化の取組の推進 

 

（９）基礎自治体としてのあり方の見極め 

【主な取組】 

○ 自治体間連携のあり方の検討 

 



いのちを大切にする小田原 

 

 

 

 

 

福 祉・医 療 

 
 



 



まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

1施策 地域福祉の推進 詳細施策 ケアタウン構想の推進1

施策 地域福祉の推進1

【基本方針】

制度的な枠組みを越え、地域、行政、事業者、ボランティアなどが連携し、地域全体で支えあうまちケアタウンづく

りを進めます。また、安定した暮らしと健康を支える社会保障制度の適正な運用と充実を図ります。

詳細施策 ケアタウン構想の推進1

地域福祉の増進を図るため、高齢者、障がい者、子育て家庭など、支援を必要とする方々に対して、市

民、事業者、行政などが一体となって支える仕組みづくりを推進します。

事業内容 予算事業・所属

千円

誰もが地域で安心して生活できるよ
う、ケースワークの強化、相談支援に
係る組織体制の強化、地域のケア力の
醸成に取り組み、複雑・多様化する福
祉的問題を抱える当事者に伴走する全
世代・全方位型の支援体制の確立を目
指します。

R2～4事業費実施事業 ケアタウン構想推進事業

ケアタウン構想の推進、包括的支援・多機関連
携事業、地域福祉相談支援事業

ケアタウン推進事業

1010101 福祉政策課

一般会計

地域福祉計画策定検討委員会の開催、計画策
定

地域福祉計画推進事業

1010102 福祉政策課

一般会計

206,217

詳細施策 地域福祉活動の充実2

ケアタウン構想に基づき、地域福祉活動への参加や、高齢者や障がい者との日常的な交流を通じて、地域

福祉の新たな担い手を育成する取組を進めます。また、地域福祉活動の支援を通じて、多様な主体の自立

的な活動や支えあいの体制づくりを促します。

事業内容 予算事業・所属

千円

地域における福祉活動の充実に向け､
民生委員児童委員協議会や市社会福祉
協議会の活動を支援します。

R2～4事業費実施事業 地域福祉活動支援事業

民生委員児童委員への支援・連携、民生委員
児童委員協議会への補助

民生委員児童委員事業

1020101 福祉政策課

一般会計

市社会福祉協議会への補助 市社会福祉協議会助成事業

1020102 福祉政策課

一般会計

503,755

事業内容 予算事業・所属

千円

地域における社会福祉活動を支援する
ため、ボランティア活動をはじめとし
た各種団体の活動拠点を確保します。

R2～4事業費実施事業 交流の場づくり事業

社会福祉センターの管理運営など 社会福祉センター管理運営事業

1020201 福祉政策課

一般会計

ふらっと城山の管理 ふらっと城山管理事業

1020202 福祉政策課

一般会計

44,835
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

1施策 地域福祉の推進 詳細施策 セーフティネットの充実3

詳細施策 セーフティネットの充実3

年金、医療制度の適正な運営に努めるとともに、生活困窮者の暮らしの安定と自立を支援します。

事業内容 予算事業・所属

千円

生活保護などをはじめとして市民の生
活や暮らしを守ります。

R2～4事業費実施事業 生活支援事業

生活保護の実施 生活保護事業

1030101 生活支援課

一般会計

中国残留邦人等支援給付の実施 中国残留邦人等支援事業

1030102 生活支援課

一般会計

行旅病人の救護、行旅死亡人の火葬など 行旅病人・死亡人事業

1030103 生活支援課

一般会計

国民年金の届出・請求の受付 国民年金事業

1030104 保険課

一般会計

遺族会・原爆被災者の会への補助、慰霊祭の
開催

遺族援護等事業

1030105 福祉政策課

一般会計

外国籍高齢者・障がい者等福祉給付金の支給 外国籍高齢者・障がい者等福祉
給付事業

1030106 福祉政策課

一般会計

災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、災害援
護資金の貸付、災害見舞金の支給

被災者支援事業

1030107 福祉政策課

一般会計

住宅確保給付金の支給 住居確保給付金支給事業

1030108 生活支援課

一般会計

自立相談業務の実施、自立に向けたプランの
作成

自立相談支援事業

1030109 生活支援課

一般会計

生活困窮者の中学生などを対象とした学習支
援

学習支援事業

1030110 生活支援課

一般会計

成年後見制度中核機関の運営など 成年後見制度利用支援事業

1030111 高齢介護課

一般会計

17,016,752

事業内容 予算事業・所属

千円

国民健康保険事業の財政運営を安定さ
せるため、一般会計から繰出金を支出
します。また、訪問による納付指導や
電話催告などにより国民健康保険料の
収納率の向上を図ります。

R2～4事業費実施事業 国民健康保険事業

保険料収納率向上に向けた徴収対策及び納
付環境整備の実施・検討

保険料収納率向上対策事業

1030201 保険課

国民健康保険事業特別会計

一般会計から国民健康保険事業特別会計へ
の繰り出し

※国民健康保険事業特別会計
への繰り出し

1030202 保険課

一般会計

一般会計から国民健康保険診療施設事業特
別会計への繰り出し

※国民健康保険診療施設事業
特別会計への繰り出し

1030203 保険課

一般会計

4,913,328
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

1施策 地域福祉の推進 詳細施策 セーフティネットの充実3

事業内容 予算事業・所属

千円

後期高齢者医療制度の医療費負担のた
め、一般会計から繰出金を支出しま
す。

R2～4事業費実施事業 後期高齢者医療事業（繰出金）

一般会計から後期高齢者医療事業特別会計
への繰り出し

※後期高齢者医療事業特別会
計への繰り出し

1030301 保険課

一般会計

7,393,942

事業内容 予算事業・所属

千円

介護保険事業の運営に係る法定・法定
外繰り入れのため、一般会計から繰出
金を支出します。

R2～4事業費実施事業 介護保険事業（繰出金）

一般会計から介護保険事業特別会計への繰り
出し

※介護保険事業特別会計への
繰り出し

1030401 高齢介護課

一般会計

7,318,780

事業内容 予算事業・所属

千円

市営住宅の適正な管理運営に努めると
ともに、施設の改修による長寿命化、
建替え・用途廃止を計画的に進めてい
きます。

R2～4事業費実施事業 市営住宅整備事業

市営住宅の適正な管理運営及び市営住宅ス
トック総合活用計画の推進

市営住宅運営事業

1030501 建築課

一般会計

1,176,266

13



まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

2施策 高齢者福祉の充実 詳細施策 高齢者がいきいきと活動できる環境づくりの促進1

施策 高齢者福祉の充実2

【基本方針】

高齢者の生きがいづくりや社会参加を支援します。また、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう介護福祉サービ

スの充実を図るとともに、高齢者を地域全体で支える体制づくりを進めます。

詳細施策 高齢者がいきいきと活動できる環境づくりの促進1

プロダクティブ・エイジングの視点で、高齢者が自らの能力を発揮し、社会の活力を支える存在として、

いきいきと活動できるよう、ソフト・ハードの両面から支援します。

事業内容 予算事業・所属

千円

世代を越えた市民がふれあうイベント
の開催をはじめ、高齢者の生きがいづ
くりと社会参加を促します。また、シ
ニアと活動をつなぐシニアバンクなど
を通じて、シニアの活躍の場と領域を
拡大します。

R2～4事業費実施事業 生きがいづくり・社会参加促進事業

生きがいふれあいフェスティバルの開催 生きがいふれあいフェスティバ
ル開催事業

2010101 福祉政策課

介護保険事業特別会計

はり・きゅう・マッサージ等施術費の助成 高齢者はり・きゅう・マッサージ等
施術費助成事業

2010102 高齢介護課

一般会計

福寿カードの交付 福寿カード交付事業

2010103 高齢介護課

一般会計

地区敬老行事の開催 、長寿祝品・敬老祝金の
贈呈

敬老行事・長寿祝事業

2010104 高齢介護課

一般会計

単位老人クラブ・老人クラブ連合会への補助 老人クラブ活動補助事業

2010105 高齢介護課

一般会計

高齢者のボランティア活動に対するポイント制
度の実施

アクティブシニア応援ポイント事
業

2010106 高齢介護課

介護保険事業特別会計

小田原市生涯現役推進協議会の運営 プロダクティブ・エイジング推進
事業

2010107 企画政策課

一般会計

シルバー人材センターの運営費補助など シルバー人材センター運営補助
事業

2010108 高齢介護課

一般会計

ねんりんピック交流大会及び関連事業の実施 ねんりんピック開催事業

2010109 高齢介護課

一般会計

233,508
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

2施策 高齢者福祉の充実 詳細施策 高齢者がいきいきと活動できる環境づくりの促進1

事業内容 予算事業・所属

千円

高齢者団体の健康づくりや技能訓練、
学習や趣味、レクリエーションの活動
の場を提供します。

R2～4事業費実施事業 高齢者施設管理運営事業

生きがいふれあいセンターの管理運営 生きがいふれあいセンター管理
運営事業

2010201 福祉政策課

一般会計

前羽福祉館の管理運営 前羽福祉館管理運営事業

2010202 福祉政策課

一般会計

下中老人憩の家の管理運営 下中老人憩の家管理運営事業

2010203 福祉政策課

一般会計

200,624

詳細施策 地域における高齢者支援体制の強化2

地域包括支援センターを中核機関とし、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を進め、認知症を

はじめとする要介護高齢者を地域全体で支える体制(地域包括ケアシステム)の強化を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

高齢者が住み慣れた地域で安心して生
活を継続できるように必要な援助、支
援を包括的に行う中核機関として地域
包括支援センターを設置、運営しま
す。

R2～4事業費実施事業 地域包括支援センター事業

地域包括支援センター12箇所の運営委託、運
営支援

地域包括支援センター運営事業

2020101 高齢介護課

介護保険事業特別会計

820,405

事業内容 予算事業・所属

千円

要介護状態となっても住み慣れた地域
で自分らしい暮らしを継続できるよ
う、医療・介護・介護予防・住まい・
生活支援が包括的に確保される地域包
括ケアシステムを推進します。

R2～4事業費実施事業 地域包括ケア推進事業

地域包括ケアシステム推進のための関係者会
議の開催

地域ケア会議開催事業

2020201 高齢介護課

介護保険事業特別会計

医療関係者と介護関係者などとの連携の推進 在宅医療・介護連携事業

2020202 高齢介護課

介護保険事業特別会計

生活支援コーディネーターによる生活支援体
制の整備、協議会の開催

生活支援体制整備事業

2020203 高齢介護課

介護保険事業特別会計

110,520
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

2施策 高齢者福祉の充実 詳細施策 地域における高齢者支援体制の強化2

事業内容 予算事業・所属

千円

認知症の人の意思が尊重され、できる
限り住み慣れた地域で生活が継続でき
るよう、認知症の人やその家族を支援
します。

R2～4事業費実施事業 認知症総合支援事業

認知症に関する正しい知識の普及啓発活動、
見守り体制の構築・強化

認知症サポーター養成事業

2020301 高齢介護課

介護保険事業特別会計

関係機関との連携による行方不明高齢者の見
守り

認知症等高齢者SOSネットワー
ク事業

2020302 高齢介護課

介護保険事業特別会計

認知症の早期診断・発見に向けた支援体制の
構築

認知症初期集中支援事業

2020303 高齢介護課

介護保険事業特別会計

認知症の方とその家族を対象とした適切な支
援の実施

認知症地域支援推進事業

2020304 高齢介護課

介護保険事業特別会計

家族介護教室・家族介護者交流会の開催 家族介護教室開催事業

2020305 高齢介護課

介護保険事業特別会計

4,199

事業内容 予算事業・所属

千円

高齢者に対する虐待の防止やその早期
発見などの必要な援助を行います。

R2～4事業費実施事業 権利擁護等事業

成年後見等の代理申し立て、 成年後見制度の
利用費助成、市民後見人の体制整備

高齢者成年後見制度利用支援
事業

2020401 高齢介護課

介護保険事業特別会計

高齢者虐待に係る相談・対応 、高齢者虐待防
止ネットワーク会議・研修の実施

高齢者虐待防止ネットワーク事
業

2020402 高齢介護課

介護保険事業特別会計

43,785

事業内容 予算事業・所属

千円

特別養護老人ホームなどへの入所措置
のほか、虐待や介護放棄などにより緊
急一時的に保護が必要な高齢者に対
し、必要なサービスを提供します。

R2～4事業費実施事業 老人保護措置等事業

特別養護老人ホームなどへの入所措置・在宅
措置

老人ホーム入所等措置事業

2020501 高齢介護課

一般会計

養護老人ホームへの入所判定 老人ホーム入所判定事業

2020502 高齢介護課

一般会計

緊急一時入所サービスの提供 緊急一時入所事業

2020503 高齢介護課

一般会計

12,585
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

2施策 高齢者福祉の充実 詳細施策 地域における高齢者支援体制の強化2

事業内容 予算事業・所属

千円

ひとり暮らし高齢者などが安心して在
宅生活を送ることができるよう支援し
ます。また、家族介護者の経済的な負
担を軽減するため介護用品を支給しま
す。

R2～4事業費実施事業 高齢者生活支援事業

独居老人等緊急通報サービスの提供 独居老人等緊急通報システム
事業

2020601 高齢介護課

一般会計

福祉タクシーの利用助成 福祉タクシー利用助成事業

2020602 高齢介護課

一般会計

高齢者救急要請カードの配付 高齢者救急要請カード配付事業

2020603 高齢介護課

一般会計

家族介護用品（紙おむつなど）の支給 家族介護用品支給事業

2020604 高齢介護課

介護保険事業特別会計

安否確認とともに配食サービスを提供 食の自立支援事業

2020605 高齢介護課

介護保険事業特別会計

54,707

詳細施策 保険給付事業の円滑な運営3

高齢者が要介護状態になっても、その有する能力に応じ、安心して自立した日常生活を営むことができる

よう、介護保険事業計画に基づき、保険給付事業を円滑に運営します。

事業内容 予算事業・所属

千円

老人福祉事業及び介護保険事業の実施
に関する計画を推進します。

R2～4事業費実施事業 高齢者福祉介護計画推進事業

高齢者福祉介護計画の策定と推進 高齢者福祉介護計画推進事業

2030101 高齢介護課

一般会計

1,834

事業内容 予算事業・所属

千円

介護保険関係施設の計画的な整備促進
や、高齢者向けの福祉施設の管理運営
を行います。

R2～4事業費実施事業 高齢者福祉介護施設整備事業

介護老人福祉施設などの整備費補助 介護保険施設等整備費補助事
業

2030201 高齢介護課

一般会計

鴨宮ケアセンターの管理運営（指定管理） 鴨宮ケアセンター管理運営事業

2030202 福祉政策課

一般会計

340,996
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

2施策 高齢者福祉の充実 詳細施策 保険給付事業の円滑な運営3

事業内容 予算事業・所属

千円

適正な要介護認定業務の実施、介護保
険給付の管理等により、介護保険事業
の円滑な運営を行います。

R2～4事業費実施事業 介護保険事業

介護保険料の賦課徴収、介護保険事務処理シ
ステムの管理運用、低所得者の介護保険料軽
減

介護保険事業運営事業

2030301 高齢介護課

介護保険事業特別会計

訪問調査の実施、介護認定審査会の開催 要介護認定事業

2030302 高齢介護課

介護保険事業特別会計

介護（介護予防）サービス利用に係る保険給付 介護保険給付事業

2030303 高齢介護課

介護保険事業特別会計

社会福祉法人などの利用負担軽減事業費の補
助

社会福祉法人等利用者負担軽
減事業

2030304 高齢介護課

一般会計

介護サービス事業所などの指定・登録 介護サービス事業所指定等事
業

2030305 高齢介護課

介護保険事業特別会計

46,789,549

事業内容 予算事業・所属

千円

介護サービスの質の向上を図るため、
介護サービス事業者等に対する支援や
指導等を行います。

R2～4事業費実施事業 介護サービス事業者支援事業

介護サービス事業者の指導・監査 市指定事業者指導監査事業

2030401 高齢介護課

介護保険事業特別会計

介護サービス事業者連絡会議の開催、介護人
材の確保・育成支援

介護サービス事業者支援事業

2030402 高齢介護課

介護保険事業特別会計

ケアプラン点検事業の実施 ケアマネジメント技術向上支援
事業

2030403 高齢介護課

介護保険事業特別会計

介護相談員の施設派遣 介護相談員派遣事業

2030404 高齢介護課

介護保険事業特別会計

居宅介護支援事業者などへの事務費補助 居宅介護支援事業者等事務費
補助事業

2030405 高齢介護課

介護保険事業特別会計

給付費通知発送、医療情報との突合・縦覧点
検、要介護認定調査結果点検、住宅改修費等
点検

介護給付適正化事業

2030406 高齢介護課

介護保険事業特別会計

25,949
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

2施策 高齢者福祉の充実 詳細施策 介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な運営4

詳細施策 介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な運営4

高齢者が健康でいきいきとした生活を送ることができるよう、地域の実情や高齢者の状態に応じた介護予

防の取組を進めます。また、介護予防・日常生活支援総合事業の実施により、要支援者などに対する効果

的かつ効率的な支援を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

要支援者等の多様な生活支援のニーズ
に対応するため、従来の介護予防訪問
介護等のサービスに加え、多様な担い
手によるサービスの提供を促進しま
す。また、専門職による集中的な指
導・助言や事業者による配食により、
心身状態の改善を図る取り組みを進
め、介護のリスクを抱える高齢者の自
立を支援します。

R2～4事業費実施事業 介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス事業の充実、訪問型サービス
事業者の参入促進など

訪問型サービス事業

2040101 高齢介護課

介護保険事業特別会計

通所型サービス事業の充実、通所型サービス
事業者の参入促進など

通所型サービス事業

2040102 高齢介護課

介護保険事業特別会計

緩和されたケアマネジメントＢ・Ｃの推進 介護予防ケアマネジメント事業

2040103 高齢介護課

介護保険事業特別会計

1,330,011

事業内容 予算事業・所属

千円

高齢者の生活機能の維持・向上を図
り、介護予防に資するための事業を実
施します。

R2～4事業費実施事業 一般介護予防事業

高齢者筋力向上トレーニングの実施など 高齢者筋力向上トレーニング事
業

2040201 高齢介護課

介護保険事業特別会計

高齢者栄養教室の開催 高齢者栄養改善事業

2040202 高齢介護課

介護保険事業特別会計

認知症予防教室の実施 認知症予防事業

2040203 高齢介護課

介護保険事業特別会計

介護予防対策室の運営委託・教室開催 介護予防普及啓発事業

2040204 高齢介護課

介護保険事業特別会計

高齢者体操教室の開催 高齢者体操教室開催事業

2040205 高齢介護課

介護保険事業特別会計

いきいき健康教室の開催 いきいき健康事業

2040206 高齢介護課

介護保険事業特別会計

地域介護予防活動支援講座の開催など 地域介護予防活動支援事業

2040207 高齢介護課

介護保険事業特別会計

介護予防に取り組む自主組織の発掘と育成 ふれあい担い手発掘事業

2040208 高齢介護課

介護保険事業特別会計

リハビリテーション専門職による介護予防促進 地域リハビリテーション活動支
援事業

2040209 高齢介護課

介護保険事業特別会計

155,437
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

3施策 障がい者福祉の充実 詳細施策 相談の場や情報提供の充実1

施策 障がい者福祉の充実3

【基本方針】

障害者差別解消法に係る取組を推進するほか、企業や地域全体にノーマライゼーションの理念を啓発します。ま

た、障がい者の暮らしを支えるサービスや支援を実施するとともに、就労や社会参加の促進など障がい者を地域

で支える環境を整えます。

詳細施策 相談の場や情報提供の充実1

障がい者の地域での自立した生活を支える身近な相談の場や情報提供の充実を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

障がい者の地域での生活を支援するた
め、障がい者や家族、地域の支援者が
相談できる場所を拡充します。

R2～4事業費実施事業 障がい者相談支援事業

障がい者総合相談事業センターの運営・基幹
相談センターの設置・運営

障がい者相談支援事業

3010101 障がい福祉課

一般会計

149,232

詳細施策 障がい者の権利擁護の推進2

障害者差別解消法に係る取組を推進するほか、障がいの特性や心のバリアフリーの啓発を行います。特

に、子どもの段階から障がいは特別なものではないという意識づくりを進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

障害者差別解消法に基づき、障がい者
への合理的配慮や不当な差別的取扱い
の禁止を推進します。また、共生社会
の実現を目指し、地域住民の障がい者
に対する心の障壁の解消を図ります。

R2～4事業費実施事業 障がい者権利擁護推進事業

精神保健福祉地域交流会・理解促進研修・啓
発事業・合理的配慮提供促進事業の実施

ノーマライゼーション理念普及事
業

3020101 障がい福祉課

一般会計

地域障害者自立支援協議会への参画、障がい
者基本計画策定検討委員会開催

障がい福祉関係諸計画推進事
業

3020102 障がい福祉課

一般会計

成年後見の代理申し立て、成年後見人報酬助
成の実施

障がい者成年後見制度利用支
援事業

3020103 障がい福祉課

一般会計

22,524

詳細施策 暮らしを支える福祉サービスの充実3

障がい者の住まいの確保や暮らしを支えるサービスの充実を図ります。また、地域全体で障がい者を支え

る体制や仕組みづくりを進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

在宅の重度障がい者などの経済的負担
の軽減の一助として、特別障害者手当
などを給付します。

R2～4事業費実施事業 特別障害者手当等給付事業

特別障害者手当などの給付 特別障害者手当等給付事業

3030101 障がい福祉課

一般会計

市心身障害児福祉手当の給付 市心身障害児福祉手当給付事
業

3030102 障がい福祉課

一般会計

217,986
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

3施策 障がい者福祉の充実 詳細施策 暮らしを支える福祉サービスの充実3

事業内容 予算事業・所属

千円

障がい者の日常生活を支援するため、
ホームヘルプ（居宅介護）などの障が
い福祉サービス費や自立支援医療（更
生医療・育成医療）などを給付しま
す。

R2～4事業費実施事業 自立支援給付費等給付事業

障害福祉サービス費の給付 障害福祉サービス費等給付事
業

3030201 障がい福祉課

一般会計

障害支援区分認定審査会の運営、障害支援区
分認定調査の実施、医師意見書の作成

障害支援区分認定等事業

3030202 障がい福祉課

一般会計

障害者自立支援医療費の給付 障害者自立支援医療費給付事
業

3030203 障がい福祉課

一般会計

12,075,802

事業内容 予算事業・所属

千円

重度障がい者の福祉の向上を図るた
め、重度障がい者が保険診療を受けた
際の医療費の自己負担分を助成しま
す。

R2～4事業費実施事業 重度障がい者医療費助成事業

重度障がい者医療費の助成 重度障がい者医療費助成事業

3030301 障がい福祉課

一般会計

1,984,646

事業内容 予算事業・所属

千円

障がい者が地域で暮らすことができる
よう、障がい者の社会生活及び日常生
活を支援します。

R2～4事業費実施事業 障がい者地域生活支援事業

手話通訳者・要約筆記者の派遣・養成 コミュニケーション支援事業

3030401 障がい福祉課

一般会計

住宅設備改良費の助成・移動支援、日中一時
支援、訪問入浴サービス、日常生活用具費の
給付などの生活支援

障がい者生活支援事業

3030402 障がい福祉課

一般会計

緊急通報システム事業、配食サービス、グルー
プホーム家賃助成の実施

障がい者自立支援事業

3030403 障がい福祉課

一般会計

点訳・音訳による情報の提供 情報バリアフリー事業

3030404 障がい福祉課

一般会計

445,578

事業内容 予算事業・所属

千円

一般の歯科診療所等で治療が困難な障
がい者に歯科診療の場を提供します。

R2～4事業費実施事業 歯科二次診療所管理運営事業

歯科二次診療所の管理運営（指定管理）、施設
改修・設備更新

歯科二次診療所管理運営事業

3030501 障がい福祉課

一般会計

148,662

事業内容 予算事業・所属

千円

障がい者の日中活動の場やサービス提
供体制を確保するため、地域活動支援
センターなどを運営する団体などを支
援するとともに、障がい者が地域で生
活するための基盤となるグループホー
ムの開設などを支援します。

R2～4事業費実施事業 障がい者福祉施設整備・運営等支援事業

地域活動支援センターなどの運営の支援 障がい者福祉施設等運営支援
事業

3030601 障がい福祉課

一般会計

グループホーム初度調弁費の補助、地域防災
拠点事業費補助金の交付

障がい者福祉施設・設備整備費
補助事業

3030602 障がい福祉課

一般会計

340,522
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

3施策 障がい者福祉の充実 詳細施策 就労と社会参加の促進4

詳細施策 就労と社会参加の促進4

地域の事業所や各種団体と連携し、障がい者の職場実習や就労の機会の拡大を図るとともに、障がい者の

社会参加が進むよう支援します。

事業内容 予算事業・所属

千円

地域の事業所や各種団体と連携し、障
がい者の就労の機会の拡大を図るとと
もに、障がい者の社会参加促進のため
の支援を行います。

R2～4事業費実施事業 障がい者社会参加促進事業

障害者就業・生活支援センターの運営の支援・
就職支度金の給付・工賃向上の支援

障がい者就労支援事業

3040101 障がい福祉課

一般会計

スポーツ、レクリエーションの場の提供・スポー
ツ大会、文化事業開催への支援

障がい者スポーツ・文化活動支
援事業

3040102 障がい福祉課

一般会計

福祉タクシー利用助成・施設等通所者への交
通費助成・自動車改造、免許取得費の助成

障がい者交通費助成事業

3040103 障がい福祉課

一般会計

208,569
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

4施策 健康づくりの推進 詳細施策 保健予防の充実1

施策 健康づくりの推進4

【基本方針】

自分の健康は自分で守るという健康意識を高め、市民一人ひとりの心身の健康づくりを支援します。また、生涯を

通じた総合的な保健・疾病予防対策を進めます。

詳細施策 保健予防の充実1

健康教育や個別相談を通じて、市民一人ひとりの心身の健康づくりを支援します。また、生活習慣病など

の早期発見と早期指導に向け、特定健診・特定保健指導やがん検診の受診を促します。さらに、さまざま

な感染症の知識の普及啓発に努めるとともに、予防接種を推進します。

事業内容 予算事業・所属

千円

総合的、計画的な保健施策を進めるた
めの計画を定めるとともに、その拠点
となる保健センターの適正管理を行い
ます。

R2～4事業費実施事業 健康増進体制推進事業

脳血管疾患予防プロジェクト、歯科保健の推
進、健康増進計画懇親会

健康増進計画推進事業

4010101 健康づくり課

一般会計

保健センターの管理運営・設備などの維持改
修

保健センター管理運営事業

4010102 健康づくり課

一般会計

404,555

事業内容 予算事業・所属

千円

さまざまな感染症の感染拡大や健康被
害を最小限にする知識の普及啓発に努
め、意識の向上を図ります。また、予
防接種の実施及び感染症に対する危機
管理対策を確立します。

R2～4事業費実施事業 感染症対策事業

公共施設用消毒剤の備蓄、感染症対策防護服
購入

感染症予防事業

4010201 健康づくり課

一般会計

乳幼児・女性・高齢者予防接種の実施 予防接種事業

4010202 健康づくり課

一般会計

1,722,574

事業内容 予算事業・所属

千円

心身の健康に関する個別相談や訪問指
導を実施し、生活改善など必要な助
言・指導を行います。また、定期的な
相談のほか、地域での出張相談や電話
での相談を実施します。

R2～4事業費実施事業 健康相談事業

出張健康相談・電話健康相談の実施 健康相談事業

4010301 健康づくり課

一般会計

保健訪問指導の実施 訪問指導事業

4010302 健康づくり課

一般会計

7,806
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

4施策 健康づくりの推進 詳細施策 保健予防の充実1

事業内容 予算事業・所属

千円

生活習慣病の予防及びがんの早期発見
のため、健康診査、がん検診、保健指
導を実施します。

R2～4事業費実施事業 成人健診事業

生活習慣病予防のための健康診査の実施 健康診査事業

4010401 健康づくり課

一般会計

がんの早期発見のため、がん検診を実施 がん検診事業

4010402 健康づくり課

一般会計

健康情報システムの管理運用 健康情報システム管理運用事
業

4010403 健康づくり課

一般会計

特定健診・特定保健指導の実施 特定健診・特定保健指導事業

4010404 保険課

国民健康保険事業特別会計

1,935,734

事業内容 予算事業・所属

千円

小田原市国民健康保険データヘルス計
画に基づき、効果的かつ効率的な保健
事業を実施します。

R2～4事業費実施事業 データヘルス計画推進事業

保健事業の実施 データヘルス計画推進事業

4010501 保険課

国民健康保険事業特別会計

58,611

詳細施策 地域ぐるみの健康づくりの支援2

地域ぐるみの健康づくりを支援します。また、健康づくりに関する情報を広く提供し、市民の健康意識の

向上を促します。

事業内容 予算事業・所属

千円

市民に健康づくりへの理解を深めても
らうため、健康情報の周知を図るとと
もに、健康や疾病予防の啓発イベント
を実施します。

R2～4事業費実施事業 健康啓発事業

健康増進教室・生活習慣病予防教室等の開
催、未病センターの運営、健康カレンダーの作
成・配布

健康教育事業

4020101 健康づくり課

一般会計

ふれあいけんこうフェスティバルの開催 ふれあいけんこうフェスティバル
開催事業

4020102 健康づくり課

一般会計

7,812

事業内容 予算事業・所属

千円

市民の健康づくりを支援する地域のボ
ランティアを養成します。

R2～4事業費実施事業 健康づくり指導者養成事業

健康おだわら普及員研修の実施、健康おだわ
ら普及員の地区活動への支援

健康おだわら普及員支援事業

4020201 健康づくり課

一般会計

地域でつくる健康づくりの活動費助成 地域でつくる健康づくり支援事
業

4020202 健康づくり課

一般会計

8,265

事業内容 予算事業・所属

千円

自殺の事前予防として、日常的な心の
健康の保持増進に焦点を当てた知識の
普及啓発や人材育成などを実施し、地
域ぐるみによる自殺予防の推進を図り
ます。

R2～4事業費実施事業 地域自殺対策強化事業

自殺予防に係る普及啓発・人材育成・相談の
実施

地域自殺対策強化事業

4020301 健康づくり課

一般会計

766
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

4施策 健康づくりの推進 詳細施策 食育の推進3

詳細施策 食育の推進3

家庭や地域、学校などにおいて、ライフステージに応じた「食」に関する正しい知識や判断力を身につ

け、健全な食生活を実践し、健康増進を図る取組を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

地域において活動している小田原市食
育サポートメイトや、小田原食品衛生
協会と連携を図り、地域におけるライ
フステージに応じた食育を効果的に推
進するとともに、成長期の子どもたち
が望ましい食習慣を身につけるために
家庭、地域に向けた食育の普及啓発を
行います。

R2～4事業費実施事業 食育推進事業

食育実践活動の実施、食育推進イベント 食育実践活動事業

4030101 健康づくり課

一般会計

食育サポートメイトの養成・育成 食育サポートメイト支援事業

4030102 健康づくり課

一般会計

食に関する指導など意識啓発の取組 食育啓発事業

4030103 学校安全課

一般会計

879
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

5施策 地域医療体制の充実 詳細施策 地域医療連携の推進1

施策 地域医療体制の充実5

【基本方針】

医療機関の役割分担と連携を進めるとともに、医療に携わる人材の育成を支援し、地域医療体制の充実を図りま

す。

詳細施策 地域医療連携の推進1

医療機関の役割分担と連携を進め、市民が身近な地域で安心して医療を受けられるよう地域医療連携を進

めます。また、医療や疾病に関する情報提供や医療相談窓口機能の充実を図るとともに、かかりつけ医の

普及に努め、適正な受診を促します。

事業内容 予算事業・所属

千円

難治性疾患対策に対応できる医療従事
者等の育成と疾病の正しい理解及び認
識の取得を図るための研修の開催、疾
病予防の体制作り、予防知識の普及啓
発を行います。

R2～4事業費実施事業 地域医療連携推進事業

小田原医師会への委託による難治性疾患対策
事業等の実施、地域医療審議会の運営

地域医療連携推進事業

5010101 健康づくり課

一般会計

600

事業内容 予算事業・所属

千円

輸血用の血液や血液製剤を安定的に確
保するため、献血協力事業所や献血の
役割や重要性について啓発します。

R2～4事業費実施事業 献血普及啓発事業

献血の実施・啓発 献血普及啓発事業

5010201 健康づくり課

一般会計

0

事業内容 予算事業・所属

千円

ドナー（骨髄バンクが実施する骨髄バ
ンク事業で、骨髄・末梢血幹細胞提供
を完了し、骨髄提供に伴う休暇制度が
ない事業所に勤務する人）及びドナー
が勤務する事業所（国内の事業所で骨
髄提供に伴う休暇制度がない事業所）
に対し、助成金を交付します。

R2～4事業費実施事業 骨髄移植ドナー支援事業

ドナー及びドナーの勤務先事業所への助成金
交付

骨髄移植ドナー支援事業

5010301 健康づくり課

一般会計

630
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

5施策 地域医療体制の充実 詳細施策 救急医療の充実2

詳細施策 救急医療の充実2

休日・夜間急患診療所による初期救急医療の提供や、広域二次病院群輪番制を維持するとともに、市立病

院による急性期医療と後方支援体制との連携を図り、救急医療を充実させます。

事業内容 予算事業・所属

千円

初期救急医療、二次救急医療、三次救
急医療及び夜間の小児救急医療体制を
確保します。

R2～4事業費実施事業 救急医療支援事業

休日・夜間急患診療所の運営費補助 休日・夜間急患診療所助成事業

5020101 健康づくり課

一般会計

広域二次病院群（補充）輪番制の運営費補助 広域二次病院群（補充）輪番制
助成事業

5020102 健康づくり課

一般会計

小児深夜救急医療の実施 小児深夜救急医療事業

5020103 健康づくり課

一般会計

救急医療機関外国籍市民対策費の補助 救急医療機関外国籍市民対策
費助成事業

5020104 健康づくり課

一般会計

851,370

詳細施策 人材育成の支援3

保健・医療・福祉ニーズの多様化、高度化に対応するため、地域医療サービスを担う質の高い看護職など

の育成を支援します。

事業内容 予算事業・所属

千円

地域医療の充実に必要な看護師等の養
成と確保を図るため、小田原医師会が
運営するおだわら看護専門学校に対
し、運営費の一部を助成します。

R2～4事業費実施事業 看護職員人材育成支援事業

おだわら看護専門学校の運営費補助 看護職員人材育成支援事業

5030101 健康づくり課

一般会計

150,000
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

6施策 市立病院の機能拡充と健全経営 詳細施策 医師・看護師・医療技術職員の確保1

施策 市立病院の機能拡充と健全経営6

【基本方針】

県西地域の基幹病院としての急性期医療及び高度医療を充実させます。また、病院の健全経営に努めます。

詳細施策 医師・看護師・医療技術職員の確保1

医師、看護師、医療技術職員の勤務環境の整備や看護師等奨学金制度の充実、看護学校などとの連携によ

り、高度医療や急性期医療を担う医療スタッフの確保と育成に努めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

大学医局や看護学校などへのトップ
セールスを実施するとともに、奨学金
の活用や院内保育所の充実などを図る
ことにより、高度医療や急性期医療を
担う医療スタッフの確保を行います。

R2～4事業費実施事業 医師・看護師等確保事業

大学医局等へのトップセールス、看護師等奨学
金の貸付、院内保育所の運営

医師・看護師等確保事業

6010101 経営管理課

病院事業会計

1,254,102

詳細施策 高度医療・急性期医療の充実2

高度医療・急性期医療を担う基幹病院として救命救急センターや集中治療室を充実させるとともに、地域

医療機関との機能分担と連携体制を強化します。また、高度医療機器の更新や導入、施設の整備などによ

り、高度で良質な医療を提供します。

事業内容 予算事業・所属

千円

急性期医療及び高度医療を担う基幹病
院として必要である高度医療機器の更
新や導入、施設の整備などを行うこと
により、高度で良質な医療を提供しま
す。

R2～4事業費実施事業 高度医療提供事業

高度医療機器の導入、医療機器の更新 医療機器整備事業

6020101 経営管理課

病院事業会計

施設の改修・整備 病院施設維持修繕事業

6020102 経営管理課

病院事業会計

885,000

事業内容 予算事業・所属

千円

急性心筋梗塞、脳卒中、複数の診療科
領域にわたる重篤な患者を24時間体
制で受け入れ、高度医療技術を提供す
る三次救急医療施設として救命救急セ
ンターを運営します。

R2～4事業費実施事業 救命救急センター運営事業

救命救急センターの運営 救命救急センター運営事業

6020201 経営管理課

病院事業会計

2,970,264

事業内容 予算事業・所属

千円

かかりつけ医制度の普及など、市立病
院と地域医療機関との間で役割の分化
と連携を図るほか、がん診療にかかる
機能を強化し、市民に対し高度で良質
な医療を提供します。

R2～4事業費実施事業 市立病院地域連携事業

「地域がん診療連携拠点病院」に求められる各
種事業の実施

地域がん診療連携拠点病院推
進事業

6020301 医事課

病院事業会計

紹介・逆紹介の推進ほか、地域医療従事者向
け研修会の実施

地域医療支援病院推進事業

6020302 医事課

病院事業会計

101,526

28



まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 福祉・医療

6施策 市立病院の機能拡充と健全経営 詳細施策 産科・小児科医療の確保と充実3

詳細施策 産科・小児科医療の確保と充実3

全国的に不足が心配される産科、小児科医師の招へいに努め、安定的な周産期医療を提供します。

事業内容 予算事業・所属

千円

全国的に不足が心配される産科、小児
科医師の確保に努め、安定的な周産期
医療を提供します。

R2～4事業費実施事業 周産期医療・小児夜間救急医療事業

周産期医療及び小児夜間救急医療の実施 周産期医療・小児夜間救急医療
事業

6030101 経営管理課

病院事業会計

658,506

詳細施策 経営の効率化4

院内の情報システムの管理運用を通じて、医療の質や患者サービスの向上を図るとともに、経営の分析・

効率化を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

持続可能な病院経営の推進や新病院建
設事業の着実な進捗を図るため、病院
経営の分析・改善に取り組みます。

R2～4事業費実施事業 経営改善推進事業

院内総合医療情報システムの管理運用・改修・
更新

情報システム管理運用事業

6040101 医事課

病院事業会計

病院経営の分析・改善 経営改善推進事業

6040102 経営管理課

病院事業会計

一般会計から病院事業会計への繰り出し ※病院事業会計への繰り出し

6040103 経営管理課

一般会計

5,029,275

詳細施策 病院の再整備の推進5

医療環境の変化や医療ニーズに対応して、市立病院に求められる医療を適切に提供していくため、施設の

再整備に向けた取組を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

平成30年12月に策定した小田原市立
病院再整備基本構想に基づき、令和７
年度の開業に向けた新病院建設に取り
組みます。

R2～4事業費実施事業 新病院建設事業

新病院建設に係る調査・設計・工事など 新病院建設事業

6050101 経営管理課

病院事業会計

1,847,050

29



 



いのちを大切にする小田原 

 

 

 

 

 

暮らしと防災・防犯 

 

 

 
 



 



まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 暮らしと防災・防犯

7施策 共生社会の実現 詳細施策 人権施策の推進1

施策 共生社会の実現7

【基本方針】

すべての人が、互いの文化や人権を尊重し、認めあい、共に生きていく平和な地域社会を実現するための取組を

進めます。

詳細施策 人権施策の推進1

多様化、複雑化する人権の課題について正しい理解を深め、互いの人権を尊重しあえるよう意識啓発や人

権教育を行います。

事業内容 予算事業・所属

千円

人権施策推進指針に基づき、人権施策
の総合的推進を図ります。分野別施策
のうち、性的マイノリティの人権に関
しては、パートナーシップ登録制度の
普及・啓発を図ります。

R2～4事業費実施事業 人権施策推進事業

人権施策推進委員会の開催、人権団体の活動
補助など

人権施策推進事業

7010101 人権・男女共同参画課

一般会計

人権を考える講演会の開催、企業・事業所など
への啓発

人権啓発事業

7010102 人権・男女共同参画課

一般会計

（仮称）小田原にじいろアクションの実施 性的マイノリティ支援事業

7010103 人権・男女共同参画課

一般会計

11,527

事業内容 予算事業・所属

千円

さまざまな立場の市民の人権が守られ
るよう、人権擁護委員や更生保護団体
の活動を支援します。

R2～4事業費実施事業 市民共生支援事業

小田原市人権擁護委員会への補助 人権擁護委員支援事業

7010201 人権・男女共同参画課

一般会計

社会を明るくする運動の実施、小田原地区保
護司会への補助、更生保護サポートセンターの
移転に関する支援

自立・更生保護活動支援事業

7010202 人権・男女共同参画課

一般会計

3,702

詳細施策 男女共同参画社会の実現2

男女が性別に関わらず自立した個人として尊重され、個人の能力を十分に発揮できる社会を実現する意識

づくりと環境づくりを進めます。家庭・地域活動と仕事の両立ができるよう育児・介護の支援体制の充実

と環境の整備を図るとともに、女性の就労支援や、男性に対する家庭・地域への参画支援により、ワー

ク・ライフ・バランスの実現を目指します。

事業内容 予算事業・所属

千円

男女共同参画社会の実現に向けて、令
和４年度からスタートする新たな行動
計画を策定し、意識啓発や女性の人材
育成、職業生活における女性の活躍支
援、婦人相談員によるＤＶ相談を実施
します。

R2～4事業費実施事業 男女共同参画施策推進事業

男女共同参画推進協議会やエンパワーメント
講座等の開催など

男女共同参画推進事業

7020101 人権・男女共同参画課

一般会計

女性の活躍推進協議会の開催、女性活躍推進
員の設置、女性活躍推進事業の実施

女性活躍推進事業

7020102 人権・男女共同参画課

一般会計

婦人相談員の設置、DV被害者の自立支援、
DV等防止啓発事業の実施

女性相談事業

7020103 人権・男女共同参画課

一般会計

44,497
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 暮らしと防災・防犯

7施策 共生社会の実現 詳細施策 平和施策の推進3

詳細施策 平和施策の推進3

平和都市宣言の理念の実現に向けて、平和施策を進め、市民の平和に対する意識を高めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

平和都市宣言の理念の実現に向けて、
平和施策を進め、市民の平和に対する
意識を高めます。

R2～4事業費実施事業 平和施策推進事業

平和施策事業の継続実施 平和施策推進事業

7030101 総務課

一般会計

4,131

詳細施策 多文化共生の推進4

外国籍住民及び外国につながる方々が日常の生活を円滑に送れるよう支援を行うとともに、共に地域の一

員として暮らしていく社会をつくるため、相互理解を深めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

日本語を母語としない住民や外国につ
ながる方々の、言語面でのサポートを
行います。

R2～4事業費実施事業 外国籍住民支援事業

通訳・翻訳ボランティアの育成及び派遣 外国籍住民支援事業

7040101 人権・男女共同参画課

一般会計

599

34



まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 暮らしと防災・防犯

8施策 災害に強いまちづくり 詳細施策 災害時即応体制の強化1

施策 災害に強いまちづくり8

【基本方針】

東日本大震災や熊本地震の教訓を生かし、防災関係機関、近隣市町、自主防災組織が共に連携しながら、迅速

かつ計画的な危機管理・災害対策を実施し、災害に強いまちづくりを進めます。

詳細施策 災害時即応体制の強化1

他市町村で発生した災害の対応や社会情勢の変化に応じて、地域防災計画や防災マニュアルの見直しを進

めます。また、防災情報の受伝達手段の強化、防災資機材の充実を進め、地震や津波、風水害などの災害

時に即応できる体制の強化を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

防災拠点の設備などの整備を進めると
ともに、防災資機材の充実を図りま
す。また、災害情報を即時に収集伝達
する体制や通信手段を確保し、災害時
応急活動や避難対策などの体制を確立
します。

R2～4事業費実施事業 防災拠点施設等整備事業

災害対策本部の改修、防災情報システムの管
理運用、避難所看板設置など

防災拠点整備事業

8010101 防災対策課

一般会計

備蓄食料・給水体制等の整備、応急対策用資
機材の維持管理など

災害対策用資機材整備事業

8010102 防災対策課

一般会計

固定系無線の整備・維持管理及び改修、ＭＣ
Ａ無線・気象情報システムの管理運用など

災害情報等収集伝達体制整備
事業

8010103 防災対策課

一般会計

446,233

事業内容 予算事業・所属

千円

災害時の医薬品や衛生材料を備蓄する
とともに、医師会や歯科医師会、薬剤
師会など関係機関と協力し、災害時の
医療救護活動の円滑な運営を図りま
す。

R2～4事業費実施事業 災害時医療救護体制整備事業

医薬品・衛生材料の備蓄 災害時医療救護体制整備事業

8010201 健康づくり課

一般会計

3,378

詳細施策 地域防災力の強化2

地域、学校、事業所、行政など多様な主体が連携し、市民の防災意識向上を図ります。また、発災直後の

非常時において顔の見える範囲の住民が自主的に協力して行動できる関係を構築します。さらに、実践的

な防災訓練などを通じて自主防災組織などの強化を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

各種災害に係るハザードマップ等の防
災啓発資料により、市民の防災意識の
向上や知識の周知を図ります。

R2～4事業費実施事業 市民防災意識高揚事業

防災マップなどの防災啓発資料の作成 防災啓発資料作成事業

8020101 防災対策課

一般会計

13,206
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 暮らしと防災・防犯

8施策 災害に強いまちづくり 詳細施策 地域防災力の強化2

事業内容 予算事業・所属

千円

自主防災組織等の活動を支援するとと
もに、住民防災訓練の実施や防災教室
の開催及び防災リーダー等人材の育成
により、防災力の向上を図ります。

R2～4事業費実施事業 地域防災活動支援事業

自主防災組織の育成費補助、広域避難所の運
営支援、防災教室や防災リーダー研修会の開
催など

自主防災組織等活動支援事業

8020201 防災対策課

一般会計

住民防災訓練の実施 住民防災訓練事業

8020202 防災対策課

一般会計

62,718

詳細施策 災害被害軽減化の推進3

地震、津波、台風、集中豪雨などによる被害の軽減化に向け、河川改修や土砂災害対策などを行うととも

に、建築物や宅地の耐震化の促進や意識啓発を進めます。また、公共施設や上下水道の耐震化を推進しま

す。

事業内容 予算事業・所属

千円

耐震化促進についての普及啓発活動を
行うとともに、建物の耐震化支援など
地震被害を軽減する取組を促進しま
す。また、国のガイドラインに基づ
き、宅地耐震化の取組を推進します。

R2～4事業費実施事業 地震災害対策事業

人的・物的被害の軽減化事業への補助 地震被害軽減化事業

8030101 防災対策課

一般会計

建築物の耐震化に係る普及啓発活動及び耐
震診断・設計・改修費用の一部助成

建築物耐震化促進事業

8030102 建築指導課

一般会計

大規模盛土造成地マップの公表、調査実施箇
所の経過観察

宅地耐震化推進事業

8030103 開発審査課

一般会計

95,634

事業内容 予算事業・所属

千円

台風や集中豪雨による土砂災害から市
民を守るため、神奈川県の急傾斜地崩
壊対策事業等の土砂災害対策事業を促
進します。

R2～4事業費実施事業 土砂災害対策事業

県が実施する急傾斜地崩壊対策事業の促進
及び事業費の一部負担

急傾斜地崩壊対策促進事業

8030201 建設政策課

一般会計

がけ崩れ対策の応急資材の備蓄、応急防災工
事

二次災害防止応急対策事業

8030202 建設政策課

一般会計

国、県への要望活動、県が実施する砂防対策
事業の促進

土石流対策促進事業

8030203 建設政策課

一般会計

71,025
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 暮らしと防災・防犯

8施策 災害に強いまちづくり 詳細施策 災害被害軽減化の推進3

事業内容 予算事業・所属

千円

台風や局地的豪雨による浸水被害の軽
減を図るため、計画的な河川改修を実
施するとともに、市民の安全で快適な
生活を支えるため、河川・水路の維持
管理を実施します。また、河川改修及
び災害被害の軽減を図るための予防措
置を実施します。

R2～4事業費実施事業 水防事業

二級河川改修の改修、維持管理の促進 二級河川改修促進事業

8030301 建設政策課

一般会計

下菊川・関口川ほかの改修 河川改修事業

8030302 道水路整備課

一般会計

河川・水路の維持管理 河川・水路維持事業

8030303 道水路整備課

一般会計

河川施設等の管理 河川管理事業

8030304 道水路整備課・土木管理課

一般会計

411,969

詳細施策 危機管理体制の強化4

感染症やテロなどさまざまな危機の発生に迅速に対応できるような組織体制の整備を進めます。また、非

常時の相互応援が円滑に進むよう、関係機関などとの連携強化を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

危機管理体制の整備に必要な諸計画を
適時見直し、迅速かつ的確な対応を図
ります。また、さまざまな危機の発生
に対応できるよう、市組織内及び関係
機関との連携による訓練等を実施しま
す。

R2～4事業費実施事業 危機管理体制整備事業

防災に係る各種計画の見直し、防災に係る各
種会議・協議会の開催、災害対策本部訓練の
実施及び高度化

危機管理諸計画整備事業

8040101 防災対策課

一般会計

災害時相互応援体制確立のための連携など 災害時応援連携事業

8040102 防災対策課

一般会計

被災宅地危険度判定士の養成、民間判定士の
組織体制の構築、模擬訓練の実施

被災宅地危険度判定士養成等
事業

8040103 開発審査課

一般会計

2,607
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 暮らしと防災・防犯

9施策 消防・救急体制の充実 詳細施策 消防組織体制の強化1

施策 消防・救急体制の充実9

【基本方針】

消防・救急体制を充実します。また、事業者や地域と連携しながら、市民の防火意識の高揚や救命技術の普及を

図ります。

詳細施策 消防組織体制の強化1

消防を取り巻く環境や社会情勢の変化へ的確に対応するため、消防署所の再配置などにより消防力を効

率・効果的に配置するほか、高度な教育・訓練などにより消防職員の能力を向上させることで消防組織体

制の強化を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

職員の意識を向上させ、市民の消防行
政への理解と認識を図り、消防業務を
円滑に遂行します。消防需要の増加に
伴い、消防行政事務についても多岐に
わたり実施する必要性が求められてい
るため、国等の動向や各機関からの情
報収集を積極的に実施し、消防組織の
強化を図ります。

R2～4事業費実施事業 消防組織運営管理事業

執務環境の適正な維持管理、表彰事務、消防
広報及び消防出初式の式典等の実施など

消防組織運営事業

9010101 消防総務課

広域消防事業特別会計

消防被服等の貸与 消防被服等貸与事業

9010102 消防総務課

広域消防事業特別会計

一般会計から広域消防事業特別会計への繰り
出し

※広域消防事業特別会計への
繰り出し

9010103 消防総務課

一般会計

7,400,016

事業内容 予算事業・所属

千円

消防職員としての高い倫理観を持ち、
消防の基本的任務を十分に果たせる職
員を採用、育成します。また、再任用
制度及び行政専門員制度活用の取組を
進めます。

R2～4事業費実施事業 消防職員人材育成事業

職員の採用、再任用職員の活用 消防職員採用事業

9010201 消防総務課

広域消防事業特別会計

資質向上のための職員派遣 消防職員教育・訓練事業

9010202 消防総務課

広域消防事業特別会計

15,663

事業内容 予算事業・所属

千円

消防署所の再配置等により、消防力を
適正に配置することで、消防需要に対
応した効率、効果的な消防体制を構築
します。また、消火栓や耐震性貯水槽
などの消防水利施設を計画的に整備す
るとともに、災害時に適切に機能させ
るため継続的に維持管理を行います。

R2～4事業費実施事業 消防施設再編・整備事業

消防署所の再整備 消防庁舎再整備事業

9010301 消防総務課

広域消防事業特別会計

消防施設・設備の更新など 消防施設維持管理事業

9010302 消防総務課

広域消防事業特別会計

消防水利施設の整備及び維持管理 消防水利施設等整備事業

9010303 警防計画課

一般会計

消防情報指令システムの更新整備、消防救急
デジタル無線などの維持管理

情報通信施設整備事業

9010304 情報司令課

広域消防事業特別会計

2,381,950
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 暮らしと防災・防犯

9施策 消防・救急体制の充実 詳細施策 災害対応力の充実と強化2

詳細施策 災害対応力の充実と強化2

消防の広域化による管轄区域の拡大や災害の複雑化・多様化、救急需要の大幅な増加などに対応するた

め、消防車両・装備などの計画的な整備や救急業務の高度化の推進、地域防災の要である消防団の連携な

どにより災害対応力の充実と強化を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

消火・救助業務に係る体制整備や職員
の能力向上等、消防防災・危機管理体
制の強化を図るほか、消防車両等の更
新整備を行い、多種多様な災害に対応
可能な体制を構築します。

R2～4事業費実施事業 消防・救助体制充実・強化事業

災害対応に備えた車両及び資機材などの更
新・整備

消防車両・装備等整備事業

9020101 警防計画課

広域消防事業特別会計

水防施設・資機材の整備・修繕 水防施設・資機材整備事業

9020102 警防計画課

一般会計

広域合同訓練の実施、緊急応援消防隊用資機
材の整備

広域応援体制強化事業

9020103 警防計画課

広域消防事業特別会計

399,538

事業内容 予算事業・所属

千円

救急救命士の計画的な養成と高規格救
急車や高度救命資器材の整備など、救
急業務の高度化を推進します。また、
応急手当の普及啓発を図るほか、救急
車の適正利用について啓発を行いま
す。

R2～4事業費実施事業 救急・救命体制充実・強化事業

救急車適正利用の啓発、民間救急事業者の活
用

救急需要増加対策事業

9020201 救急課

広域消防事業特別会計

高規格救急車の更新、高度救命処置用資機
材、消防隊用救急資機材の整備など

救急車両・資機材整備事業

9020202 救急課

広域消防事業特別会計

救急隊員・救急救命士の養成・教育研修 救急研修・教育事業

9020203 救急課

広域消防事業特別会計

医療機関との合同訓練・研修・連携強化 医療機関連携事業

9020204 救急課

広域消防事業特別会計

市民への救命講習の実施、AEDの設置促進 救命ネットワーク構築事業

9020205 救急課

広域消防事業特別会計

294,967

事業内容 予算事業・所属

千円

小田原市消防団の充実強化を図るとと
もに、管轄する２市５町の消防団と常
備消防との災害対応等に係る広域的連
携訓練や職員研修を実施します。

R2～4事業費実施事業 消防団運営管理事業

車両及び資機材の整備、施設の維持管理 消防団運営管理事業

9020301 小田原消防署消防課

一般会計

消防団広域連携研修、２市５町消防団会議な
ど

消防団広域連携事業

9020302 消防総務課

広域消防事業特別会計

210,397
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 暮らしと防災・防犯

9施策 消防・救急体制の充実 詳細施策 火災予防の推進3

詳細施策 火災予防の推進3

事業所での自主防火体制の確立や、一般家庭への防火対策の指導や広報を行うことにより、事業所や市民

と協調した火災予防意識の高揚を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

立入検査業務、違反処理体制を強化
し、出火の防止及び防火管理体制の確
立を目指します。また、火災原因調査
業務の精度をより向上させ、火災予防
広報の充実を図り、防火意識の更なる
普及、啓発を行います。

R2～4事業費実施事業 火災予防体制充実・強化事業

違反処理業務の強化、火災予防広報の充実、
予防要員の育成

火災予防推進事業

9030101 予防課

広域消防事業特別会計

研修会などの教育による調査能力の向上、資
機材整備

火災原因調査業務強化事業

9030102 予防課

広域消防事業特別会計

2,646
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 暮らしと防災・防犯

10施策 安全・安心の地域づくり 詳細施策 地域防犯活動の充実1

施策 安全・安心の地域づくり10

【基本方針】

多様な主体が連携し、地域の主体的な防犯活動や交通安全活動の充実を図ります。また、暮らしの相談体制の

充実により、市民のトラブルや悩みの解決を支援します。

詳細施策 地域防犯活動の充実1

防犯指導員、警察、行政などの連携により、地域の主体的な防犯活動の更なる充実を図ります。また、

ホームページやメールマガジンなどでの安全・安心に関する情報発信に努めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

地域における暗く危険な場所をなく
し、市民の安全を守るため、市のＬＥ
Ｄ防犯灯の新設及び維持管理を行うと
ともに、自治会が管理する防犯灯の維
持管理費を助成します。

R2～4事業費実施事業 防犯施設整備事業

ＬＥＤ防犯灯の新設及び維持管理、防犯灯ＥＳ
ＣＯ事業の実施

地域防犯灯整備事業

10010101 地域安全課

一般会計

自治会防犯灯の維持管理費補助 地域防犯灯維持管理費補助事
業

10010102 地域安全課

一般会計

210,279

事業内容 予算事業・所属

千円

市民の安全・安心な暮らしを守るた
め、地域と防犯指導員、警察、行政な
どが連携を図りながら地域密着型の防
犯対策を実施するとともに、地域住民
主体の防犯活動の普及を図ります。

R2～4事業費実施事業 地域防犯活動推進事業

小田原地方防犯協会及び防犯指導員協議会
小田原支部会の活動費補助、防犯カメラ整備
費補助

地域防犯力強化事業

10010201 地域安全課

一般会計

5,058

詳細施策 交通安全活動の充実2

交通事故の多い高齢者や自転車利用者、児童に重点を置いた交通教室や啓発事業を行います。また、自転

車利用者に対する放置防止の指導や啓発も行います。

事業内容 予算事業・所属

千円

交通キャンペーンや交通教室などを実
施することで、市民の交通安全意識や
交通マナーの向上を図ります。

R2～4事業費実施事業 交通安全運動推進事業

交通マナーの啓発、交通教室の開催、交通安
全対策協議会の活動費補助

交通安全運動推進事業

10020101 地域安全課

一般会計

37,251

事業内容 予算事業・所属

千円

駅周辺の放置自転車をなくし、歩行者
や車両の安全な通行を確保するととも
に、まちなかの良好な景観を維持しま
す。

R2～4事業費実施事業 自転車等放置対策事業

放置自転車などの移動、東町自転車等保管場
所での管理、自転車駐車場の維持管理（有料
化の検討など）

自転車等放置対策事業

10020201 地域安全課

一般会計

65,940
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 暮らしと防災・防犯

10施策 安全・安心の地域づくり 詳細施策 暮らしの相談の充実3

詳細施策 暮らしの相談の充実3

消費生活に関する契約のトラブルなどの相談に対して、相談者への助言や事業者とのあっせんなど、問題

解決のための支援を行います。また、消費者被害を未然に防止するため、情報提供や啓発活動を行いま

す。市民生活全般に関する相談に対して、専門窓口を案内するなどの助言を行います。

事業内容 予算事業・所属

千円

契約、解約、悪質商法などの消費生活
に関するトラブルの相談業務を実施す
るとともに、消費者自身が身を守り、
より良い選択ができるよう消費者啓発
や情報提供を行います。

R2～4事業費実施事業 消費生活相談・啓発事業

消費生活相談の受付・助言・あっせん 消費生活相談事業

10030101 地域安全課

一般会計

消費生活に係る講座開催や広報の実施、消費
者教育推進法に係る事業の実施

消費生活啓発事業

10030102 地域安全課

一般会計

44,982

事業内容 予算事業・所属

千円

一般及び特別相談により、市民が抱え
る日常生活上の諸問題の解決に向けた
支援を行います。

R2～4事業費実施事業 市民相談事業

市民相談の実施 市民相談事業

10030201 地域安全課

一般会計

29,982

詳細施策 空家問題の対策4

空家等対策計画を策定し、空家などの適正管理や利活用を促進することにより、地域住民の生活環境の保

全を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

今後、深刻化する空家問題の対策を推
進します。

R2～4事業費実施事業 空家等対策事業

空家等対策協議会の開催、空家等の適正管
理・利活用の促進、行政による改善指導

空家等対策事業

10040101 地域安全課

一般会計

2,112
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 子育て・教育

11施策 子育て環境の充実 詳細施策 子育て家庭への支援の充実1

施策 子育て環境の充実11

【基本方針】

妊娠から子育てにいたるさまざまな支援サービスを充実し、家庭や地域社会が共に支えあい、子どもたちが健や

かに成長できる環境づくりを進めます。

詳細施策 子育て家庭への支援の充実1

地域のなかで孤立しがちな親がお互いに支えあえるよう、子育て団体などと協働して、子育てコミュニ

ティの形成や子育てに関する情報提供の充実を図ります。また、ひとり親家庭などへの自立や就労の支

援、児童に関する相談体制の充実など、子育てに困難を抱えている家庭への支援を行います。

事業内容 予算事業・所属

千円

子育て団体などと協働し、子育てコ
ミュニティの形成や子育てに関する情
報提供の充実を図ります。また、ひと
り親家庭などへの自立や就労の支援な
ど、子育てに困難を抱えている家庭へ
の支援を行います。

R2～4事業費実施事業 地域子育て力向上事業

ファミリー・サポート・センターの管理運営 ファミリー・サポート・センター管
理運営事業

11010101 子育て政策課

一般会計

子育て支援フェスティバルの開催 子育て支援フェスティバル開催
事業

11010102 子育て政策課

一般会計

地域子育てひろばの運営 地域子育てひろば事業

11010103 子育て政策課

一般会計

児童遊園地の維持管理費･整備費などの補助 児童遊園地管理補助事業

11010104 子育て政策課

一般会計

29,331

事業内容 予算事業・所属

千円

子育てに関する情報提供や子育てに困
難を抱えている家庭への支援を行いま
す。

R2～4事業費実施事業 子育て家庭支援事業

子育てマップの作成・発行 子育てマップ発行事業

11010201 子育て政策課

一般会計

乳児家庭の全戸訪問 乳児家庭全戸訪問事業

11010202 健康づくり課

一般会計

支援を要する家庭への育児及び家事などの援
助、助言・指導

養育支援家庭訪問事業

11010203 子ども青少年支援課

一般会計

9,240

事業内容 予算事業・所属

千円

保護者の不安感を受け止め、適切な支
援に繋げるとともに、児童虐待の未然
防止と、発生時の早期対応に向け、関
係機関との一層の連携・協力のもと、
子どもの相談体制の充実を図ります。

R2～4事業費実施事業 こども相談支援体制充実事業

児童相談の実施、小田原市要保護児童対策地
域協議会の運営

児童相談事業

11010301 子ども青少年支援課

一般会計

34,314
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 子育て・教育

11施策 子育て環境の充実 詳細施策 子育て家庭への支援の充実1

事業内容 予算事業・所属

千円

ひとり親家庭などの生活を安定化し、
児童の健全育成を図るため、自立支
援、生活支援につながる事業を実施し
ます。

R2～4事業費実施事業 ひとり親家庭等支援事業

児童扶養手当の支給 児童扶養手当支給事業

11010401 子育て政策課

一般会計

支援を要するひとり親家庭への自立支援相談、
育児及び家事などの援助、教育訓練給付金な
どの支給

母子家庭等自立支援事業

11010402 子育て政策課

一般会計

2,184,096

事業内容 予算事業・所属

千円

子育て期の養育者を対象に、ＰＴＡな
どで実施される学習会のほか、幼稚園
や保育園、小中学校で行われる入園、
入学前説明会の機会に、専門家を講師
に招いた家庭教育講座や、子育て世代
の交流を生み出すような事業を開催し
ます。

R2～4事業費実施事業 家庭教育力向上事業

家庭教育学級などの開設 家庭教育学級事業

11010501 生涯学習課

一般会計

ＰＴＡ研究集会などの実施 PTA研修事業

11010502 生涯学習課

一般会計

2,178

事業内容 予算事業・所属

千円

家庭等における生活の安定に寄与する
とともに、次代の社会を担う児童の健
やかな成長に資することを目的として
児童を養育しているかたに手当を支給
します。

R2～4事業費実施事業 児童手当支給事業

児童手当の支給 児童手当支給事業

11010601 子育て政策課

一般会計

7,835,985

詳細施策 子育て支援拠点の充実2

子育て支援センターの適正な配置と機能の充実を図り、安心して子育てできる環境づくりを進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

子育て支援の拠点として、子育て支援
センターを運営し、参加者の交流の促
進、子育て関連情報の収集・提供及び
相談・支援等を行います。さらに、児
童プラザラッコを運営し、児童等の遊
び場を提供します。

R2～4事業費実施事業 子育て支援拠点充実事業

子育て支援センターの管理運営 子育て支援拠点管理運営事業

11020101 子育て政策課

一般会計

マロニエ児童プラザラッコの管理運営 児童プラザ管理運営事業

11020102 子育て政策課

一般会計

188,535
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 子育て・教育

11施策 子育て環境の充実 詳細施策 幼児期の教育・保育環境の整備3

詳細施策 幼児期の教育・保育環境の整備3

保育の受け皿の拡充に努めるなど、引き続き待機児童の解消を図る取組を進めます。また、多様なサービ

スの充実や施設整備などにより良好な教育・保育の環境づくりを進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

公立保育所の運営と、民間の幼稚園、
保育所、小規模保育事業等の運営に対
する補助等を行います。また、主とし
て保育に関する施設や事業の利用希望
に対し、相談業務を行うなどの利用者
支援事業を実施します。

R2～4事業費実施事業 教育・保育施設等運営事業

公立保育所の管理運営 公立保育所管理運営事業

11030101 保育課

一般会計

民間施設の運営費補助、施設型給付・地域型
給付・子どものための施設等利用給付の実施

民間施設等運営費補助事業

11030102 保育課

一般会計

保育コンシェルジュ事業、入所判定ＡＩ活用、保
育料算定及び徴収など

教育・保育関連事務

11030103 保育課

一般会計

民間保育所等の施設整備、小規模保育事業設
置促進など

教育・保育施設等整備事業

11030104 保育課

一般会計

16,393,892

事業内容 予算事業・所属

千円

乳児保育、障がい児保育、延長保育、
一時預かり保育、病児・病後児保育な
どを行う民間保育所などに助成すると
ともに、各事業の拡大や送迎保育ス
テーションの設置を検討します。ま
た、認可外保育所入所児童の処遇改善
などの支援を行うほか、企業主導型保
育事業の開設を支援します。

R2～4事業費実施事業 多様な保育サービス充実事業

乳児保育・障がい児保育、多様な保育への助
成など

多様な保育推進補助事業

11030201 保育課

一般会計

届出保育施設の事業費補助 認可外保育施設支援事業

11030202 保育課

一般会計

450,684

事業内容 予算事業・所属

千円

幼稚園・保育所、公立・民間の枠を越
えた全市的な視野から、就学前教育の
質の確保・向上について継続的な検討
を進めるととに、最適な環境を整備し
ます。

R2～4事業費実施事業 就学前教育・保育の提供体制推進事業

認定こども園化に向けたアドバイザー派遣、幼
保公民の意見交換会、共通カリキュラム作成、
園務支援システムの導入検討など

就学前教育・保育充実事業

11030302 保育課

一般会計

認定こども園の整備に係る取組 就学前教育・保育施設再編整備
事業

11030303 保育課

一般会計

1,216,216

詳細施策 母子保健・医療費助成の充実4

妊娠中から乳幼児期までの一貫した母子保健サービスを提供し、育児支援を行います。また、引き続き中

学校卒業までの医療費助成を行うなど、子どもを産み育てやすい環境づくりを進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

妊娠中や産後及び、乳幼児期の疾病の
予防、異常の早期発見のために、妊婦
健康診査、妊婦歯科健康診査、産婦健
康診査、乳幼児健康診査を実施しま
す。

R2～4事業費実施事業 母子健診事業

妊婦・産婦健康診査、妊婦歯科健康診査事業
の実施

妊婦・産婦健康診査事業

11040101 健康づくり課

一般会計

乳幼児健康診査の実施 乳幼児健康診査事業

11040102 健康づくり課

一般会計

419,820
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 子育て・教育

11施策 子育て環境の充実 詳細施策 母子保健・医療費助成の充実4

事業内容 予算事業・所属

千円

妊婦や産婦、乳幼児を持つ保護者など
に、育児相談や家庭訪問などを実施
し、妊娠や育児に関する情報を伝えま
す。

R2～4事業費実施事業 母子相談事業

育児相談の実施 育児相談事業

11040201 健康づくり課

一般会計

妊産婦・新生児・乳幼児世帯の訪問保健指導
の実施

母子訪問指導事業

11040202 健康づくり課

一般会計

妊娠届出の申請受付、母子健康手帳の交付及
び相談

子育て世代包括支援センター運
営事業

11040203 健康づくり課

一般会計

19,236

事業内容 予算事業・所属

千円

妊娠や出産に関する情報を伝えるため
の講座や教室を開催するとともに、電
子母子手帳アプリによる情報配信を行
います。

R2～4事業費実施事業 母子保健啓発事業

母子健康教育の実施、おだわらっこ手帳（電子
母子手帳 母子モ）による情報発信

母子健康教育事業

11040301 健康づくり課

一般会計

2,382

事業内容 予算事業・所属

千円

子育て世代の経済的負担を軽減し、子
どもの健全な育成支援と健康増進を図
るため、小児やひとり親家庭などの医
療費の自己負担額を助成します。

R2～4事業費実施事業 小児等医療費助成事業

小児医療費の助成（入通院ともに中3まで） 小児医療費助成事業

11040401 子育て政策課

一般会計

ひとり親家庭など医療費の助成 ひとり親家庭等医療費助成事業

11040402 子育て政策課

一般会計

未熟児養育医療費の助成 未熟児養育医療費助成事業

11040403 子育て政策課

一般会計

2,075,115

事業内容 予算事業・所属

千円

不妊症・不育症の治療を行った夫婦に
対しての治療費の一部を助成します。

R2～4事業費実施事業 不妊症・不育症治療費助成事業

不育症・不妊症治療費の助成 不妊症・不育症治療費助成事業

11040501 健康づくり課

一般会計

14,400
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 子育て・教育

11施策 子育て環境の充実 詳細施策 発達に課題のある子どもへの支援5

詳細施策 発達に課題のある子どもへの支援5

障がいや発達に課題のある子どもへの専門的なケアと連携した療育を充実します。また、児童発達支援や

放課後等デイサービスなどの障害児通所給付費などを給付します。

事業内容 予算事業・所属

千円

日常生活に必要な基本的動作の指導、
集団生活への適応訓練など、障がいを
持つ子どもと家庭及び保育施設等を支
援します。また、乳幼児期から学齢
期、青壮年期に至るまで、発達支援を
軸に、各ライフステージにおける相
談・支援機能を集約し、切れ目のない
総合的なサービスを提供します。障害
児通所給付費等を給付するとともに、
医療的ケアを要する障がい児への支援
の充実を図ります。

R2～4事業費実施事業 障がいを持つ子どもと家庭への支援事業

市障害児通園施設「つくしんぼ教室」の運営、
おだわら子ども若者教育支援センターへの増
設

市障害児通園施設「つくしんぼ
教室」運営事業

11050101 子ども青少年支援課

一般会計

障害児通所給付費等の給付、障がい児医療的
ケア提供体制整備事業等の実施

障がい児通所支援事業

11050102 障がい福祉課

一般会計

保育所等への訪問支援の実施 保育所等訪問支援事業

11050103 子ども青少年支援課

一般会計

おだわら子ども若者教育支援センターの運営 おだわら子ども若者教育支援セ
ンター運営事業

11050104 子ども青少年支援課

一般会計

2,460,459

事業内容 予算事業・所属

千円

臨床心理士や保健師等が保育所などを
訪問し、発達障がいが疑われる園児の
指導方法などを保育士に助言します。
また、支援の充実や関係機関との連携
強化に向けた検討を行います。

R2～4事業費実施事業 早期発達支援事業

臨床心理士・保健師による訪問相談の実施な
ど

早期発達支援事業

11050201 子ども青少年支援課

一般会計

8,364
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 子育て・教育

12施策 青少年育成の推進 詳細施策 スクールコミュニティの形成1

施策 青少年育成の推進12

【基本方針】

地域が一体となって青少年育成活動の充実やそれを支える人づくりに取り組み、健やかでたくましい青少年を育

てていきます。

詳細施策 スクールコミュニティの形成1

地域で子どもたちが安心して集い活動できる居場所をはじめ、放課後児童クラブや放課後子ども教室な

ど、家庭、学校、地域、行政が連携し、子どもたちの豊かな育ちの空間を形成し地域ぐるみで成長を支え

ます。

事業内容 予算事業・所属

千円

地域の担い手である青少年育成団体が
実施する啓発・指導者育成・体験活動
などの活動費の補助や、事務局への支
援協力を行い、地域活動の活発化を促
進します。

R2～4事業費実施事業 青少年団体育成事業

子ども会の活動費補助、青少年交流事業の実
施など

子ども会支援事業

12010101 青少年課

一般会計

地区健全育成組織の活動費補助 地区健全育成組織支援事業

12010102 青少年課

一般会計

青少年育成推進員の設置、青少年育成推進員
協議会の活動費補助

青少年育成推進員支援・活用事
業

12010103 青少年課

一般会計

20,133

事業内容 予算事業・所属

千円

行政だけでなく家庭、学校、地域がそ
れぞれ果たすべき役割を担い、連携す
ることで放課後の児童に安全・安心な
居場所を提供します。

R2～4事業費実施事業 子どもの居場所づくり推進事業

地域の見守り拠点の設置・運営支援 地域の見守り拠点づくり事業

12010201 青少年課

一般会計

地域の子ども活動情報の発信支援 情報発信支援事業

12010202 青少年課

一般会計

放課後児童クラブの運営 放課後児童健全育成事業

12010203 教育総務課

一般会計

放課後子ども教室の運営 放課後子ども教室推進事業

12010204 教育総務課

一般会計

プレイパークの開催 プレイパーク事業

12010205 青少年課

一般会計

1,094,825

事業内容 予算事業・所属

千円

青少年に影響を与える有害図書の回収
や薬物の撲滅キャンペーン、非行を未
然に防止するための街頭指導活動など
を関係団体と連携しながら実施しま
す。

R2～4事業費実施事業 青少年環境浄化推進事業

有害図書の回収、薬物の撲滅キャンペーンな
どの実施

青少年環境浄化推進事業

12010301 青少年課

一般会計

青少年専任補導員の設置、夜間街頭指導など
の実施

街頭指導活動事業

12010302 青少年課

一般会計

6,168
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 子育て・教育

12施策 青少年育成の推進 詳細施策 スクールコミュニティの形成1

事業内容 予算事業・所属

千円

青少年問題協議会や成人式、青少年と
育成者のつどいを開催するなど、青少
年健全育成の連携及び強化を図りま
す。

R2～4事業費実施事業 青少年健全育成支援事業

青少年と育成者のつどいの開催、青少年善行
賞等表彰事業の実施

青少年と育成者のつどい開催事
業

12010401 青少年課

一般会計

成人式の開催 成人のつどい開催事業

12010402 青少年課

一般会計

5,442

詳細施策 青少年育成指導者層の形成2

地域の担い手でもある青少年リーダーや指導者を養成するとともに、成長した子どもが担い手となる循環

を支援します。また、青少年育成団体の活動を支援します。

事業内容 予算事業・所属

千円

段階的、実績的な指導者育成研修を実
施し、地域での青少年育成に関する担
い手を育てます。

R2～4事業費実施事業 青少年指導者育成事業

指導者養成研修の実施、学校などが行う体験
学習への指導者派遣

指導者養成研修・派遣事業

12020101 青少年課

一般会計

ジュニア・シニアリーダーなどの青少年リーダー
の育成

青少年リーダー育成事業

12020102 青少年課

一般会計

5,316

詳細施策 体験・交流学習の充実3

豊かな自然をはじめとしたさまざまな地域資源を活用しながら、学校や地域が連携した体験・交流学習の

機会を提供します。

事業内容 予算事業・所属

千円

小田原の持つ豊かな自然や資産、なり
わいなどを活用し、異なる世代が参加
し、交流しながらさまざまな体験学習
を実施します。

R2～4事業費実施事業 体験・交流学習事業

地域や世代を超えた体験学習などの実施 体験学習事業

12030101 青少年課

一般会計

8,706

詳細施策 若者の自立支援の充実4

不登校や引きこもり、ニート、非行など社会生活を円滑に営むうえで困難を抱える若者が自立できるよ

う、きめ細かな相談・指導体制の充実を図るなど、関係機関と連携したさまざまな支援を行います。

事業内容 予算事業・所属

千円

青少年や保護者などの相談に、専門の
相談員が助言や指導を行うとともに、
関係機関と連携、協力しながら問題の
早期解決を図ります。

R2～4事業費実施事業 相談及び自立支援充実事業

専門相談員による相談・助言・指導などの実施 相談及び自立支援充実事業

12040101 子ども青少年支援課

一般会計

20,253
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 子育て・教育

13施策 学校教育の充実 詳細施策 社会を生き抜く力を育む教育活動の推進1

施策 学校教育の充実13

【基本方針】

生きる土台としての「確かな学力」、さまざまな人との関わりや体験活動などを通して得られる「豊かな心」、生涯を

通して運動やスポーツに親しむことができる「健やかな体」の育成に努めます。

詳細施策 社会を生き抜く力を育む教育活動の推進1

主体的・対話的で深い学びの充実により確かな学力を身につけるとともに、自ら考え判断し、表現する力

を育みます。また、いのちを尊重し、思いやる心や感動する心など、豊かな人間性を育むとともに、健康

づくりや体力づくりを進め、たくましく社会を生き抜く力を育む教育活動を推進します。

事業内容 予算事業・所属

千円

学ぶ意欲や思考力・判断力・表現力の
向上、知識の理解や技能の習得など、
確かな学力を確実に高めていくための
取組を推進します。

R2～4事業費実施事業 確かな学力向上事業

少人数指導スタッフ・中学校教科非常勤講師の
配置

学力向上支援事業

13010101 教育指導課

一般会計

ＡＬＴ（外国語指導助手）・英語専科非常勤講
師の配置

外国語教育推進事業

13010102 教育指導課

一般会計

学校司書の配置 読書活動推進事業

13010103 教育指導課

一般会計

ICT教育環境の整備・運用 ICT教育推進事業

13010104 学校安全課

一般会計

855,295

事業内容 予算事業・所属

千円

児童・生徒に豊かな心や人間性を育成
するための教育活動を推進します。

R2～4事業費実施事業 豊かな心の育成事業

人権移動教室の実施、人権教育研修会の実施 人権教育事業

13010201 教育指導課

一般会計

おだわらっ子ドリームシアターの開催 情操教育充実事業

13010202 教育指導課

一般会計

4,338

事業内容 予算事業・所属

千円

体育的行事の実施や指導員及びアス
リートの派遣、中学校部活動の活性化
に向けた支援を行い、児童・生徒の健
康・体力づくりを推進します。

R2～4事業費実施事業 健康・体力づくり推進事業

体力運動能力向上指導員及び著名なアスリー
トの派遣など

体力・運動能力向上事業

13010301 教育指導課

一般会計

部活動指導員の配置、中体連の運営や各種大
会参加に対する補助

部活動活性化事業

13010302 教育指導課

一般会計

21,509
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 子育て・教育

13施策 学校教育の充実 詳細施策 社会を生き抜く力を育む教育活動の推進1

事業内容 予算事業・所属

千円

子どもたちの健やかな成長のために、
学校での検査・検診を充実させるとと
もに、社会変化に対応した保健指導や
研修を行います。また、安全に学校生
活が送れるよう事故防止対策などに取
り組みます。

R2～4事業費実施事業 学校保健充実事業

学校での検査・健診及び保健指導の充実 健康診断事業

13010401 学校安全課

一般会計

年齢に応じた性教育の実施、喫煙・飲酒・薬物
乱用による身体へのなどについての保健指導
の実施

保健教育事業

13010402 学校安全課

一般会計

学校災害見舞金の支給など 学校災害給付事業

13010403 学校安全課

一般会計

316,854

事業内容 予算事業・所属

千円

さまざまな教育課題に対応するため、
教職員一人一人の指導力向上を図りま
す。

R2～4事業費実施事業 教職員指導力向上事業

学習指導法や教育課題などの共同研究の実施 共同研究事業

13010501 教育指導課

一般会計

384

詳細施策 小田原の地ならではの教育の推進2

人や地域が持つ多様性を認め、伸ばし、生かしていくことを大切にし、豊かな歴史・文化・自然に恵まれ

た小田原の資源を教育に生かし、小田原の地ならではの教育を推進します。

事業内容 予算事業・所属

千円

郷土の偉人、自然、歴史、文化などを
学ぶことを通じて、郷土を愛し大切に
する気持ちを持つとともに、小田原に
誇りを持つ子どもの育成を目指しま
す。

R2～4事業費実施事業 郷土学習推進事業

全小学校における二宮尊徳学習の実施 二宮尊徳学習事業

13020101 教育指導課

一般会計

各種副読本の編集及び配布 郷土学習推進事業

13020102 教育指導課

一般会計

7,896

事業内容 予算事業・所属

千円

安心安全な学校給食の提供に努めま
す。学校給食において、地場産品の使
用量の向上に努めます。給食費の公会
計化を図ります。直営で実施している
学校給食調理業務の委託化を図りま
す。

R2～4事業費実施事業 学校給食事業

給食提供のための施設等の管理、学校給食に
おける地産地消の推進、給食費の公会計化、
調理業務新規委託化に向けた取組

学校給食事業

13020201 学校安全課

一般会計

学校給食センターの整備 学校給食センター整備事業

13020202 学校安全課

一般会計

3,742,472
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 子育て・教育

13施策 学校教育の充実 詳細施策 地域とともにある学校づくりの推進3

詳細施策 地域とともにある学校づくりの推進3

学校・家庭・地域が抱える課題を地域ぐるみで解決し、質の高い学校教育を実現するため、コミュニ

ティ・スクールによる学校運営を拡大します。

事業内容 予算事業・所属

千円

子どもの学びと育ちを地域ぐるみで支
える学校づくりを推進します。

R2～4事業費実施事業 地域一体教育推進事業

特色ある学校づくりの推進 特色ある学校づくり推進事業

13030101 教育指導課

一般会計

学校支援地域本部事業の運営 学校支援地域本部事業

13030102 教育指導課

一般会計

学校運営協議会の設置・運営 学校運営協議会推進事業

13030103 教育指導課

一般会計

49,124

事業内容 予算事業・所属

千円

児童・生徒が自分自身の命を守るとと
もに、地域防災の担い手となる防災教
育を、発達の段階に応じて、地域と連
携しながら推進します。

R2～4事業費実施事業 いのちを守る教育推進事業

地域と連携した防災教育の取組 防災教育事業

13030201 教育指導課

一般会計

1,143

詳細施策 きめ細かな教育体制の強化4

人それぞれがもつ個性や多様性を認め、インクルーシブ教育の実現を目指し、児童生徒それぞれの教育

ニーズに対応し、自立と社会参加を見据えながら、最適な指導を行うための多様で柔軟な仕組みづくりを

進めます。また、幼稚園、保育所、小学校、中学校の一層の連携を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

教育上配慮を要する子どもの一人ひと
りに対して、それぞれの教育ニーズに
応じた適切な支援教育を行います。ま
た、適切な指導・支援が可能な体制を
整備し、全ての児童・生徒ができるだ
け同じ場で学ぶ環境づくりを推進しま
す。

R2～4事業費実施事業 支援教育推進事業

特別支援学級の整備、個別支援員・個別指導
員の配置など

支援教育事業

13040101 教育指導課

一般会計

就学相談の実施、通級指導教室の運営 特別支援相談・通級指導教室充
実事業

13040102 教育指導課

一般会計

外国につながる児童・生徒などへの日本語指
導の実施

日本語指導協力者派遣事業

13040103 教育指導課

一般会計

617,132

事業内容 予算事業・所属

千円

教育相談指導学級の運営や不登校生徒
訪問相談員の配置により、不登校児童
生徒の学校復帰を支援します。また、
校内支援室に指導員を配置し、学校に
おける登校支援体制の充実を図りま
す。

R2～4事業費実施事業 登校支援事業

教育相談指導学級の運営、不登校生徒訪問相
談員及び校内支援室指導員の配置

登校支援事業

13040201 教育指導課

一般会計

113,244
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 子育て・教育

13施策 学校教育の充実 詳細施策 きめ細かな教育体制の強化4

事業内容 予算事業・所属

千円

生徒が落ち着いた学校生活を送ること
ができるよう、生徒指導員を配置する
など生徒指導の充実を図るとともに、
いじめ問題への適切な対応を図るた
め、いじめ防止対策調査会及びいじめ
問題対策連絡会を開催します。

R2～4事業費実施事業 児童生徒指導充実事業

いじめ防止対策調査会及びいじめ問題対策連
絡会の開催、いじめ予防教室の開催

いじめ防止対策推進事業

13040301 教育指導課

一般会計

生徒指導員の配置 生徒指導員派遣事業

13040302 教育指導課

一般会計

61,266

事業内容 予算事業・所属

千円

さまざまな問題を抱える子どもや保護
者を対象とした教育相談を行います。
また、専門的な機関との緊密な連携に
より、組織的な教育相談を進めます。

R2～4事業費実施事業 教育相談等充実事業

教育相談の実施 教育相談事業

13040401 教育指導課

一般会計

45,402

事業内容 予算事業・所属

千円

就学援助費、奨学金の支給などによ
り、就学等にかかる保護者の負担軽減
を図ります。

R2～4事業費実施事業 就学支援事業

小学校児童の学用品費・学校給食費・通学費
などの援助

小学校児童就学支援事業

13040501 教育指導課

一般会計

中学校生徒の学用品費・学校給食費・通学費
などの援助

中学校生徒就学支援事業

13040502 教育指導課

一般会計

高等学校等奨学金の支給 高等学校等奨学金事業

13040503 教育指導課

一般会計

678,312

事業内容 予算事業・所属

千円

子育て支援の一環として、公立幼稚園
のあり方について検討します。また、
私立幼稚園の教育環境を充実させる支
援を行います。

R2～4事業費実施事業 幼稚園教育推進事業

介助教諭等の配置、職員研修の実施、延長保
育の実施

公立幼稚園教育推進事業

13040601 教育指導課

一般会計

私立幼稚園児の内科歯科検診補助 私立幼稚園教育支援事業

13040602 保育課

一般会計

112,959

事業内容 予算事業・所属

千円

教職員が児童生徒の指導や教材研究
等、さらには、地域とともにある学校
づくりに注力できるよう、教職員の負
担軽減を図ります。

R2～4事業費実施事業 スクール・サポート・スタッフ配置事業

スクール・サポート・スタッフの配置 スクール・サポート・スタッフ配置
事業

13040701 教育指導課

一般会計

34,719
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まちづくりの目標 いのちを大切にする小田原 政策分野 子育て・教育

13施策 学校教育の充実 詳細施策 安全・安心で快適な教育環境の整備5

詳細施策 安全・安心で快適な教育環境の整備5

誰もが安全・安心で快適な環境の中で学ぶことができるよう、給食施設を含む学校施設の長寿命化を図る

とともに、老朽化や新たな教育ニーズへの対応が求められる施設の整備と充実に努めます。また、校庭・

園庭の芝生化についても引き続き取り組みます。

事業内容 予算事業・所属

千円

学校施設の維持・管理及び計画的工事
などの整備を行います。

R2～4事業費実施事業 学校施設整備事業

小学校施設の維持・管理、プール再編の検討
など

学校施設維持・管理事業（小学
校）

13050101 学校安全課

一般会計

中学校施設の維持・管理、プール再編の検討
など

学校施設維持・管理事業（中学
校）

13050102 学校安全課

一般会計

幼稚園施設の維持・管理など 施設維持・管理事業（幼稚園）

13050103 学校安全課

一般会計

教育ネットワークシステムの運用など 教育ネットワーク整備事業

13050104 学校安全課

一般会計

校庭園庭の芝生化の推進及び維持管理 校庭・園庭芝生管理事業

13050105 学校安全課

一般会計

給食調理施設・設備の改修備品の購入など 給食調理施設・設備整備事業

13050106 学校安全課

一般会計

4,606,843

事業内容 予算事業・所属

千円

学校の教材、図書、保健、給食関係消
耗品や学校用備品等の整備を図りま
す。

R2～4事業費実施事業 教材・教具整備事業

小学校教材などの整備・管理 学校教材整備・管理事業（小学
校）

13050201 教育総務課

一般会計

中学校教材などの整備・管理 学校教材整備・管理事業（中学
校）

13050202 教育総務課

一般会計

幼稚園教材などの整備・管理 教材等整備・管理事業（幼稚園）

13050203 教育総務課

一般会計

498,747
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 地域経済

14施策 産業振興と就労環境の整備 詳細施策 働きやすい環境づくり1

施策 産業振興と就労環境の整備14

【基本方針】

産業の活性化に向けた支援を行うとともに、働きやすい環境づくりを進めます。

詳細施策 働きやすい環境づくり1

労働関係機関と連携し、若年求職者と市内企業のマッチングなど、働く意欲のある人の雇用機会の拡大を

図ります。また、勤労者にとって働きやすい環境づくりを図るとともに、勤労者の生活の安定と向上を支

援します。

事業内容 予算事業・所属

千円

勤労者への生活資金の貸し付けや労働
団体への助成を行うとともに、労働問
題講演会の開催などにより勤労者の働
きやすい環境づくりを支援します。

R2～4事業費実施事業 勤労者支援事業

労働問題講演会、地域政労使フォーラムの開
催

労働教育事業

14010101 産業政策課

一般会計

市内労働団体育成のための補助、労働行政懇
談会の開催

労働団体支援事業

14010102 産業政策課

一般会計

小田原市勤労者サービスセンターの運営費補
助、働く市民の広場の運営・維持管理

勤労者福利厚生活動支援事業

14010104 産業政策課

一般会計

勤労者生活資金の預託 勤労者融資等支援事業

14010105 産業政策課

一般会計

382,466

事業内容 予算事業・所属

千円

地域に密着した就職情報を提供すると
ともに、若年者の早期離職防止と雇用
マッチングを促進するため、学生と企
業の交流を図るキャリア教育事業など
により、求職者の就労を支援します。

R2～4事業費実施事業 就労支援事業

官民連携による就職情報の提供 就職情報提供事業

14010201 産業政策課

一般会計

ジョブスタディなどの開催 若年者雇用支援事業

14010202 産業政策課

一般会計

1,134
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 地域経済

14施策 産業振興と就労環境の整備 詳細施策 中小企業の経営支援2

詳細施策 中小企業の経営支援2

関係機関との連携のもと、中小企業への融資制度など経営支援の充実を図り、経営環境の変化に対応した

事業展開を支援します。

事業内容 予算事業・所属

千円

中小企業が経営環境の変化に対応でき
るよう融資制度を充実させるととも
に、商工会議所などへの活動費補助を
通じた中小企業振興を図ります。

R2～4事業費実施事業 中小企業振興事業

中小企業に対する経営支援 中小企業経営支援事業

14020101 産業政策課

一般会計

中小企業融資などの預託・信用保証料補助 中小企業融資等支援事業

14020102 産業政策課

一般会計

企業振興資金融資の預託・利子補給 企業振興資金融資事業

14020103 産業政策課

一般会計

小田原箱根商工会議所への補助 小田原箱根商工会議所運営補
助事業

14020104 産業政策課

一般会計

小田原市橘商工会への補助 市橘商工会運営補助事業

14020105 産業政策課

一般会計

住宅リフォーム支援事業の実施 地域経済循環型住宅リフォーム
支援事業

14020106 産業政策課

一般会計

802,044

詳細施策 起業家の支援3

産業関連団体と連携し、起業に意欲的な人材の育成や発掘を進めるとともに、地域密着性の高い起業家や

新分野への事業進出などを支援します。

事業内容 予算事業・所属

千円

関係機関と連携しながら、「起業ス
クール」や起業相談を実施し、地域産
業の新たな担い手となる人材育成を推
進します。

R2～4事業費実施事業 起業家支援事業

起業スクール、起業相談の実施 起業家支援事業

14030101 産業政策課

一般会計

10,500
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 地域経済

14施策 産業振興と就労環境の整備 詳細施策 多様な企業誘致と操業支援4

詳細施策 多様な企業誘致と操業支援4

豊かな自然環境や市場への近接性、都心へのアクセス、既存企業の技術力など小田原の強みを発信し、新

たな価値を創出する産業の集積を図ります。また、情報交換やニーズ把握、協力体制の構築など、既存企

業と多様な主体との連携を強化し、質の高い産業基盤を整備することで操業環境の安定化を支援します。

工場跡地については、都市計画マスタープランなどの関連計画に基づく土地利用方針に沿った利活用が図

られるよう支援します。

事業内容 予算事業・所属

千円

本市の魅力・強みの発信に努めるとと
もに、補助等を通じて新たな企業の立
地を促進します。また、企業市民まち
づくり協議会の開催や拡大再投資への
支援等を通じ、既存企業との連携を強
化し、流出防止を図ります。

R2～4事業費実施事業 企業誘致促進事業

企業等立地促進事業費の補助、企業誘致促進
融資への利子補給、工業適地への企業誘致、
拡大再投資の支援

企業誘致促進事業

14040101 産業政策課

一般会計

企業市民まちづくり協議会の開催、民間企業へ
の訪問、企業へのワンストップサービスの提供

市内企業交流事業

14040102 産業政策課

一般会計

944,086
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 地域経済

15施策 小田原ならではのものづくりの振興 詳細施策 伝統的な地場産業の支援と育成1

施策 小田原ならではのものづくりの振興15

【基本方針】

伝統的な地場産業の匠の技を継承していくとともに、優れたものづくり技術の情報発信や農商工連携によるブラン

ド化の推進などを通じて、小田原固有のものづくりの付加価値を高めていきます。

詳細施策 伝統的な地場産業の支援と育成1

伝統的な地場産業に関するものづくり技術の活用・継承の取組や新たな担い手の確保・育成を支援しま

す。また、大都市圏での物産展や見本市を効果的に活用して需要の拡大を目指します。

事業内容 予算事業・所属

千円

伝統的な地場産業に関するものづくり
技術の活用・継承の取組や新たな担い
手の確保・育成を支援します。また、
大都市圏での物産展や見本市を効果的
に活用して需要の拡大を目指します。

R2～4事業費実施事業 ものづくり基盤整備事業

神奈川県工芸産業振興協会・地場産業振興協
議会などへの補助

地場産業団体活動支援事業

15010101 産業政策課

一般会計

伝統的工芸品産業産地振興事業の補助、伝統
的工芸品産業振興協会への負担金

伝統的工芸品産業産地組合助
成事業

15010102 産業政策課

一般会計

産業発展功労者表彰事業 産業発展功労者表彰事業

15010103 産業政策課

一般会計

5,607

詳細施策 高技術・高品質のものづくりのPR促進2

小田原の優れたものづくり技術や高品質の商品を、さまざまな機会や媒体を通じて内外に広く紹介しま

す。また、交流や連携の場づくりを通して、事業分野や取引先の拡大、あるいは新たなコラボレーション

を創発します。

事業内容 予算事業・所属

千円

小田原の優れたものづくり技術や高品
質の商品を、さまざまな機会や媒体を
通じて内外に広く紹介します。また、
交流や連携の場づくりを通して、事業
分野や取引先の拡大、あるいは新たな
コラボレーションを創発します。

R2～4事業費実施事業 技術力ＰＲ・マーケティング強化促進事業

地域産業振興事業への補助 地場産業ＰＲ支援事業

15020101 産業政策課

一般会計

展示会・見本市出展への補助 各種展示会・見本市出展補助事
業（販路開拓事業）

15020102 産業政策課

一般会計

13,660
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 地域経済

15施策 小田原ならではのものづくりの振興 詳細施策 新たなブランドの育成3

詳細施策 新たなブランドの育成3

農商工連携などの異業種間の交流を推進し、小田原の持つ自然、歴史、文化から生み出される工芸品や加

工品、農林水産品などを包括したブランドとしてPRすることでブランド力の向上を目指します。

事業内容 予算事業・所属

千円

農商工連携などの異業種間の交流を推
進し、小田原の持つ自然、歴史、文化
から生み出される工芸品や加工品、農
林水産品などを包括したブランドとし
てＰＲすることでブランド力の向上を
目指します。

R2～4事業費実施事業 小田原ブランド創造事業

小田原セレクション事業及び小田原ブランド魅
力ＰＲ事業の実施

小田原ブランド推進事業

15030101 産業政策課

一般会計

展示・体験教室の開催 ものづくり・デザイン交流促進事
業

15030102 産業政策課

一般会計

2,385
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 地域経済

16施策 商業の振興 詳細施策 暮らしを支える商店街の再生1

施策 商業の振興16

【基本方針】

消費者ニーズに柔軟に対応する力をさまざまな主体が共に育み、交流やにぎわい創出の取組を通じて、暮らしを

支える商業の再生を支援していきます。

詳細施策 暮らしを支える商店街の再生1

超高齢社会の進展を見据え、地域コミュニティ機能を強化するなど商店街活性化に向けた特色ある主体的

な取組の支援や、商店会の組織力・企画力強化への支援など、徒歩生活圏での暮らしを支える商店街づく

りを進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

超高齢社会の進展を見据え、地域コ
ミュニティ機能を強化するなど商店街
活性化に向けた特色ある主体的な取り
組みの支援や、商店会の組織力・企画
力強化への支援など、徒歩生活圏での
暮らしを支える商店街づくりを進めま
す。

R2～4事業費実施事業 商店街等支援事業

商店街連合会への補助 市商店街連合会補助事業

16010101 商業振興課

一般会計

活気ある商店街づくり補助、持続可能な商店街
づくり補助、街路灯など電気料補助

商店街団体等補助事業

16010102 商業振興課

一般会計

商店街へのアドバイザー派遣 商店街活性化アドバイザー派遣
事業

16010103 商業振興課

一般会計

102,036

詳細施策 農林水産業と連動した商業振興2

地場農産物や水産品などの取り扱いを推奨し、消費者と地元商業とのつながりづくりを進めます。また、

商業者や生産者が連携した取組を支援するなど、地場産品の流通促進や販路拡大を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

地場農産物や水産品などの取り扱いを
推奨し、消費者と地元商業とのつなが
りづくりを進めます。また、商業者や
生産者が連携した取り組みを支援する
など、地場産品の流通促進や販路拡大
を進めます。

R2～4事業費実施事業 食による商業活性化支援事業

小田原どん、おだわらスイーツプレミアムの提
供・販売

食による商店街活性化事業

16020101 商業振興課

一般会計

0

詳細施策 中心市街地のにぎわいづくり3

歴史、文化、なりわいなどの地域資源の魅力を最大限活用し、まちなかの回遊を促進します。また、小田

原地下街「ハルネ小田原」の回遊の拠点としての機能を強化するとともに、商業機能としての価値を高

め、交流とにぎわいの創出に取り組みます。

事業内容 予算事業・所属

千円

地域資源の魅力を発信する小田原地下
街「ハルネ小田原」を回遊の拠点とし
ての機能を強化するとともに、商業機
能としての価値を高め、交流とにぎわ
いの創出に取り組みます。

R2～4事業費実施事業 小田原地下街管理運営事業

小田原地下街「ハルネ小田原」の管理及び運
営

小田原地下街管理運営事業

16030101 商業振興課

地下街事業特別会計

一般会計から地下街事業特別会計への繰り出
し

※地下街事業特別会計への繰
り出し

16030103 商業振興課

一般会計

1,960,187
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 地域経済

16施策 商業の振興 詳細施策 まちづくりと連動した商業振興4

詳細施策 まちづくりと連動した商業振興4

民間再開発などの機を捉え、まちづくりの担い手となる民間事業者と連携するとともに、豊富なノウハウ

を取り入れ、観光客や市民が行き交う魅力的なまちづくりに取り組みます。また、小田原らしい、回遊性

の高い、魅力的な中心市街地を形成し、活気あふれる商業空間づくりを支援します。

事業内容 予算事業・所属

千円

まちづくりの担い手となる民間事業者
と連携しながら、観光客や市民が行き
交う魅力的なまちづくりに取り組みま
す。また、小田原らしい、回遊性の高
い、活気あふれる商業空間づくりを支
援し、中心市街地の活性化を図りま
す。

R2～4事業費実施事業 中心市街地商業振興事業

空き店舗実態調査、空き店舗利活用支援事業 中心市街地活性化推進事業

16040101 商業振興課

一般会計

街かど博物館ツアー、新規博物館の認定、ファ
ンクラブへの情報発信など

街かど博物館整備事業

16040102 商業振興課

一般会計

なりわい交流館の管理・運営 なりわい交流館管理運営事業

16040103 商業振興課

一般会計

40,221
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 地域経済

17施策 観光まちづくりの推進 詳細施策 観光推進体制の強化1

施策 観光まちづくりの推進17

【基本方針】

小田原市観光戦略ビジョンに基づき、小田原を観光で訪れる人々にとって魅力があり、市民が誇りを持てる地域

資源を生かした観光まちづくりを進めます。

詳細施策 観光推進体制の強化1

地域が一体となり、さまざまな取組を総合的に進めていくため、観光関連団体や市民団体、民間事業者、

観光協会、行政など多様な主体が連携・協力し、観光地としての施策づくりや情報発信をはじめ、広域的

連携を含めた観光推進体制の強化を図り、総合的な観点からの観光まちづくりを進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

地域DMO機能を運営する（一社）小
田原市観光協会を支援するとともに、
地域集客サービス統括会社（DMC）
とも連携を図りながら、本市の観光振
興の推進体制の強化を図り、地域経済
活性化を目指します。

R2～4事業費実施事業 観光協会支援事業

（一社）小田原市観光協会（ＤＭＯ）に対する負
担金・補助金の支出

観光協会支援事業

17010101 観光課

一般会計

396,162

詳細施策 観光インフラ・コンテンツの充実2

多くの来訪者を迎え入れるため、小田原城や北条五代、邸園文化、水産加工品、木製品といった、小田原

が持つ歴史・文化・なりわいなどの資源を最大限に活用するとともに、回遊促進につながる各種インフラ

を整備し、来訪客を惹きつけるような小田原ならではの楽しみ方を提案します。

事業内容 予算事業・所属

千円

県内外の広い圏域で設置された各種協
議会の事業を通じて、本市の魅力を積
極的に情報発信し、観光交流の拡大を
図ります。

R2～4事業費実施事業 広域観光推進事業

各種協議会活動を通じた観光振興 広域連携観光推進事業

17020101 観光課

一般会計

箱根ジオパーク推進協議会の運営 箱根ジオパーク構想連携推進
事業

17020102 企画政策課

一般会計

8,577

事業内容 予算事業・所属

千円

施設説明板や観光案内サインを整備す
るとともに、観光案内所における観光
案内、レンタサイクルや回遊バスの運
行、「街かどお休み処」や「街かど観
光案内所」等を通して、観光客の利便
性・回遊性を高めます。

R2～4事業費実施事業 観光客回遊性向上事業

観光施設説明板などの整備、街かどお休み処
の運営、駅からガイド事業の活動費補助

観光もてなし推進事業

17020201 観光課

一般会計

小田原駅観光案内所、早川臨時観光案内所、
（仮称）観光交流センター運営に関する業務委
託（指定管理）

観光案内所運営事業

17020202 観光課

一般会計

レンタサイクル“ぐるりん小田原”事業に対する
運営費補助、観光回遊バス運行に関する負担
金及び業務委託

二次交通拡充事業

17020203 観光課

一般会計

368,626
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 地域経済

17施策 観光まちづくりの推進 詳細施策 観光インフラ・コンテンツの充実2

事業内容 予算事業・所属

千円

広く小田原の魅力をPRするために、
さまざまな媒体を通して積極的な情報
発信を行うとともに、北条五代・風魔
忍者など本市が有する歴史・文化コン
テンツを有効活用した取組みを進めま
す。

R2～4事業費実施事業 観光情報発信事業

観光パンフレットの製作、交通事業者などとのタ
イアップ事業、歴史・文化コンテンツを活用した
事業の展開

観光PR事業

17020301 観光課

一般会計

15,378

事業内容 予算事業・所属

千円

「御幸の浜」「江之浦」の２つの海水
浴場について、監視業務や清掃業務、
必要設備の設置等の業務を行います。

R2～4事業費実施事業 海水浴場管理運営事業

海水浴場の管理・運営に関する業務委託 海水浴場管理運営事業

17020401 観光課

一般会計

28,923

詳細施策 まち歩き観光の推進3

市内各所に点在する観光資源をつなぎ、普段、何気ない日常の中で小田原ならではの魅力を再発見できる

ような観光まちづくりを進めるため、「まち歩き観光」を推進します。小田原が「観光地」であることを

市民が再認識し、小田原の良さを見直すきっかけづくりや情報発信に取り組みます。

事業内容 予算事業・所属

千円

さまざまな観光資源を線でつなげる
ウォーキングコースの整備やパンフ
レットの作成・配布を行い、まち歩き
観光の快適性を高めるとともに、まち
歩きアプリケーションの運用や民間団
体との連携により観光客の回遊性・滞
留性の向上を図ります。

R2～4事業費実施事業 まち歩き観光推進事業

散策マップの作成、ウォーキングコースの維持
管理、まち歩きアプリケーションシステムの運
用、まち歩きの民間団体との連携

まち歩き観光推進事業

17030101 観光課

一般会計

6,432

詳細施策 外国人来訪者の受入環境の整備4

多くの誘客を見込める外国人来訪者に向けたコンテンツの充実化やWi-Fi環境の提供、多言語対応のまち歩

きアプリケーションの開発、サインの設置など、外国人来訪者にとって訪れやすい環境を整えます。

事業内容 予算事業・所属

千円

(一社)小田原市観光協会(DMO)、
DMCなどと連携し、外国人に向けた
コンテンツを充実させ、外国人来訪客
の受入体制を整えるとともに、海外向
けプロモーションを行います。

R2～4事業費実施事業 外国人来訪者受入環境整備事業

外国人に向けたコンテンツの開発及びPR、海
外向けプロモーションの実施

外国人来訪者おもてなし事業

17040101 観光課

一般会計

70,202
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 地域経済

17施策 観光まちづくりの推進 詳細施策 小田原城址公園の環境づくり5

詳細施策 小田原城址公園の環境づくり5

小田原城及び小田原城址公園は、来訪者に歴史・文化や自然などの魅力を楽しんでいただけるよう、史跡

と緑の共生に配慮した管理、整備を行うとともに、にぎわいのある交流やいこいの場としての活用を図り

ます。

事業内容 予算事業・所属

千円

城址公園を快適で安全な環境に整える
ため、清掃や警備、施設の維持・修
繕、植栽などの適正な管理を行いま
す。

R2～4事業費実施事業 城址公園管理運営事業

城址公園の維持管理、小田原城あじさい花菖
蒲まつりへの負担金支出

城址公園管理運営事業

17050101 小田原城総合管理事務所

一般会計

城址公園内の樹木保全・植栽管理及び緑化な
どの環境整備

城址公園植栽管理整備事業

17050102 小田原城総合管理事務所

一般会計

遊園地の管理運営、遊器具の維持管理及び遊
園地施設の撤去の検討

遊園地管理運営事業

17050103 小田原城総合管理事務所

一般会計

城址公園の整備・修景 城址公園整備事業

17050104 小田原城総合管理事務所

一般会計

690,772

事業内容 予算事業・所属

千円

快適で魅力ある施設とするため、天守
閣の適正な維持管理を行います。

R2～4事業費実施事業 天守閣管理運営事業

指定管理者による天守閣の運営管理、特別展
の開催

天守閣管理運営事業

17050201 小田原城総合管理事務所

天守閣事業特別会計

412,372

事業内容 予算事業・所属

千円

快適で魅力ある施設とするため、歴史
見聞館の適正な維持管理を行います。

R2～4事業費実施事業 歴史見聞館管理運営事業

指定管理者による歴史見聞館の運営管理、展
示維持・改修など

歴史見聞館管理運営事業

17050301 小田原城総合管理事務所

天守閣事業特別会計

9,000
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 地域経済

18施策 農林業の振興 詳細施策 多様な営農形態への支援と担い手の確保1

施策 農林業の振興18

【基本方針】

多様な担い手を確保、育成、支援し、耕作放棄地の復元も含め高付加価値農業を促進します。そして、豊かな地

産地消を実現し、いのちあふれる小田原の都市ブランドを高めます。

詳細施策 多様な営農形態への支援と担い手の確保1

６次産業化や認定農業者制度などによる経営体制の強化、農産物のブランド化や有機農業の推進など、農

作物の高付加価値化を支援するとともに、営農環境を保全するため、鳥獣被害対策にも取り組みます。ま

た、後継者対策や定年帰農者、新規就農者など、多様な担い手の確保を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

農作物の高付加価値化や多様な担い手
の確保を進めるとともに、耕作放棄地
の予防・解消を推進します。また、小
田原市鳥獣被害防止対策協議会を中心
に、駆除体制の確立や防護柵設置の支
援等を実施し、農作物被害を防止しま
す。

R2～4事業費実施事業 農業経営改善支援事業

担い手の育成、耕作放棄地解消事業の推進 地域農業活性化事業

18010101 農政課

一般会計

小田原市鳥獣被害防止対策協議会への支援
など

有害鳥獣対策事業

18010102 農政課

一般会計

191,082

事業内容 予算事業・所属

千円

情報発信、栽培方法、優良品種の研究
等を進め、ブランド化による高付加価
値化を図り経営体制を強化するととも
に、小田原の地域イメージの向上を図
ります。また、小田原梅を広く紹介す
るとともに、栽培技術及び品質の向上
を図ります。

R2～4事業費実施事業 農産物販路拡大促進事業

地場農産物の高付加価値化、地場農産物のブ
ランド化に向けたプロモーションの実施

小田原農産物ブランド向上事業

18010201 農政課

一般会計

1,368

事業内容 予算事業・所属

千円

畜産経営の合理化・安定化を通じて畜
産業の振興と発展、さらに地域社会と
調和した畜産環境の整備を図ります。

R2～4事業費実施事業 畜産振興事業

県乳牛・肉牛共進会の出品及び乳牛飼養管理
の預託の事業費補助

畜産振興事業

18010301 農政課

一般会計

4,770

事業内容 予算事業・所属

千円

生産者である農家と消費者である地域
住民との相互理解を深め、地産地消の
意義を広く紹介し、地域農業の振興を
図ります。

R2～4事業費実施事業 地産地消活動支援事業

農業まつりの開催 農産物地産地消促進事業

18010401 農政課

一般会計

3,930
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 地域経済

18施策 農林業の振興 詳細施策 生産基盤の強化と農地の維持・保全2

詳細施策 生産基盤の強化と農地の維持・保全2

営農意欲の高い地域を中心に、農業経営の効率化を図るため、ほ場や農道、用排水路など生産基盤の整備

を進めるほか、適切な維持管理や長寿命化に向けた取組を進めます。また、増加傾向にある耕作放棄地の

解消に向けた支援を行い、市全体の農地の適切な維持・保全に努めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

農業振興地域整備計画で指定した農振
農用地の維持保全、管理を行います。
また、農地の利用状況を把握するた
め、概ね5年ごとに基礎調査を実施し
ます。

R2～4事業費実施事業 農業振興地域管理事業

農業振興地域の管理 農業振興地域管理事業

18020101 農政課

一般会計

3,846

事業内容 予算事業・所属

千円

ほ場、農道や用排水路など、農業生産
基盤施設を整備し、農業の効率化や物
流の合理化を進めます。

R2～4事業費実施事業 農地基盤整備事業

地元関係者との調整、土地改良事業に係る事
業推進協議会等への負担金の支出

ほ場整備事業

18020201 農政課

一般会計

農道や用排水路など、農業生産基盤の整備 農道・用排水路整備事業

18020202 農政課

一般会計

768,658

事業内容 予算事業・所属

千円

農道、用排水路や水門など農業の重要
な社会資本を適切に管理し、施設の整
備水準の維持・向上を図ります。ま
た、地域の農業者等が組織する団体が
主体的に農地及び農業用施設を維持・
保全する取組を支援します。

R2～4事業費実施事業 農業用施設保全事業

農道や用排水路など、農業生産基盤施設の維
持管理や長寿命化対策の実施

農道・用排水路維持管理事業

18020301 農政課

一般会計

多面的機能発揮促進事業への支援 農業の有する多面的機能発揮
促進事業

18020302 農政課

一般会計

240,097

詳細施策 安全・安心な農作物の安定供給3

生産者の顔の見える農業・畜産業を推奨するとともに、多様な主体が連携し、地産地消や食育の取組を進

めます。また、安全・安心な農産物の安定供給に向け、市場のあり方を検討するとともに、「小田原いち

ばやさい」のブランド化など、円滑な市場運営を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

有機農業に取組む農業者等への支援、
有機農業の啓発を通じて、安全・安心
な農作物の安定供給に取組みます。

R2～4事業費実施事業 有機農業推進事業

環境保全型農業への支援、小田原有機の里づ
くり協議会への運営

有機農業推進事業

18030101 農政課

一般会計

6,822

事業内容 予算事業・所属

千円

安心、安全な青果物を安定的に供給す
るため、青果市場を適正に管理運営す
るほか、市場のあり方を検討します。

R2～4事業費実施事業 青果市場運営管理事業

青果市場の管理運営、小田原いちばやさい
PR、市場の現状と課題の整理

青果市場管理事業

18030201 農政課

公設地方卸売市場事業特別会計

一般会計から公設卸売市場事業特別会計（青
果市場分）への繰り出し

※公設卸売市場事業特別会計
（青果市場分）への繰り出し

18030202 農政課

一般会計

170,600
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 地域経済

18施策 農林業の振興 詳細施策 林業・木材産業の振興4

詳細施策 林業・木材産業の振興4

地域材については、需要に応じた材を安定的に確保するとともに、建築材についての利用の検討や木工材

についての利用拡大など、資源の循環に配慮しつつ多様な分野で利活用を推進します。また、「木の文化

の再醸成」を図るため、地域産木材を活用した誕生祝い品の配布などを行うウッドスタート事業のほか、

各種木育事業を積極的に推進するなど、身近な暮らしの中から木づかいを推進します。さらに、公共施設

での木材利用も積極的に進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

保全すべき松林における松くい虫の防
除対策や林道の整備など、森林の保
護、育成に寄与する取組を行うほか、
「小田原市いこいの森」の適正かつ効
果的な運営を図るため、必要な整備等
を進めます。

R2～4事業費実施事業 森林保護育成事業

指定管理者によるいこいの森の管理運営・改修 いこいの森管理運営事業

18040101 農政課

一般会計

林道の整備・維持管理 林道整備・管理事業

18040102 農政課

一般会計

松くい虫の防除 松くい虫防除事業

18040103 農政課

一般会計

58,281

事業内容 予算事業・所属

千円

地域産木材を活用した公共施設の内装
木質化や木育を中心とした普及啓発活
動等を展開しながら、地域産木材の利
用拡大及び森林・林業・木材産業の活
性化を図ります。

R2～4事業費実施事業 森林・林業活性化事業

学校木質化など公共施設の木質化事業、地域
産木材の活用に向けた団体支援

地域産木材利用拡大事業

18040201 農政課

一般会計

ウッドスタート事業の実施、小学校における森
林環境学習、森のせんせい養成・派遣事業の
実施、きまつりの開催など

木育推進事業

18040202 農政課

一般会計

128,009

詳細施策 都市農業の推進5

都市農業の特徴を生かした農産物の生産、加工、流通、販売の取組を推進します。また、引き続き市民農

園の運営を支援するとともに、各地域の農産資源を生かした都市住民との交流や農業体験の機会などを創

出し、地域の活性化を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

都市農地の賃借や担い手の確保のため
の施策を推進し、都市農業の安定的な
継続を図るととともに良好な環境を保
全します。また、梅の里センターをは
じめ、各地域の農業資源を活用したさ
まざまな交流や体験の機会を創出し、
地域の活性化を図ります。

R2～4事業費実施事業 農業交流体験事業

グリーンツーリズム事業への支援、オーナー制
度への支援

都市農業交流推進事業

18050101 農政課

一般会計

梅の里センター、みのり館などの施設管理 梅の里センター等管理運営事業

18050102 農政課

一般会計

133,618
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 地域経済

19施策 水産業の振興 詳細施策 漁港・漁場の整備1

施策 水産業の振興19

【基本方針】

水産市場の経営戦略の確立や、生産流通拠点機能の再構築を推進し、地域ブランド力及び産地競争力の強化を

図るとともに、水産資源を活用した交流人口の拡大を促進していきます。

詳細施策 漁港・漁場の整備1

限りある水産資源の保護と育成を進めるとともに、効率性・持続性の観点から生産基盤としての漁港・漁

場の整備を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

小田原特定漁港漁場整備などの早期完
成を促進するとともに、フィッシング
パークの検討を行います。また、小田
原市営漁港等の維持管理を行うととも
に、老朽化している施設の対策や機能
強化等の検討を行います。

R2～4事業費実施事業 漁港整備・改修事業

（県）小田原特定漁港漁場整備の事業費負担、
小田原漁港振興協議会への補助、フィッシング
パークの検討

小田原特定漁港漁場整備事業

19010101 水産海浜課

一般会計

漁港（石橋・米神・江之浦）施設の維持管理や
保全対策、小田原漁港漁具倉庫の改修など

漁港等管理事業

19010102 水産海浜課

一般会計

106,031

事業内容 予算事業・所属

千円

漁業者の栽培漁業に対するさらなる意
識向上のため、投石漁場や藻場の周辺
への稚魚や稚貝の種苗放流を補助しま
す。

R2～4事業費実施事業 水産資源環境保護事業

稚魚・稚貝の放流費補助 水産資源環境保護事業

19010201 水産海浜課

一般会計

2,400

詳細施策 水産物の高付加価値化と担い手支援2

小田原の魚の高付加価値化や水産加工品の販路拡大を図るとともに、担い手育成も含めた経営体制の強化

を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

漁業共済掛金への助成や、高付加価値
化の取り組み及び水産加工品の販路拡
大を図るとともに、担い手育成も含め
た経営体制の強化を図ります。

R2～4事業費実施事業 水産業振興助成・融資事業

漁業共済掛金の補助 漁業共済掛金補助事業

19020101 水産海浜課

一般会計

水産漁業関係者への低利融資の実施 水産振興資金融資事業

19020102 水産海浜課

一般会計

県水難救済会への参画 水難救済会支援事業

19020103 水産海浜課

一般会計

83,700

事業内容 予算事業・所属

千円

小田原市漁業協同組合に所属する青年
漁業者の育成や新規就業者を募る事業
に対して、支援を行います。

R2～4事業費実施事業 漁業後継者育成事業

漁業後継者の育成事業への補助 漁業後継者育成事業

19020201 水産海浜課

一般会計

1,140
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 地域経済

19施策 水産業の振興 詳細施策 水産物の高付加価値化と担い手支援2

事業内容 予算事業・所属

千円

小田原の魚をもっと「知って」、
「買って」、「食べて」もらうため
に、関係団体や事業者等とともに、さ
まざまな食のシーンやニーズに対応し
た「人づくり」、「物づくり」、「魚
食への流れづくり」を総合的に展開し
ます。

R2～4事業費実施事業 魚ブランド化促進事業

地場産水産物のＰＲと消費拡大への支援 魚ブランド化促進事業

19020301 水産海浜課

一般会計

1,410

詳細施策 魚の消費拡大に向けた流通支援3

地場鮮魚や加工品の消費拡大に向け、多様な主体が連携し魚食普及や食育の取組を進めます。また、安

全・安心な水産物の安定供給に向け円滑な市場運営を進めます。さらに、老朽化している市場施設の再整

備に取り組みます。

事業内容 予算事業・所属

千円

地場鮮魚や加工品の消費拡大に向け、
多様な主体が連携し魚食普及や食育の
取組を進め、また、安全・安心な水産
物の安定供給に向け円滑な市場運営を
進めます。さらに、老朽化している市
場施設の再整備に取り組みます。

R2～4事業費実施事業 水産物流通機能推進事業

水産市場の管理運営、維持修繕 水産市場施設管理運営事業

19030101 水産海浜課

公設地方卸売市場事業特別会計

水産市場施設再整備の検討 水産市場施設再整備検討事業

19030102 水産海浜課

公設地方卸売市場事業特別会計

小田原さかな普及の会の事業費補助 水産物消費拡大促進事業

19030103 水産海浜課

公設地方卸売市場事業特別会計

一般会計から公設卸売市場事業特別会計（水
産市場分）への繰り出し

※公設地方卸売市場事業特別
会計(水産市場分）への繰り出し

19030104 水産海浜課

一般会計

343,992

詳細施策 交流による小田原漁港周辺の活性化支援4

今後整備する交流促進施設をはじめ、市民や都市住民のふれあいの場として小田原漁港周辺を観光資源と

して活用するとともに、内水面漁業及び遊漁船業をはじめ水産資源を生かしたさまざまな交流や体験の機

会を創出し、活性化を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

交流促進施設の管理運営を行うととも
に、早川駅を含む漁港エリアの更なる
回遊性向上に取り組みます。

R2～4事業費実施事業 交流促進施設管理運営事業

交流促進施設の管理運営、早川駅周辺地区回
遊性向上事業の実施

交流促進施設管理運営事業

19040101 水産海浜課

一般会計

68,978

事業内容 予算事業・所属

千円

小田原漁港を海とのふれあいの場とし
て活用し、海業の展開と地域漁業活性
化を図ります。また、内水面漁業及び
遊漁船業をはじめ、河川を含めた水産
資源を生かしたさまざまな交流や体験
の機会を創出し、活性化を図ります。

R2～4事業費実施事業 ふれあい漁業推進事業

小田原みなとまつりの開催 小田原みなとまつり開催事業

19040201 水産海浜課

一般会計

内水面漁業及び遊漁船業活性化支援策の実
施

内水面漁業・遊漁船業活性化支
援事業

19040202 水産海浜課

一般会計

14,886
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 歴史・文化

20施策 歴史資産の保存と活用 詳細施策 史跡小田原城跡などの整備1

施策 歴史資産の保存と活用20

【基本方針】

小田原の貴重な地域資源である歴史資産の調査や保存、整備を進めるとともに、市民や来訪者が小田原の歴史

を深く理解できるよう公開し、活用します。

詳細施策 史跡小田原城跡などの整備1

小田原城跡本丸・二の丸の整備と、八幡山古郭・総構の保存、整備、活用を進めます。また、早川石丁場

群関白沢支群や石垣山一夜城周辺地域の歴史的、文化的景観の整備を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

史跡小田原城跡全体を対象範囲とした
「史跡小田原城跡保存活用計画」を策
定し、策定後は各所において順次整備
を図っていきます。また、史跡の保
存・活用を図るため、地権者の権利等
に配慮しながら、重要な場所について
史跡用地の公有地化を図っていきま
す。

R2～4事業費実施事業 史跡小田原城跡整備事業

御用米曲輪修景整備、史跡等保全管理、保存
活用計画策定作業など

本丸・二の丸整備事業

20010101 文化財課

一般会計

天神山回遊路管理、八幡山古郭・総構基本計
画策定作業

八幡山古郭・総構整備事業

20010102 文化財課

一般会計

史跡用地の取得 史跡等用地取得事業

20010103 文化財課

一般会計

665,619

事業内容 予算事業・所属

千円

史跡石垣山の落石危険箇所の保全対策
を継続して行います。また、江戸城石
垣石丁場跡については、史跡の基本情
報等を示す標柱や説明板の設置を行う
とともに、史跡の保存活用を適切かつ
確実に進め、散策路を暫定的に開放し
ていきます。

R2～4事業費実施事業 史跡石垣山等整備事業

史跡石垣山の保全対策工事、保存活用計画策
定

史跡石垣山保全対策事業

20010201 文化財課

一般会計

保存活用計画策定作業、散策路整備のための
調整

史跡江戸城石垣石丁場跡整備
事業

20010202 文化財課

一般会計

97,590

詳細施策 文化財の保存と活用2

埋蔵文化財の発掘調査と記録保存を進めるとともに、有形・無形の文化財などを適切に保存・管理しま

す。また、発掘調査の成果や小田原城跡の整備状況、文化財の公開、公有地化した街なかの史跡の活用な

ど、歴史的文化的資産の活用を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

遺跡に影響を及ぼすような開発行為等
の計画に対して試掘調査を実施すると
ともに、本格調査の支援、調整・指導
を行います。また、発掘調査で出土し
た遺物の保存及び保管を行うととも
に、活用を図っていきます。

R2～4事業費実施事業 埋蔵文化財調査・整理事業

開発行為に伴う事前協議及び試掘調査など 緊急発掘調査事業

20020101 文化財課

一般会計

遺物の保管・活用、収蔵施設の管理・運営、収
蔵施設建設のための庁内調整

遺物保存管理事業

20020102 文化財課

一般会計

272,313
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 歴史・文化

20施策 歴史資産の保存と活用 詳細施策 文化財の保存と活用2

事業内容 予算事業・所属

千円

指定文化財等を適正に保存管理するた
め、所有者や団体に対する支援を行う
とともに、国指定史跡などの見回り監
視や草刈業務などを実施します。ま
た、文化財の保存活用に計画的に取り
組みます。

R2～4事業費実施事業 文化財保存・管理事業

文化財管理奨励金等交付、文化財保存修理
助成、民俗芸能保存団体への支援

文化財保存修理等助成事業

20020201 文化財課

一般会計

市・国指定史跡見回り監視・清掃・草刈 指定文化財等保存管理事業

20020202 文化財課

一般会計

34,786

事業内容 予算事業・所属

千円

埋蔵文化財の発掘調査の成果、史跡小
田原城跡や史跡石垣山の整備状況、建
造物や文化財等などを公開します。

R2～4事業費実施事業 文化財啓発事業

遺跡調査発表会等の実施、指定文化財等一般
公開

文化財公開事業

20020301 文化財課

一般会計

7,407

事業内容 予算事業・所属

千円

修景整備など史跡等の適正な維持管理
を行うとともに、説明板や案内板の設
置など、歴史観光の資産として史跡の
積極的な活用を図ります。

R2～4事業費実施事業 史跡等管理活用事業

石垣山一夜城や八幡山・総構など史跡の維持
管理と活用

史跡等管理活用事業

20020401 小田原城総合管理事務所

一般会計

128,339

詳細施策 博物館構想の推進3

郷土文化に関する貴重な資料を収集、保存、展示している郷土文化館などの施設のあり方について、博物

館基本構想の理念に基づき検討を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

本市における博物館の在り方の指針と
なる博物館構想に基づき、取組を推進
します。

R2～4事業費実施事業 博物館構想推進事業

講演会の開催、「まるごと博物館」の推進、博物
館整備の検討

博物館構想推進事業

20030101 生涯学習課

一般会計

273

詳細施策 歴史都市としてのまちづくりの推進4

歴史的風致維持向上計画に基づき、歴史上価値の高い建造物や歴史的風致が残るまちなみ、歴史・伝統を

反映した人々の活動や技術などの維持、向上を図ります。そして、これら小田原固有の歴史的風致を

「点」から「面」へ展開したまちづくりの取組を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

地域の資産である歴史的なたたずまい
の維持、向上を図り、後世に継承する
ため、核となる歴史的建造物の保存・
活用を進めるとともに、周辺環境を整
えます。

R2～4事業費実施事業 歴史まちづくり事業

歴史的風致維持向上計画（第２期）策定、歴史
まちづくり協議会の運営

歴史的風致維持向上計画推進
事業

20040101 まちづくり交通課

一般会計

職人育成研修の実施、組織体制の整備 職人育成研修等推進事業

20040102 文化政策課

一般会計

歴史的風致形成建造物の保全及び活用の推
進

歴史的風致形成建造物等活用
事業

20040103 文化政策課・生涯学習課・
図書館・まちづくり交通課

一般会計

692,964
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 歴史・文化

21施策 文化・芸術の振興 詳細施策 市民文化創造の支援1

施策 文化・芸術の振興21

【基本方針】

市民が主体となる文化振興のための環境や拠点を整備し、活動の裾野を広げます。さらに多様な文化交流を進

め、その魅力を発信します。

詳細施策 市民文化創造の支援1

（仮称）小田原市文化振興条例を制定し、すべての市民が文化に親しむ機会・環境を充実させるととも

に、市民の主体的な活動を支援します。また、小田原ならではの文化を大切にするとともに、さまざまな

芸術文化団体との連携も図りながら新しい文化の創造と発信に努めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

市民の主体的な文化芸術活動を支援
し、より多くの市民が文化芸術に触れ
る機会を創出するとともに、文化の担
い手を育成します。

R2～4事業費実施事業 文化創造活動支援事業

文化振興審議会の開催、文化情報の発信、文
化振興計画の策定

文化振興推進事業

21010101 文化政策課

一般会計

ミュージックストリート等の開催、小田原映画祭
等の補助・支援

市民芸術活動活性化事業

21010102 文化政策課

一般会計

アウトリーチ事業の展開、ワークショップ・セミ
ナーの開催等、市民ホール開館記念事業準備

文化創造活動担い手育成事業

21010103 文化政策課

一般会計

市美術展・市民文化祭の開催 市美術展・市民文化祭開催事業

21010104 文化政策課

一般会計

市文化連盟等への補助など 芸術・文化活動支援事業

21010105 文化政策課

一般会計

115,161

詳細施策 芸術文化創造拠点の整備2

市民の芸術文化創造の拠点としての市民ホールを整備するとともに、専門性を持った人材による総合的な

文化事業の推進組織を設立し、多様で豊かな芸術文化活動を促進します。

事業内容 予算事業・所属

千円

本市の芸術文化活動の拠点となる市民
ホールを整備します。合わせて、現市
民会館が有する機能を他施設に移転す
るまでの間、引き続き現市民会館の維
持管理を行いながら、管理運営を行い
ます。

R2～4事業費実施事業 市民ホール整備事業

市民ホールの整備、管理運営 市民ホール整備事業

21020101 文化政策課

一般会計

市民会館の管理運営、閉館（除却） 市民会館管理運営事業

21020102 文化政策課

一般会計

1,851,985
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 歴史・文化

21施策 文化・芸術の振興 詳細施策 小田原ゆかりの文化の保存と活用3

詳細施策 小田原ゆかりの文化の保存と活用3

歴史や風土に育まれた小田原ゆかりの文化を再認識し、市民とともに守り育てます。また、由緒ある建築

物を保存・活用するとともに、郷土の先人や近代の文学遺産などの文化的資産を生かしたまちづくりを進

めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

二宮尊徳をはじめ、小田原ゆかりの文
学者や文化人、政財界人の功績や知ら
れざる魅力を小田原の文化資産として
市内外の人々に発信します。

R2～4事業費実施事業 小田原ゆかりの文化の保存・活用事業

小田原文学館の管理運営 小田原文学館管理運営事業

21030101 図書館

一般会計

白秋童謡PR事業など 文学のまちづくり事業

21030102 図書館

一般会計

松永記念館交流事業などの実施 近代小田原三茶人等顕彰事業

21030103 生涯学習課

一般会計

尊徳祭の開催など 尊徳顕彰事業

21030104 生涯学習課

一般会計

清閑亭の管理運営 清閑亭を核としたまちづくり事業

21030105 文化政策課

一般会計

歴史的建造物を活用したイベントの実施 板橋の文化資産活用事業

21030106 生涯学習課

一般会計

89,359

詳細施策 文化交流の推進4

国内外の姉妹都市・交流都市等を中心とした市民主体の都市間交流を促し、他地域の文化への理解を深め

るとともに、さまざまな分野での文化活動の活発化を図ります。さらに、地域や大学などとの世代間交流

を図るなど、多彩な交流を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

姉妹都市交流を行う小田原海外市民交
流会への支援を行うほか、オーストラ
リア・ノーザンビーチーズ市との相互
ホームステイ交流などの国際交流を行
います。また、国内の姉妹都市等との
交流を深めます。

R2～4事業費実施事業 都市間交流事業

ときめき国際学校の開催 ときめき国際学校開催事業

21040101 文化政策課

一般会計

青年交流事業費などの補助、地球市民フェスタ
の開催、姉妹都市などとの交流

姉妹都市等交流事業

21040102 文化政策課

一般会計

33,205
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 歴史・文化

22施策 生涯学習の振興 詳細施策 多様な学習の機会と情報の提供1

施策 生涯学習の振興22

【基本方針】

市民による主体的な生涯学習活動を基本に、市民の生涯を通じた学ぶ意欲を支え、多様な学習の機会を提供し

ます。また、学んだ成果を適切に生かすことができる環境を整えます。

詳細施策 多様な学習の機会と情報の提供1

市民、行政、教育機関などとの連携により、社会的な課題や市民ニーズに対応した多様な学習の機会や

場、情報などを提供するとともに、市民が主体となった事業展開を促進します。

事業内容 予算事業・所属

千円

学習講座の提供、学習情報の収集及び
発信、学習相談などを一体化した総合
的な生涯学習を、市民とともに推進し
ます。

R2～4事業費実施事業 キャンパスおだわら事業

学習の機会と情報の提供、人材バンクの運営 キャンパスおだわら事業

22010101 生涯学習課

一般会計

17,725

事業内容 予算事業・所属

千円

地域の高等教育機関としての機能を市
民が享受する機会を拡大するととも
に、大学同士の交流、教育・産業文化
等のさまざまな分野における地域と大
学の連携を深めます。

R2～4事業費実施事業 地域大学連携事業

大学連携事業の開催 地域大学連携事業

22010201 文化政策課

一般会計

240

事業内容 予算事業・所属

千円

学習の場となる生涯学習施設を管理運
営します。

R2～4事業費実施事業 生涯学習施設管理運営事業

生涯学習センター本館の管理運営 生涯学習センター本館管理運営
事業

22010301 生涯学習課

一般会計

生涯学習センター国府津学習館の管理運営 生涯学習センター国府津学習館
管理運営事業

22010303 生涯学習課

一般会計

郷土文化館の管理運営 郷土文化館本館管理運営事業

22010304 生涯学習課

一般会計

松永記念館の管理運営 郷土文化館分館松永記念館管
理運営事業

22010305 生涯学習課

一般会計

尊徳記念館の管理運営 尊徳記念館管理運営事業

22010306 生涯学習課

一般会計

学校施設の社会教育開放 学校施設等開放事業

22010307 生涯学習課

一般会計

645,727
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 歴史・文化

22施策 生涯学習の振興 詳細施策 多様な学習の機会と情報の提供1

事業内容 予算事業・所属

千円

「持続可能な地域社会」を実現するた
め、地域資源を活用した官民協働によ
る担い手育成の場「おだわら市民学
校」を開設し、運営します。

R2～4事業費実施事業 おだわら市民学校事業

おだわら市民学校の運営 おだわら市民学校事業

22010401 生涯学習課

一般会計

32,565

詳細施策 郷土についての学びの推進2

二宮尊徳をはじめとする先人など恵まれた地域資源を活用し、郷土について知り、学ぶ機会を提供し、小

田原ならではの学習を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

二宮尊徳のすぐれた事績を顕彰し、報
徳仕法について市民などが学び実践し
活用するための機会を提供します。ま
た各地に散在する関係資料を収集、整
備し、その保全、公開を進めます。

R2～4事業費実施事業 二宮尊徳学習事業

展示室・史跡などの解説 尊徳学習推進事業

22020101 生涯学習課

一般会計

尊徳資料の収集・整備・公開 尊徳資料収集・整備・公開事業

22020102 生涯学習課

一般会計

12,816

事業内容 予算事業・所属

千円

郷土資料の収集を進め、その保管、活
用を充実させるとともに、講座や野外
観察会などの郷土学習を充実させま
す。また、郷土資料のデジタル化等に
より利用者の促進を図ります。

R2～4事業費実施事業 郷土学習事業

郷土研究会（探究会・講座・体験学習会など）
や特別講演会の実施

郷土学習事業

22020201 生涯学習課

一般会計

郷土資料の収集、調査、整理保存、常設展・特
別展などの実施

郷土資料収集・保管・活用事業

22020202 生涯学習課

一般会計

図書館郷土資料の整理・保存・公開 図書館郷土資料整理・保存・公
開事業

22020203 図書館

一般会計

29,136

詳細施策 学んだ成果を生かす環境づくり3

学習活動の成果を発表する場や、学習の成果を実践できる仕組みをつくるなど、より質の高い継続した活

動へとつなげるための環境をつくり、まちづくりに意欲を持って取り組む人材を育成します。

事業内容 予算事業・所属

千円

学習者や生涯学習施設運営を支援する
団体を育成します。

R2～4事業費実施事業 生涯学習支援者育成事業

ボランティア団体の活動及び育成支援、託児ボ
ランティア育成講座の開催

生涯学習支援者育成事業

22030101 生涯学習課

一般会計

547

事業内容 予算事業・所属

千円

ふれあい、学びあい、交流できるきっ
かけとするため、生涯学習実践団体、
生涯学習を推進する市民団体などが協
働して、生涯学習フェスティバルを開
催します。

R2～4事業費実施事業 学習成果発表事業

生涯学習フェスティバルの開催 生涯学習フェスティバル開催事
業

22030201 生涯学習課

一般会計

300
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 歴史・文化

22施策 生涯学習の振興 詳細施策 図書館の機能と役割の充実4

詳細施策 図書館の機能と役割の充実4

小田原市図書施設・機能整備等基本方針に基づき、駅前図書施設の整備やかもめ図書館の中央館としての

機能強化、分館の再整備を行い、図書館の利用促進を図ります。また、子どもの自主的な読書活動の推進

や学校図書館との連携を強化します。

事業内容 予算事業・所属

千円

中央図書館を管理運営します。また、
新たに開館する小田原駅東口図書館の
整備、管理運営を行います。

R2～4事業費実施事業 図書館管理運営事業

中央図書館の管理運営、図書の購入 中央図書館管理運営事業

22040102 図書館

一般会計

小田原駅東口図書館の管理運営 小田原駅東口図書館管理運営
事業

22040103 図書館

一般会計

1,151,440

事業内容 予算事業・所属

千円

各種イベントの開催や図書館機能の充
実により、図書館の利用促進を図りま
す。また家庭や地域、学校等と連携し
て子どもの読書活動を推進します。

R2～4事業費実施事業 身近な図書館推進事業

「調べる学習コンクール」など各種事業開催 図書館学習イベント開催事業

22040201 図書館

一般会計

図書館システムの管理運用 、図書の搬送 図書館ネットワーク等運営事業

22040202 図書館

一般会計

子ども読書活動推進事業の実施 子どもの読書活動推進事業

22040203 図書館

一般会計

116,971
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 歴史・文化

23施策 生涯スポーツの振興 詳細施策 身近にスポーツを楽しむ暮らしの実現1

施策 生涯スポーツの振興23

【基本方針】

誰もがスポーツに親しめるようなきっかけづくりや、市民のスポーツ活動を支えるための仕組みづくりを進めること

により、スポーツの持つ楽しさで、人や地域をいきいきと元気にします。

詳細施策 身近にスポーツを楽しむ暮らしの実現1

誰もが身近な地域で気軽に体を動かすことができるよう、ウォーキングをはじめとした、生活に根ざした

運動やニュースポーツの普及を地域単位で進めるとともに、地域のスポーツ情報の効果的な発信に努めま

す。

事業内容 予算事業・所属

千円

ウォーキングによって、自然に親し
み、歩く喜びにふれ、交流を深める
「城下町おだわらツーデーマーチ」を
開催します。また、日常生活にウォー
キングを定着させる取組を進めます。

R2～4事業費実施事業 ウォーキング推進事業

城下町おだわらツーデーマーチの開催 城下町おだわらツーデーマーチ
開催事業

23010101 スポーツ課

一般会計

ウォーキング啓発事業の実施 ウォーキング啓発事業

23010102 スポーツ課

一般会計

15,450

事業内容 予算事業・所属

千円

各競技スポーツやニュースポーツ等を
推進するとともに、市民がスポーツに
触れる機会（スポーツ観戦等）を増や
し、地域にスポーツを浸透させていき
ます。また、各種スポーツ教室や大会
を開催する（公財）小田原市体育協会
を支援します。

R2～4事業費実施事業 生涯スポーツ振興事業

市体育協会への補助 市体育協会補助事業

23010202 スポーツ課

一般会計

スポーツ観戦の調整・推進 スポーツ観戦提供事業

23010203 スポーツ課

一般会計

柔道･剣道練成教室の開催 柔･剣道練成事業

23010204 スポーツ課

一般会計

205,836

事業内容 予算事業・所属

千円

東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会の機会を最大限に生か
し、大会の機運醸成に努めるととも
に、スポーツの振興や地域の活性化に
つながる取組を進めます

R2～4事業費実施事業 東京オリンピック・パラリンピック関連事業

事前キャンプの受入れ、未来のアスリート支援・
育成、レガシーの創出

東京オリンピック・パラリンピック
関連事業

23010301 企画政策課

一般会計

52,050
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まちづくりの目標 希望と活力あふれる小田原 政策分野 歴史・文化

23施策 生涯スポーツの振興 詳細施策 地域でのスポーツ活動の支援2

詳細施策 地域でのスポーツ活動の支援2

市体育協会や地区の体育協会・体育振興会、スポーツ推進委員や総合型地域スポーツクラブなどを支援

し、地域が住民のスポーツ活動を支え、スポーツもその楽しさで地域活動を活発にするという双方向の仕

組みづくりを推進します。

事業内容 予算事業・所属

千円

誰もが身近な地域でスポーツに親しめ
るよう、効果的な情報提供や関係団体
が連携した取り組みを促進するなど、
地域で取り組むスポーツ活動を支援し
ます。

R2～4事業費実施事業 地域スポーツ活性化事業

地域スポーツ活性化事業の実施 地域スポーツ活性化事業

23020101 スポーツ課

一般会計

統合型地域スポーツクラブへの支援 総合型地域スポーツクラブ推進
事業

23020102 スポーツ課

一般会計

スポーツ推進委員協議会への補助 スポーツ推進委員活動促進事
業

23020103 スポーツ課

一般会計

9,746

詳細施策 スポーツ活動を支える環境づくり3

スポーツ施設の整備、利用者サービスの向上、効率的な管理運営に向けた体制の強化を図るなど、市民の

主体的なスポーツ活動を支える環境づくりを進めます。また、老朽化の進行や利用状況などを踏まえ、ス

ポーツ施設の計画的な維持管理を行います。

事業内容 予算事業・所属

千円

スポーツ施設の整備、利用者サービス
の向上、効率的な管理運営に向けた体
制の強化を図るなど、市民の主体的な
スポーツ活動を支える環境づくりを進
めます。また、老朽化の進行や利用状
況などを踏まえ、スポーツ施設のあり
方を検討します。

R2～4事業費実施事業 スポーツ施設整備運営事業

小田原アリーナなどの管理運営 小田原アリーナ等整備運営事業

23030101 スポーツ課

一般会計

城山庭球場の管理運営 城山庭球場整備運営事業

23030102 スポーツ課

一般会計

市営プールの管理運営・あり方検討 市営プール整備運営事業

23030103 スポーツ課

一般会計

城内弓道場の管理運営 城内弓道場整備運営事業

23030104 スポーツ課

一般会計

酒匂川スポーツ広場・運動広場(鴨宮･高田)の
管理運営

スポーツ広場整備運営事業

23030105 スポーツ課

一般会計

学校体育施設の開放 学校体育施設開放事業

23030106 スポーツ課

一般会計

酒匂川左岸サイクリング場の管理運営 酒匂川左岸サイクリング場管理
運営事業

23030107 スポーツ課

一般会計

酒匂川サイクリングロードの管理 酒匂川サイクリングコース管理
事業

23030108 スポーツ課

一般会計

774,788
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 自然環境

24施策 環境再生・保全活動の推進 詳細施策 森里川海オールインワンの環境先進都市としての地域ブランドの確立1

施策 環境再生・保全活動の推進24

【基本方針】

豊かな自然や環境を次世代に引き継ぐため、市民の主体的な環境再生・保全活動を促し、持続可能な環境共生

（循環・低炭素・自然共生）型の地域づくりを進めます。

詳細施策 森里川海オールインワンの環境先進都市としての地域ブランドの確立1

森・里・川・海が「ひとつらなり」の特徴を生かし、多様な主体が連携して、環境共生型の地域社会につ

ながるあらゆる取組が行われるまちづくりを推進するとともに、積極的かつ広範な情報発信と行動提案を

行い、持続可能かつ魅力的な地域圏としての環境先進都市・小田原のブランドを確立します。

事業内容 予算事業・所属

千円

森里川海に係る課題解決の取組を経済
的・社会的に価値化し、人と資金が循
環する地域循環共生圏の構築を図りま
す。

R2～4事業費実施事業 地域循環共生圏構築事業

地域循環共生圏の構築に向けた検討や事業
の実施

地域循環共生圏構築事業

24010101 環境政策課

一般会計

20,768

事業内容 予算事業・所属

千円

環境基本計画及び地球温暖化対策推進
課計画の策定及び進捗管理を行いま
す。

R2～4事業費実施事業 環境基本計画推進事業

環境基本計画等の策定、環境審議会の運営な
ど

環境基本計画推進事業

24010201 環境政策課

一般会計

3,786

詳細施策 地域の環境再生・保全活動の推進2

市内の環境団体・個人・企業などのネットワークを強化し、市民による環境再生・保全活動を更に活発化

させ、地域ぐるみの取組へと発展させます。そして、私たちの日常生活にとって大切な存在である身近な

森里川海を地域住民自身が守り育てる、環境共生型の地域づくりの確立に向けた取組を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

河川や森林など身近な地域の環境を保
全・再生する事業を実施します。ま
た、自然環境現況調査の活用を図りま
す。

R2～4事業費実施事業 市民による環境再生プロジェクト推進事業

市民による環境再生活動の実施など 環境再生活動推進事業

24020101 環境政策課

一般会計

9,182

詳細施策 環境学習・環境配慮行動の推進3

家庭や地域、学校などさまざまな場において身近な自然とのふれあいや環境学習を進め、市民一人ひとり

の意識を高め、環境に配慮した行動の実践を促します。また、日常生活や経済活動のなかで取組が可能な

環境配慮型の行動について、小田原独自の環境認証を行い、地域ぐるみの行動を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

身近な自然とのふれあい等を進め、環
境に対する意識を高めます。

R2～4事業費実施事業 環境学習推進事業

環境学習事業の開催 環境学習推進事業

24030101 環境政策課

一般会計

1,770
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 自然環境

24施策 環境再生・保全活動の推進 詳細施策 環境学習・環境配慮行動の推進3

事業内容 予算事業・所属

千円

市民、企業の環境配慮行動を継続的に
実施していくための取組を進めるほ
か、公共施設の省エネルギー化や市職
員による環境配慮行動を実施します。

R2～4事業費実施事業 環境配慮行動推進事業

省エネ研修会の開催 地域環境配慮行動推進事業

24030201 環境政策課

一般会計

企業との地球環境保全協定の締結 地球環境保全協定推進事業

24030202 環境政策課

一般会計

クールビズなどの環境配慮行動の実施 市役所環境配慮行動推進事業

24030203 エネルギー政策推進課

一般会計

828

詳細施策 エネルギーの地域自給に向けた取組の推進4

地球温暖化を防止し、豊かな自然環境を次世代に引き継ぐため、地域ぐるみで省エネルギー化への取組を

進めます。また、市民や事業者など多様な主体が、地域資源である再生可能エネルギーの利用によるエネ

ルギーの地域自給を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

地球温暖化対策に資する設備導入に対
する支援を実施するとともに、エネル
ギーの地域自給を目指し、小田原市エ
ネルギー計画に基づく再生可能エネル
ギーの導入を促進します。

R2～4事業費実施事業 再生可能エネルギー利用等促進事業

地球温暖化対策に資する設備導入に対する支
援

地球温暖化対策推進事業

24040101 エネルギー政策推進課

一般会計

再生可能エネルギー事業に対する支援、市民
参加型再生可能エネルギー事業の認定・支
援、再生可能エネルギー導入促進の普及啓発

再生可能エネルギー導入促進
事業

24040102 エネルギー政策推進課

一般会計

29,028
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 自然環境

25施策 廃棄物の減量化・資源化の推進 詳細施策 ごみの減量化の推進1

施策 廃棄物の減量化・資源化の推進25

【基本方針】

市民、事業者、行政がそれぞれの役割を認識し、日常生活や経済活動において廃棄物の発生抑制、再使用、再

生利用などに努め、環境負荷の少ない持続可能な資源循環型社会づくりを進めます。

詳細施策 ごみの減量化の推進1

5Rを基本とした経済活動やライフスタイルへの転換を啓発するなど、発生抑制や再使用に重点を置いたご

みの減量化を進めます。また、事業系ごみについては、排出基準や制度を見直します。さらに、ごみの減

量に効果的な取組の一つとして、ごみ処理の有料化を検討します。

事業内容 予算事業・所属

千円

市民や事業者が、自発的にごみ減量・
再資源化を実施するよう、継続的な意
識啓発活動を効果的に実施し、市民や
事業者のごみの減量意識を高めます。

R2～4事業費実施事業 ごみ減量意識啓発事業

ごみを考える情報誌「ゴミダス」の作成・配布な
ど

ごみ減量意識啓発事業

25010101 環境政策課

一般会計

5,271

事業内容 予算事業・所属

千円

事業系ごみの排出基準制度の見直しや
ごみの有料化の検討を行うとともに、
発生抑制、再使用に重点を置いたごみ
の減量化・資源化を推進します。

R2～4事業費実施事業 ごみ減量化事業

自治会によるごみ集積場所の管理 分別排出奨励事業

25010201 環境事業センター

一般会計

指定ごみ袋の販売 指定ごみ袋販売事業

25010202 環境政策課

一般会計

搬入調査等の実施、剪定枝の資源化 事業系ごみ減量強化事業

25010203 環境政策課

一般会計

231,072

詳細施策 資源化の推進2

更なるごみの分別を図るとともに、生ごみの堆肥化による家庭内循環や紙類の分別の徹底、分別品目の拡

大などを進め、資源化率の向上に努めます。東日本大震災以来、確実に処分することを求められている焼

却灰については、引き続き処分先の確保を優先します。

事業内容 予算事業・所属

千円

更なるごみの分別の徹底を図るととも
に、生ごみの堆肥化による地域内循環
や焼却灰の資源化などを進め、資源化
率の向上に努めます。

R2～4事業費実施事業 ごみの資源化事業

生ごみプロジェクトの実施、段ボールコンポスト
の普及

生ごみ堆肥化推進事業

25020101 環境政策課

一般会計

焼却灰・残渣等の処分・資源化、小型家電リサ
イクル事業の推進

焼却灰等資源化事業

25020102 環境政策課

一般会計

異物除去・圧縮梱包委託、再商品化委託 容器等再資源化事業

25020103 環境政策課

一般会計

古紙のリサイクル 古紙リサイクル事業

25020104 環境政策課

一般会計

1,423,569
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 自然環境

25施策 廃棄物の減量化・資源化の推進 詳細施策 資源化の推進2

事業内容 予算事業・所属

千円

ごみカレンダーの配布や巡回による分
別指導により、ごみ排出時の更なる分
別の徹底を図ります。

R2～4事業費実施事業 資源化推進事業

一般廃棄物の分別の徹底及びごみの減量化 ごみ分別指導事業

25020201 環境事業センター

一般会計

60,819

詳細施策 ごみの適正処理3

収集運搬の効率化を図るとともに、廃棄物処理施設の計画的な修繕と適正な管理・運営を行います。ま

た、資源化や分別の徹底に向けては小さな地域単位での分別収集及び資源化作業を基本とし、焼却や最終

処分など効率化が求められる部分については広域化を視野に施設整備や手法を検討します。

事業内容 予算事業・所属

千円

一般廃棄物処理基本計画を定め、廃棄
物処理施設の適正な管理運営を図ると
ともに、収集･運搬･処分業務の委託化
を推進し、効率化を図ります。

R2～4事業費実施事業 廃棄物適正処理事業

家庭用ごみの収集・運搬 ごみ収集運搬事業

25030101 環境事業センター

一般会計

リサイクル施設などの管理運営・修繕 リサイクル施設等管理運営事業

25030102 環境事業センター

一般会計

焼却施設の管理運営、定期修繕 焼却施設管理運営事業

25030103 環境事業センター

一般会計

埋立処分場（堀ヶ窪・中村原）の維持管理など 埋立処分場管理運営事業

25030104 環境事業センター

一般会計

4,237,014

事業内容 予算事業・所属

千円

小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町
の１市３町で構成される小田原市・足
柄下地区のごみ処理広域化実施計画に
基づき、ごみ処理体制の広域化の検討
を進めます。

R2～4事業費実施事業 ごみ処理広域化推進事業

小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化協議会
の運営費補助など

小田原市・足柄下地区ごみ処理
広域化推進事業

25030201 環境政策課

一般会計

75
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 自然環境

26施策 良好な生活環境の保全と形成 詳細施策 協働による美化の推進1

施策 良好な生活環境の保全と形成26

【基本方針】

市民、事業者、行政とのパートナーシップにより、まちの美化を進めるとともに、良好な生活環境を保持するための

取組を進めます。

詳細施策 協働による美化の推進1

市民の環境美化意識を更に高め、市民、事業者、行政が連携して、不法投棄、ポイ捨て、落書きなどのな

いきれいなまちづくりを進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

市民、事業者、行政との協働による清
掃活動や美化啓発などを実施し、身近
な地域環境を快適に維持します。

R2～4事業費実施事業 まち美化推進事業

ボランティア用ゴミ袋購入など 地域美化促進事業

26010101 環境保護課

一般会計

喫煙場所清掃等委託事業 環境美化促進重点地区美化事
業

26010102 環境保護課

一般会計

（公財）かながわ海岸美化財団への参加 海岸美化推進事業

26010103 環境保護課

一般会計

不法投棄の未然防止対策 不法投棄防止対策事業

26010104 環境事業センター

一般会計

24,330

詳細施策 良好な衛生環境の保持2

し尿処理、害虫駆除など公衆衛生環境の保持に努めます。また、ペットの飼い主のマナー向上を中心に、

人とペットとの共生に向けた取組を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

し尿処理、害虫駆除などを行い、市民
生活の衛生面の向上を図ります。

R2～4事業費実施事業 衛生環境保持事業

害虫駆除等委託事業 害虫駆除事業

26020101 環境保護課

一般会計

清掃委託等事業 公衆便所管理事業

26020102 環境保護課

一般会計

公衆浴場利用促進及び施設整備の事業費補
助

公衆浴場補助事業

26020103 環境保護課

一般会計

し尿などの収集 し尿収集事業

26020104 環境保護課

一般会計

扇町クリーンセンター管理運営・長寿命化工事 扇町クリーンセンター管理運営
事業

26020105 環境保護課

一般会計

1,793,394
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 自然環境

26施策 良好な生活環境の保全と形成 詳細施策 良好な衛生環境の保持2

事業内容 予算事業・所属

千円

犬・猫飼い方マナーの啓発を行い、快
適な生活環境を作ります。また、飼い
犬の登録や狂犬病予防法に基づく集合
注射を実施します。

R2～4事業費実施事業 犬・猫飼い方マナー啓発事業

犬・猫飼い方マナー啓発用看板の作成、野良
猫の去勢・不妊手術に対する支援

犬・猫飼い方マナー啓発事業

26020201 環境保護課

一般会計

畜犬登録・狂犬病予防注射の実施 畜犬登録・狂犬病予防注射事業

26020202 環境保護課

一般会計

23,484

詳細施策 斎場の整備3

施設利用の増加や利用者ニーズに適切に対応するため、新たな斎場の整備を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

公衆衛生に寄与することを目的とし、
火葬需要に対して安定した火葬を提供
するため、斎場の適切な管理運営を行
います。

R2～4事業費実施事業 斎場運営整備事業

斎場の維持管理及び運営 斎場管理運営事業

26030101 環境保護課

一般会計

562,776
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 自然環境

27施策 自然環境の保全と再生 詳細施策 森林の再生1

施策 自然環境の保全と再生27

【基本方針】

森里川海など暮らしを支える豊かな自然環境や、そのつながりのなかで多様な生物が営む地域全体の生態系を

守り、再生していきます。

詳細施策 森林の再生1

植林や交流体験など森にふれあう機会を積極的に取り入れ、枝打ちや間伐を支援します。また、スギ、ヒ

ノキといった針葉樹主体の森に比べ、水源かん養機能が高く、多様な生物を育むことのできる落葉広葉樹

を主体とした森林の再生を促します。さらに、豊かな海づくりに向けた森林づくりを進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

森林が有する多面的機能を持続的に発
揮させるため、必要な森林整備等を行
います。また、おだわらの森林の長期
的な展望を示した森林ビジョンの策定
を通じて、地域の特色溢れる森林のあ
り方を模索します。

R2～4事業費実施事業 森林整備事業

地域水源林の整備、協力協約による森林整
備、林地台帳の管理運用、森林ビジョンの策定

森林整備事業

27010101 農政課

一般会計

325,529

詳細施策 里山の再生と整備2

市民が身近に親しめる自然空間として、また、さまざまな活動や学習のフィールドとしての里山の再生に

向けた地域の取組を支援します。

事業内容 予算事業・所属

千円

市民が身近に親しめる自然空間とし
て、また、さまざまな活動や学習の
フィールドとしての里山の再生に向
け、地域と連携した取組を進めます。

R2～4事業費実施事業 里地里山再生事業

里山づくり推進事業費の補助 里地里山再生事業

27020101 農政課

一般会計

3,144

詳細施策 水辺環境の整備促進3

治水や水質の安全性を保ちつつ、水辺に親しめる多自然川づくりや、市民の憩いの場としての砂浜海岸の

再生事業を促します。また、酒匂川から取水する京浜地区や県央地区の住民と交流を深め、水源林整備や

河川環境保全などへの活動を協力して進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

酒匂川水系保全協議会を通じて、水質
保全及び環境の維持向上に資する事業
を支援します。

R2～4事業費実施事業 酒匂川水系保全事業

酒匂川水系保全協議会への参加 酒匂川水系保全事業

27030101 環境保護課

一般会計

600

事業内容 予算事業・所属

千円

環境と景観に配慮した多自然水路を整
備します。

R2～4事業費実施事業 河川環境整備事業

多自然水路の整備、水質・動植物の調査、小
田原用水の保全

河川環境整備事業

27030201 道水路整備課

一般会計

158,460
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 自然環境

27施策 自然環境の保全と再生 詳細施策 生態系の維持保全4

詳細施策 生態系の維持保全4

希少な動植物を守り育てる活動や、水、大気、地下水、土壌など環境保全の取組を市民、事業者、行政が

一体となって進めます。また、野猿などの鳥獣被害防止対策を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

酒匂川への飛来状況等の観察を行うな
ど、市の鳥コアジサシの保護や啓発を
行います。また、メダカのお父さん・
お母さん制度によるメダカの保全策を
推進するとともに、生息地の保全管理
活動や啓発を行います。

R2～4事業費実施事業 野生動植物保護事業

コアジサシの飛来及び営巣状況の観察や保護
啓発活動の実施

コアジサシの保護事業

27040101 環境保護課

一般会計

メダカのお父さん・お母さん制度の実施、保全・
啓発活動の実施

メダカの保護事業

27040102 環境保護課

一般会計

1,335

事業内容 予算事業・所属

千円

関係機関と連携し、野猿の追払いや捕
獲などを実施します。また、有害鳥獣
や外来生物による被害を防止するた
め、捕獲檻の貸し出しや処分などの支
援を行います。

R2～4事業費実施事業 野猿等対策事業

鳥獣保護管理対策事業費の補助、野猿監視・
追払いの実施、有害鳥獣等の捕獲、捕獲檻の
貸し出し

野猿等対策事業

27040201 環境保護課

一般会計

49,923

事業内容 予算事業・所属

千円

各種環境法令などに基づき、市民生活
に密接につながる水質保全、地下水及
び土壌保全、大気保全、騒音振動対策
などの監視や調査などを行います。

R2～4事業費実施事業 公害対策事業

河川・海域水質調査の実施、排水事業者への
立入検査、合併処理浄化槽の設置費補助（転
換の場合のみ）

水質保全事業

27040301 環境保護課

一般会計

地下水・土壌調査・指導の実施 地下水・土壌保全事業

27040302 環境保護課

一般会計

大気環境・臭気調査の実施 大気保全事業

27040303 環境保護課

一般会計

騒音・振動調査・指導の実施、騒音計・振動計
機器などの更新

騒音振動対策事業

27040304 環境保護課

一般会計

公害発生源への立入調査・監視の実施、専用
水道などの届出に係る審査など

公害防止対策事業

27040305 環境保護課

一般会計

135,011
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 都市基盤

28施策 快適で魅力ある生活空間づくり 詳細施策 計画的な土地利用の推進1

施策 快適で魅力ある生活空間づくり28

【基本方針】

市民ニーズや人口減少、少子高齢化の動向を的確に捉え、集約型都市の形成による快適で魅力ある生活空間づ

くりを進めます。

詳細施策 計画的な土地利用の推進1

人口減少や少子高齢化に対応した集約型都市構造の構築を図るため、都市づくりの課題に応じた規制や誘

導による計画的な土地利用の推進を図ります。また、地域住民が中心となって進める地区のルールづくり

を支援し、地域特性を生かしたきめ細かなまちづくりを進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

人口減少・少子高齢化に対応し、高齢
者や子育て世代にとって健康で快適な
生活環境を確保するとともに、持続可
能なまちづくりを推進するため、「コ
ンパクト・プラス・ネットワーク」の
考え方に基づく立地適正化計画を推進
します。

R2～4事業費実施事業 集約都市形成事業

立地適正化計画の推進 立地適正化計画推進事業

28010101 都市政策課

一般会計

0

事業内容 予算事業・所属

千円

県内一斉に実施する線引き見直しに対
応するとともに、その基礎データとな
る都市計画基礎調査を行い、社会情勢
や地域の実情に即したまちづくりを進
めます。また、立地適正化計画におけ
る都市機能や居住機能の誘導策とし
て、高度利用等による土地利用の促進
に向け、地域地区の見直しの検討を進
めます。

R2～4事業費実施事業 地域地区等見直し事業

線引き見直し、都市計画基礎調査、地域地区
などの見直し検証及び変更

地域地区等見直し事業

28010301 都市計画課

一般会計

37,938

事業内容 予算事業・所属

千円

都市計画提案による地区計画制度の活
用・促進を図ることで、地域住民等の
主体的な街づくりへの取組みを支援
し、魅力あるまちづくりを推進しま
す。また、人口減少が認められる市街
化調整区域の既存集落等において、地
区計画制度の活用に向けた地域住民の
まちづくりの検討を支援し、宅地化に
よるコミュニティの維持を図ります。

R2～4事業費実施事業 地区計画等活用促進事業

地区計画策定支援・都市計画決定 地区計画等活用促進事業

28010401 都市計画課

一般会計

0

事業内容 予算事業・所属

千円

市民との協働により魅力あるまちづく
りを推進するため、まちづくりの各分
野に精通した専門のアドバイザーを派
遣します。

R2～4事業費実施事業 地域によるまちづくり支援事業

地域のまちづくり活動への専門家派遣など 街づくりアドバイザー事業

28010501 都市政策課

一般会計

1,500
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 都市基盤

28施策 快適で魅力ある生活空間づくり 詳細施策 計画的な土地利用の推進1

事業内容 予算事業・所属

千円

公共事業の推進や公共用地管理の適正
化を図るとともに、津波や洪水等の災
害後の迅速な復旧を可能とするため、
地籍調査事業（官民境界等先行調査）
を実施します。

R2～4事業費実施事業 官民境界確定事業

津波対策地域や洪水浸水対策地域の地籍調
査を実施

地籍調査事業

28010601 土木管理課

一般会計

61,335

事業内容 予算事業・所属

千円

国府津駅利用者の安全性や利便性を向
上させるため、既存自転車駐車場用地
を活用し、駅前広場を拡張するととも
に、自転車駐車場等を整備します。

R2～4事業費実施事業 国府津駅周辺整備事業

国府津駅周辺の整備 国府津駅周辺整備事業

28010701 都市計画課・地域安全課・
道水路整備課

一般会計

1,018,580

事業内容 予算事業・所属

千円

将来の土地利用、道路、下水道など市
民生活に重要なまちづくりの方向を示
す都市計画マスタープランについて、
立地適正化計画との整合を図りつつ、
新総合計画の策定と連携しながら改定
します。

R2～4事業費実施事業 小田原市都市計画マスタープラン改定事業

都市計画マスタープラン改定 小田原市都市計画マスタープラ
ン改定事業

28010801 都市計画課

一般会計

0

事業内容 予算事業・所属

千円

早川駅及び早川駅周辺の整備内容につ
いて検討します。

R2～4事業費実施事業 早川駅周辺整備事業

早川駅・早川駅周辺の整備内容の検討 早川駅周辺整備事業

28010901 企画政策課

一般会計

0

詳細施策 景観形成の促進2

暮らしの潤いとなる身近な景観形成や地域の自主的な景観形成活動を支援します。また、歴史まちづくり

法の活用などにより、地域の資産である歴史的建造物を次世代に継承するための体制や周辺環境を整え、

さらに、小田原城天守閣への眺望確保にも取り組みます。

事業内容 予算事業・所属

千円

地域の特性を踏まえた良好な景観形成
のため、市民による身近な景観形成や
地域による自主的な景観形成活動を支
援します。

R2～4事業費実施事業 景観まちづくり促進事業

景観意識の啓発、講習会などの開催、景観評
価員への意見聴取

景観意識高揚事業

28020101 まちづくり交通課

一般会計

景観形成修景費の補助、街なみ環境の整備の
支援

景観形成修景事業

28020102 まちづくり交通課

一般会計

2,136
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 都市基盤

28施策 快適で魅力ある生活空間づくり 詳細施策 小田原駅・小田原城周辺のまちづくり3

詳細施策 小田原駅・小田原城周辺のまちづくり3

小田原駅周辺の都市空間と小田原城周辺の自然に恵まれた歴史的空間が近接している魅力を最大限に生か

し、都市廊政策などによる回遊性を生み出す場としての空間づくりや、地域経済の振興と更なるにぎわい

を創出するための施設整備を進めます。また、史跡小田原城跡や市民ホールの整備も踏まえ、三の丸地区

全体の将来構想について検討するとともに、周辺への回遊性をさらに向上させるため、街なみの整備など

の方策を検討します。

事業内容 予算事業・所属

千円

広域交流施設と東口駐車場を上空連絡
通路で接続するなど、お城通り地区の
利便性向上と歩行者の安全確保のため
の整備を進めます。

R2～4事業費実施事業 お城通り地区再開発事業

再開発事業の推進 お城通り地区再開発事業

28030101 都市計画課

一般会計

181,638

事業内容 予算事業・所属

千円

歩いて楽しい歩行者空間の創造と街な
か居住の促進を図り、新たな市街地形
成とコミュニティの再生による、安心
して暮らしやすい、やすらぎのある街
なかの居住環境づくりとあわせ、中心
市街地の活性化を目指します。

R2～4事業費実施事業 都市廊政策推進事業

都市廊政策推進会議の開催、まちづくり機運の
醸成

都市廊政策推進事業

28030201 まちづくり交通課

一般会計

無電柱化整備など 都市廊の歩行空間づくり事業

28030202 道水路整備課

一般会計

213,000

事業内容 予算事業・所属

千円

三の丸地区の整備構想に基づき、短期
計画に位置付けた市民会館跡地（予
定）と周辺用地の利活用や整備に向け
て取り組みます。

R2～4事業費実施事業 市民会館跡地活用事業

市民会館跡地活用に係る検討・整備など 市民会館跡地活用事業

28030301 企画政策課

一般会計

32,942

事業内容 予算事業・所属

千円

地区まちづくり協議会のイベント活動
や、地区内にある資産（歴史的建造
物・空き家・空き店舗など）を活用し
た新たなまちの賑わい・交流の場の創
出により、公民連携での空き家・空き
店舗等の利活用を促進させる仕組みづ
くりを行うとともに、小田原駅・城周
辺からの回遊性向上を図ります。

R2～4事業費実施事業 まちなか再生支援事業

まちなか再生支援事業など まちなか再生支援事業

28030401 まちづくり交通課

一般会計

28,000
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 都市基盤

28施策 快適で魅力ある生活空間づくり 詳細施策 快適に暮らせる住環境の形成4

詳細施策 快適に暮らせる住環境の形成4

公共空間や建築物のバリアフリー化など快適な住環境の形成を進めます。また、利活用が可能な空き家の

有効利用を促進するとともに、拠点性や地域の特性を生かした集約型都市構造への転換に向け、共同化な

どによる土地の有効活用により、街なかへの定住促進に努めます。さらに、老朽化した市営住宅のあり方

の検討などを進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

住まいの情報発信、分譲マンションの
実態把握・相談対応等、社会情勢の変
化に応じた住宅政策を推進します。

R2～4事業費実施事業 住宅政策推進事業

小田原の魅力を活かした不動産情報の提供、
住まいに関する情報の提供

住まいの情報発信事業

28040101 都市政策課

一般会計

0

事業内容 予算事業・所属

千円

中心市街地における建築物の共同化、
老朽化マンションの住環境改善に係る
支援等により、街なか居住の推進を図
ります。

R2～4事業費実施事業 街なか居住推進事業

街なか居住の促進に向けた支援 市街地再開発関係事務

28040201 都市計画課

一般会計

740,703

事業内容 予算事業・所属

千円

良好な住環境を形成するため、事業者
と周辺住民との建築トラブルに関する
紛争相談、あっせん、調停などを行い
ます。

R2～4事業費実施事業 建築物等紛争調整事業

建築などに係る紛争の相談・あっせん・調停 建築等に関する紛争調整事業

28040301 都市政策課

一般会計

1,548

詳細施策 緑化の推進と公園の整備・管理5

市域の多くを占める民有地の緑化や街路樹の再整備・改善によるみどりの創出や質の向上を図るととも

に、持続的な緑化の推進のための資金循環の仕組みづくりに取り組みます。また、均衡ある都市公園の配

置や安心して利用できる公園整備・管理を市民・企業などと協働で取り組みます。

事業内容 予算事業・所属

千円

まちなかにおける民有地の緑化の支援
や公共空間の緑化を充実します。

R2～4事業費実施事業 みどりのまちづくり事業

民有地緑化支援、公共空間緑化支援、みどり
の担い手育成など

まちなか緑化支援事業

28050101 みどり公園課

一般会計

25,501

事業内容 予算事業・所属

千円

公園が充足していない地区に公園を配
置するため、公共施設の低未利用地部
分なども活用して公園を整備します。
また、既存の身近な公園、緑地及び広
場は、安全・快適に利用できるよう、
地域の住民とも連携して適切かつ効率
的な維持管理に取り組みます。

R2～4事業費実施事業 身近な公園緑地づくり事業

街区公園にある遊具の更新する、公園未充足
地区の解消に向けた検討

身近な公園等整備事業 

28050201 みどり公園課

一般会計

身近な公園の遊具や緑地、広場の植栽、街路
樹等の適切な維持管理、公園灯のLED化

身近な公園緑地維持管理事業 

28050202 みどり公園課

一般会計

238,017
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 都市基盤

28施策 快適で魅力ある生活空間づくり 詳細施策 緑化の推進と公園の整備・管理5

事業内容 予算事業・所属

千円

大規模公園の利用者のサービス向上と
管理運営経費の削減を図るため、指定
管理者制度による管理運営を行いま
す。また、安全・快適に利用できるよ
う、老朽化した公園施設の改修・更新
を行います。

R2～4事業費実施事業 大規模公園管理運営事業

上府中公園の管理運営（指定管理） 上府中公園管理運営事業 

28050301 みどり公園課

一般会計

フラワーガーデンの管理運営（指定管理） フラワーガーデン管理運営事業 

28050302 みどり公園課

一般会計

こどもの森公園・辻村植物公園の管理運営（指
定管理）

こどもの森公園・辻村植物公園
管理運営事業

28050303 みどり公園課

一般会計

789,129

事業内容 予算事業・所属

千円

久野霊園の墓地の設置、管理を行いま
す。また、園内の樹木のせん定や老朽
施設の改修・更新を行います。

R2～4事業費実施事業 久野霊園管理運営事業

適切な維持管理、老朽施設の改修,合葬式墓
地の整備・運用など

久野霊園管理運営事業

28050401 みどり公園課

一般会計

134,963

事業内容 予算事業・所属

千円

県立おだわら諏訪の原公園整備事業の
促進を図ります。

R2～4事業費実施事業 広域公園整備促進事業

県立おだわら諏訪の原公園の整備促進 県立おだわら諏訪の原公園整
備促進事業

28050501 建設政策課

一般会計

0

事業内容 予算事業・所属

千円

健全で美観上優れる樹木や樹林を、保
存樹、保存樹林に指定し、奨励金を交
付します。

R2～4事業費実施事業 保存樹・保存樹林奨励金交付事業

保存樹・保存樹林奨励金の交付、保存樹・保存
樹林の標識設置

保存樹・保存樹林奨励金交付事
業

28050601 環境保護課

一般会計

2,220
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 都市基盤

29施策 安全で円滑な地域交通の充実 詳細施策 誰もが移動しやすい交通環境づくり1

施策 安全で円滑な地域交通の充実29

【基本方針】

公共交通、自動車、自転車、徒歩それぞれの交通手段がバランスよく連携し、多極ネットワーク型コンパクトシティ

の形成を目指す中で、誰もが移動しやすい交通体系を構築していきます。

詳細施策 誰もが移動しやすい交通環境づくり1

地域の交通事情を踏まえ、公共交通や自転車、歩行者を優先した交通環境づくりを進めます。また、関係

機関と連携し、鉄道駅や駐車・駐輪場の改善、交通ネットワークの充実を図ります。特に小田原駅周辺は

駐車施設の適正配置や誘導案内、レンタサイクルの利活用など、来訪者の利便性を高める交通対策を引き

続き検討します。

事業内容 予算事業・所属

千円

公共交通の利便性を向上させるととも
に、市民一人ひとりが公共交通の存在
を見直し、地域全体で公共交通を支え
ていく取組を行います。

R2～4事業費実施事業 公共交通充実・活性化事業

地域の課題に対応した移動手段の検証、バス
停・行き先案内などの情報提供、地域公共交
通網形成計画の策定ほか

公共交通ネットワーク充実促進
事業

29010101 まちづくり交通課

一般会計

公共交通の輸送力増強と利用環境向上の促進 公共交通環境改善・利便性向上
促進事業

29010102 まちづくり交通課

一般会計

55,339

事業内容 予算事業・所属

千円

鉄道とバス、バス相互などの乗継が生
じる場所について、円滑に乗り継げる
環境整備を促進します。また、自動車
や自転車などとの乗継の利便性を向上
させるため、駐車場や駐輪場の整備、
有効活用を促進します。

R2～4事業費実施事業 交通結節点機能拡充・整備事業

駐車場実態調査、駐車場情報の更新など 小田原駅周辺駐車対策事業

29010201 まちづくり交通課

一般会計

0

事業内容 予算事業・所属

千円

歩行者や自転車などの交通弱者が安心
して利用できる道路空間などの整備を
進めます。

R2～4事業費実施事業 歩行者・自転車空間充実事業

国道・県道の歩道の設置・拡幅・段差解消等の
安全対策事業の促進

国道・県道歩行者・自転車空間
整備促進事業

29010301 建設政策課

一般会計

自転車通行空間の整備 歩行者・自転車空間整備事業

29010302 道水路整備課

一般会計

国道・県道の電線類地中化事業の促進 国道・県道電線類地中化促進事
業

29010303 建設政策課

一般会計

2,000
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 都市基盤

29施策 安全で円滑な地域交通の充実 詳細施策 円滑な道路交通の確保2

詳細施策 円滑な道路交通の確保2

渋滞や混雑の解消を図るほか、災害時における緊急輸送道路の役割を担う幹線道路の整備促進や交差点改

良を進めます。また、国や県と連携し地域間の交流や連携を支える広域的な道路網の整備促進を図りま

す。

事業内容 予算事業・所属

千円

社会情勢の変化に対応した幹線道路網
を構築し、交通渋滞の解消や安全性の
確保等を図り、自動車や人の円滑な交
通を目指します。円滑な交通処理をは
じめ、歩行車の安全確保や防災機能を
向上させるとともに、都市機能の充実
を図るため、計画的に幹線道路を整備
します。

R2～4事業費実施事業 幹線道路充実事業

都市計画道路見直し 都市計画道路見直し事業

29020101 都市計画課

一般会計

栄町小八幡線（市道2246）・小田原駅西口東町
線（市道0013）などの整備

幹線市道整備事業

29020102 道水路整備課

一般会計

404,000

事業内容 予算事業・所属

千円

地域の交流や連携を支える上で重要な
役割を担っている国道・県道の整備を
促進します。また、神奈川と静岡の県
境をまたぐ広域幹線道路計画を促進し
ます。

R2～4事業費実施事業 広域幹線道路網充実事業

国、県への要望活動、国道・県道の新設改良、
維持管理及び渋滞対策等の促進

国道・県道整備促進事業

29020201 建設政策課

一般会計

小田原真鶴道路建設促進協議会ほか関連要
望団体を通じた国、県への要望活動

伊豆湘南道路計画促進事業

29020202 建設政策課

一般会計

1,347

詳細施策 安全な生活道路の整備と維持管理3

狭あいな道路の拡幅や老朽化が進む橋りょう、道路施設の計画的な修繕など、安全な生活道路の整備を進

めるとともに、地域住民と一体となった道路維持管理体制の強化を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

生活道路の維持管理や狭あいな生活道
路の拡幅整備を進めるとともに、公的
な利用が認められる私道について整備
事業費の一部を助成します。また、地
域住民と一体となった道路維持管理体
制の強化を図ります。

R2～4事業費実施事業 身近な生活道路整備事業

市道0032・2421（久野地内）の整備ほか 市民生活道路改良事業

29030101 道水路整備課

一般会計

地域別の合同現地調査の実施及び道路舗装・
安全施設の整備

地域安心安全道づくり事業

29030102 建設政策課

一般会計

狭あい道路の整備と後退用地の買取りなど 狭あい道路整備事業

29030103 土木管理課

一般会計

私道整備事業の支援 私道整備事業費補助事業

29030104 土木管理課

一般会計

踏切の改良 踏切改良事業

29030105 道水路整備課

一般会計

土地開発公社保有地の購入 道路用地購入事業

29030107 道水路整備課

一般会計

1,032,305
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 都市基盤

29施策 安全で円滑な地域交通の充実 詳細施策 安全な生活道路の整備と維持管理3

事業内容 予算事業・所属

千円

交通安全施設（車止め、防護柵、道路
照明灯、カーブミラー、カラー舗装な
ど）の整備・維持修繕を進めるととも
に、学校等の周辺道路における安全な
歩行空間を確保するため、路側帯のカ
ラー化を実施します。

R2～4事業費実施事業 交通安全施設整備事業

交通安全施設の整備、維持修繕 交通安全施設充実事業

29030201 道水路整備課

一般会計

208,050

事業内容 予算事業・所属

千円

市民が安全に通行できる道路空間を提
供するため、道路や橋りょうなど、道
路施設の計画的な点検や修繕に取り組
み、維持管理の充実を図ります。

R2～4事業費実施事業 道路・橋りょう管理事業

道路舗装の現状調査・修繕、側溝の修繕・浚渫 道路維持事業

29030301 道水路整備課

一般会計

道路情報管理システムなどの整備・運用、道
路・橋りょう台帳の整備

道路管理システム強化事業

29030302 土木管理課

一般会計

橋りょうの点検・修繕 橋りょう維持修繕事業

29030303 道水路整備課

一般会計

小田原駅東西自由通路・鴨宮駅昇降施設など
の管理、ポンプ場施設の維持管理

道路管理事業

29030304 道水路整備課

一般会計

1,990,581

106



まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 都市基盤

30施策 安定した水供給と適正な下水処理 詳細施策 安心でおいしい水道水の安定供給1

施策 安定した水供給と適正な下水処理30

【基本方針】

安心でおいしい水道水を安定供給するため、水質の維持に努めるとともに、水道施設の計画的な更新・耐震化・

長寿命化を進めます。また、美しい川や海を未来につなぎ、快適な生活環境を保持するため、下水道の計画的な

整備や維持管理を進めます。

詳細施策 安心でおいしい水道水の安定供給1

重要度の高い施設や管路について、優先的に耐震化・更新を推進するとともに、水質を維持し安全な水道

水を安定供給します。

事業内容 予算事業・所属

千円

高田浄水場の早期の耐震化を進めると
ともに、基幹管路や重要度の高い管路
について、優先的に耐震化・更新を推
進することで、安全な水道水を安定供
給します。

R2～4事業費実施事業 水道施設整備事業

高田浄水場再整備、中曽根補助水源地深井
戸更新、第二水源地深井戸機械設備更新

取水・浄水施設整備事業

30010101 工務課

水道事業会計

久野配水池耐震補強、小峰配水池耐震補強 配水施設整備事業

30010102 工務課

水道事業会計

送水管の耐震化・更新 導・送水管整備事業

30010103 工務課

水道事業会計

老朽管更新事業 、管路整備（新設、改良、更
新）

配水管整備事業

30010104 工務課

水道事業会計

3,625,907

事業内容 予算事業・所属

千円

公道内に残存している鉛製給水管及び
老朽化した給水管をステンレス鋼管に
布設替えするとともに、宅地内に残存
する鉛製給水管については、広報等に
より布設替えを促進します。

R2～4事業費実施事業 老朽給水管更新事業

鉛製給水管・老朽給水管の更新 老朽給水管更新事業

30010201 給水課

水道事業会計

66,000

事業内容 予算事業・所属

千円

市民に安心でおいしい水道水を供給す
るため、水質管理の充実を図ります。

R2～4事業費実施事業 水質管理保持事業

水質検査機器の更新 水質管理保持事業

30010301 水質管理課

水道事業会計

21,194
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 都市基盤

30施策 安定した水供給と適正な下水処理 詳細施策 計画的で効率的な下水道の整備2

詳細施策 計画的で効率的な下水道の整備2

下水道の未普及地域の解消に向け、計画的かつ効率的な下水道の整備を進めます。また、老朽化した施設

や管きょの適切な維持管理を行います。

事業内容 予算事業・所属

千円

公共用水域の水質の保全等を目的とし
た下水道施設の整備を進めるために、
未普及地区における計画的かつ効率的
な下水道の整備等を行います。

R2～4事業費実施事業 下水道整備事業

公共下水道汚水渠の整備 汚水渠未普及地区解消事業

30020101 下水道整備課

下水道事業会計

1,446,000

事業内容 予算事業・所属

千円

下水道施設の機能を持続的に確保する
ために予防保全の観点から、重要な施
設の地震対策や老朽化施設の長寿命化
対策、不明水の削減に向けた対策を実
施することで、効率的・合理的な維持
管理を行います。

R2～4事業費実施事業 下水道維持管理事業

下水道施設を適正に機能させるための調査及
び工事など

下水道維持管理事業

30020202 下水道整備課

下水道事業会計

4,906,000

詳細施策 災害対策の推進3

災害などによるライフラインへの被害に迅速に対応できるよう、上下水道の応急復旧体制の強化や復旧用

資器材の整備を図ります。また、集中豪雨による浸水被害を未然に防ぐため、水路（雨水きょ）の整備を

進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

近年の集中豪雨や都市化の進展等に伴
う内水浸水被害のリスクを軽減させる
ため、計画的な雨水渠の整備等による
対策を実施します。

R2～4事業費実施事業 浸水対策事業

公共下水道雨水渠の整備 雨水渠整備事業

30030201 下水道整備課

下水道事業会計

983,000

詳細施策 健全経営の維持4

民間委託などにより業務の効率化や経費削減を図るとともに、適正な料金の設定について定期的に検証し

ていきます。また、下水道事業の必要性を周知し、下水道接続率の向上に努めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

適正な料金水準・体系の検討を定期的
に行うとともに、財政計画・事業化計
画の検証と見直しを行います。

R2～4事業費実施事業 経営効率化事業

財政計画の検証・見直し 、経営戦略の改訂、適
正な料金水準・体系の検討

健全経営確保事業

30040101 営業課

水道事業会計

一般会計から水道事業会計への繰り出し ※水道事業会計への繰り出し

30040102 営業課

一般会計

215,096
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まちづくりの目標 豊かな生活基盤のある小田原 政策分野 都市基盤

30施策 安定した水供給と適正な下水処理 詳細施策 健全経営の維持4

事業内容 予算事業・所属

千円

下水道事業の安定した運営のため、財
源となる下水道使用料や受益者負担金
の確保と経費の削減に努め、効率的か
つ効果的な事業運営を実施します。ま
た、酒匂川流域下水道事業負担金の適
正な負担割合について、神奈川県及び
流域市町とともに検証します。

R2～4事業費実施事業 下水道運営事業

酒匂川流域下水道の整備運営費の負担 酒匂川流域下水道負担金負担
事業

30040201 下水道総務課

下水道事業会計

下水道使用料の賦課徴収、下水道事業受益者
負担金の賦課徴収

下水道使用料等賦課徴収事業

30040202 下水道総務課

下水道事業会計

下水道運営審議会の開催、財政推計の見直し 下水道事業運営検証事業

30040203 下水道総務課

下水道事業会計

多古しらさぎ会館・コミュニティーホールかるが
もの運営管理

会館運営事業

30040204 下水道総務課

下水道事業会計

一般会計から下水道事業会計への繰り出し ※下水道事業会計への繰り出し

30040205 下水道総務課

一般会計

12,777,623

事業内容 予算事業・所属

千円

下水道未接続世帯への戸別訪問による
接続勧奨や、水洗化工事費に対する補
助金交付、融資あっせんといった利用
者の負担軽減などによって、下水道接
続率の向上を図ります。

R2～4事業費実施事業 下水道接続促進事業

水洗化工事費に対する補助金交付、水洗便所
改造資金融資のあっせん、未接続世帯への戸
別訪問による接続勧奨

下水道接続促進事業

30040301 下水道総務課

下水道事業会計

マンホールカードの作成・配布、新たなPRグッ
ズの作成等による普及啓発、マンホールの利
活用

下水道啓発事業

30040303 下水道総務課

下水道事業会計

25,545
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まちづくりの目標 市民が主役の小田原 政策分野 市民自治・地域経営

31施策 協働による地域経営 詳細施策 市民参画の仕組みの拡充1

施策 協働による地域経営31

【基本方針】

政策立案段階からの市民参画を定着させるとともに、地域の課題を地域で解決する仕組みづくりを進めます。

詳細施策 市民参画の仕組みの拡充1

市民と市職員が対等な形で建設的に議論できる場づくりや、情報共有を進めることで、政策立案段階から

の市民参画を定着させます。

事業内容 予算事業・所属

千円

本市が「SDGｓ未来都市」及び「自治
体 SDGｓモデル事業」に国から選定
されたことを受けて、SDGｓの普及啓
発を行うとともに、本市におけるSDG
ｓの達成に向けた取組を行います。

R2～4事業費実施事業 SDGs推進事業

SDGs普及啓発事業の実施 SDGs普及啓発事業

31010201 企画政策課

一般会計

20,000

詳細施策 地域資源を生かした協働の推進2

市民力による自由な発想と活力を導入し、多様な主体が連携して人材、歴史、自然などの地域資源の特長

と潜在力を引き出すことで、より一層の地域振興や課題解決、コミュニティの強化につなげます。また、

地域に貢献している市民や団体などの顕彰を行います。

事業内容 予算事業・所属

千円

自ら実践し地域に大きな貢献をしてき
た個人や団体を表彰し、その活動を広
く紹介することで、地域に貢献したい
と思う心を育みます。

R2～4事業費実施事業 市民力表彰事業

市民功労者等表彰の実施 市民功労者等表彰事業

31020101 地域政策課

一般会計

おだわら地域力市民力表彰の実施 おだわら地域力市民力表彰事
業

31020102 地域政策課

一般会計

3,231

詳細施策 地域コミュニティの強化3

地域における主体的なまちづくりや課題解決に向け、先進事例に学びつつ地域コミュニティとしての目指

す姿を明確にし、活動や担い手の育成を支援します。あわせて、地域の情報を共有し、地域との協働を進

めるため、市職員の地域への対応体制や行政内部での連携を強化します。また、地域活動の拠点確保に向

けた取組を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

地域別計画及び地域コミュニティ組織
基本指針に基づき、各地域コミュニ
ティ組織での主体的なまちづくりや課
題解決に向け、地域活動の連携や担い
手育成支援、庁内連絡会議での調整、
地域事務局の運営支援等に向けた取組
を進めます。

R2～4事業費実施事業 地域コミュニティ推進事業

地域コミュニティ組織の運営などへの支援 地域コミュニティ推進事業

31030101 地域政策課

一般会計

22,917
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まちづくりの目標 市民が主役の小田原 政策分野 市民自治・地域経営

31施策 協働による地域経営 詳細施策 地域コミュニティの強化3

事業内容 予算事業・所属

千円

各地域コミュニティ組織で主体的なま
ちづくりや課題解決に向けた取組が円
滑に進められるよう、地域活動の場の
確保に努め、運営を支援します。ま
た、地域センター施設設備の計画的な
維持管理を行うとともに、円滑かつ効
率的な施設運営を図り、施設活用と利
用促進に努めます。

R2～4事業費実施事業 地域コミュニティ施設整備運営事業

地域活動拠点等整備事業、酒匂市民集会施
設用地利活用

地域活動拠点等整備事業

31030201 地域政策課

一般会計

市民集会施設の維持管理 市民集会施設維持管理事業

31030202 地域政策課

一般会計

川東タウンセンターマロニエの管理運営 川東タウンセンター管理運営事
業

31030203 地域政策課

一般会計

城北タウンセンターいずみの管理運営 城北タウンセンター管理運営事
業

31030204 地域政策課

一般会計

橘タウンセンターこゆるぎの管理運営 橘タウンセンター管理運営事業

31030205 地域政策課

一般会計

地区公民館の活動などの支援、地区公民館建
替えへの補助など

地区公民館育成支援事業

31030206 生涯学習課

一般会計

集会所の管理運営 集会所管理運営事業

31030207 生涯学習課

一般会計

705,510

事業内容 予算事業・所属

千円

地域活動の主体である自治会組織の活
動を支援するとともに、自治会の基盤
をより強固なものとするため、地域活
動の環境づくりを推進します。

R2～4事業費実施事業 自治会活動支援事業

自治会総連合活動費の補助、自治会の活動費
補助、地域活動功労者表彰の実施

自治会活動活性化事業

31030301 地域政策課

一般会計

回覧物の配布・ ポスター掲示等の業務の自治
会への委託

地区行政事務委託事業

31030302 地域政策課

一般会計

85,304
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まちづくりの目標 市民が主役の小田原 政策分野 市民自治・地域経営

32施策 市民活動の促進 詳細施策 市民活動の支援1

施策 市民活動の促進32

【基本方針】

さまざまな分野における市民活動の活性化と市民活動団体間の交流・連携を促します。また、市民力をまちづくり

に生かす市民と行政との協働を推進します。

詳細施策 市民活動の支援1

市民活動への助成や情報提供などのほか、中間支援組織の機能を有する市民交流センターを拠点に多様な

活動を支援し、交流を促進することで、市民活動の活性化を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

市民活動の活性化や自立を促すため、
活動団体への財政面などの支援を行う
とともに、市民交流センターにおい
て、研修会や活動団体の交流会などを
開催します。

R2～4事業費実施事業 市民活動支援事業

市民活動推進委員会の開催、まごころカードの
交付、ボランティア活動補償制度の運用など

市民活動推進事業

32010101 地域政策課

一般会計

市民活動応援補助金の交付 市民活動助成事業

32010102 地域政策課

一般会計

市民交流センターの管理運営 市民交流センター管理運営事業

32010103 地域政策課

一般会計

206,160

詳細施策 協働事業の実施2

市民生活における課題の解決に向け、さまざまな分野で活動する市民活動団体の特性を生かし、行政と適

切な役割分担による協働のまちづくり事業を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

市民活動団体と行政が対等の立場で、
適切な役割分担と責任において事業を
実施する提案型協働事業を展開しま
す。

R2～4事業費実施事業 提案型協働事業

提案型協働事業の実施 提案型協働事業

32020101 地域政策課

一般会計

4,000
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まちづくりの目標 市民が主役の小田原 政策分野 市民自治・地域経営

33施策 情報共有の推進 詳細施策 情報の発信と提供1

施策 情報共有の推進33

【基本方針】

小田原のまちづくりに関するさまざまな情報や小田原の魅力を、市内外に分かりやすく多様な手段で発信します。

また、市民が必要とする行政情報が容易に入手できる環境や、幅広い市民の声が行政に届く仕組みを整えます。

詳細施策 情報の発信と提供1

広報紙、ホームページ、SNS、ラジオ、テレビなどを活用し、事業や施策の効果的な情報発信に努めま

す。また、行政が行う事業やさまざまなデータなどの情報を積極的に公表・提供し、活用できる仕組みや

環境を充実させます。

事業内容 予算事業・所属

千円

広報紙、ホームページなどを通じ、市
の情報を積極的に発信するとともに、
ＦＭおだわら、Ｊ：ＣＯＭ小田原、タ
ウン紙などさまざまなメディアを使っ
て地域情報を市民に提供します。

R2～4事業費実施事業 広報活動事業

広報小田原の発刊 広報紙発刊事業

33010101 広報広聴課

一般会計

FMおだわら・Ｊ:ＣＯＭ小田原など地域メディア
を活用した行政情報などの発信

地域メディア活用事業

33010102 広報広聴課

一般会計

ホームページの管理運用、写真・映像などの歴
史的資料の活用

ホームページ管理運用事業

33010103 広報広聴課

一般会計

280,891

詳細施策 広聴の充実2

市民が行政へしっかりと意見や考えを伝えられる手段を有効に機能させます。

事業内容 予算事業・所属

千円

市民の意見を聴くためのさまざまな環
境を整えるとともに、市民の意見や要
望を市政に反映させます。

R2～4事業費実施事業 市民対話促進事業

広報委員への広報事項などの提供、広報委員
からの情報・意見などの聴取

広報委員事業

33020101 広報広聴課

一般会計

市長への手紙事業の実施 市長への手紙事業

33020102 広報広聴課

一般会計

まちカフェの開催、市長の現場訪問の実施 市民と市長の懇談会事業

33020103 広報広聴課

一般会計

82,815
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まちづくりの目標 市民が主役の小田原 政策分野 市民自治・地域経営

33施策 情報共有の推進 詳細施策 都市セールスの充実3

詳細施策 都市セールスの充実3

小田原の多種多様な地域資源を、小田原の魅力として市内外に発信し、小田原ファンを増やし、人々の交

流や定住につながる取組を積極的に進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

小田原の多種多様な地域資源や先進的
な施策などの情報を、小田原の魅力と
して市内外に発信し、人々の交流や移
住を促進するとともに、関係人口の増
加につなげます。

R2～4事業費実施事業 都市セールス事業

地域ブランディング、PR・広告宣伝、PR媒体の
充実・活用、ロケ支援、移住プロモーションの展
開

都市セールス事業

33030101 広報広聴課

一般会計

ふるさと大使を活用したPR ふるさと大使事業

33030102 広報広聴課

一般会計

ふるさと応援寄附金事業のPR、返礼品の調整・
送付、寄附金の採納

ふるさと応援寄附金事業

33030103 広報広聴課・管財課

一般会計

662,959
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まちづくりの目標 市民が主役の小田原 政策分野 市民自治・地域経営

34施策 自立した行財政運営の推進 詳細施策 行財政改革の推進1

施策 自立した行財政運営の推進34

【基本方針】

行政活動の検証を通して行政資源の配分の最適化に努め、民間活力の導入、市民サービスの向上や経費の削

減を図り、より効果的かつ効率的な行財政運営を行います。また、地方分権時代に相応しい課題解決能力の高い

基礎自治体を目指し、都市制度改革を踏まえた権能の強化を図ります。

詳細施策 行財政改革の推進1

「第２次行政改革指針」の下で施策や事業を評価・検証し、自律的かつ継続的な見直しを行うとともに、

市民と行政とが情報を共有しながら行財政改革を進めます。

事業内容 予算事業・所属

千円

最小の経費で最大の効果を創出するこ
とができるよう、徹底した行財政運営
の能率化・合理化を進めていきます。

R2～4事業費実施事業 行財政改革推進事業

行政改革実行計画の進捗管理、次期行政改革
実行計画の策定

行政改革プログラム進捗管理事
業

34010101 企画政策課

一般会計

先進的行革事例の調査、行革案の庁内調整、
職員提案制度の実施  実績表彰制度の実施

全庁的改革改善活動促進事業

34010102 企画政策課

一般会計

323

事業内容 予算事業・所属

千円

実施事業を有効性や効率性といった多
角的な視点で検証することで事業の改
善や見直しに繋げていくとともに、そ
の結果を公表していくことで説明責任
を果たしていきます。

R2～4事業費実施事業 行政評価推進事業

事務事業評価の実施 行政評価推進事業

34010201 企画政策課

一般会計

0

詳細施策 公共施設の最適化2

全市的な視点から公共施設の複合化や統廃合を含めた適正な配置や、整備・管理運営方法などの見直しを

通じて、最少の経費で施設の効用を最大にします。特に、支所・連絡所などについては、民間事業者との

業務連携により、住民の利便性の確保対策を講じるとともに、窓口機能や施設の再編を進めます。また、

計画的な維持保全により、公共施設のライフサイクルコストの低減を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

老朽化が進む市庁舎の建物や敷地内の
設備などを一体的に整備することによ
り、業務の執行や市民サービスの向上
を図ります。

R2～4事業費実施事業 庁舎等維持管理事業

市庁舎施設・設備の管理及び改修 庁舎等維持管理事業

34020201 管財課

一般会計

1,792,884
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まちづくりの目標 市民が主役の小田原 政策分野 市民自治・地域経営

34施策 自立した行財政運営の推進 詳細施策 公共施設の最適化2

事業内容 予算事業・所属

千円

公共施設の総量縮減、機能・配置の適
正化及び公民連携による効率的な施設
整備・運営を推進します。また、市有
建築物の計画的な維持保全体制の確立
などに取り組みます。

R2～4事業費実施事業 公共施設マネジメント事業

公共施設再編の推進 公共施設再編事業

34020301 公共施設マネジメント課

一般会計

公共施設の総量縮減及び機能・配置の適正化 公共施設活用事業

34020302 公共施設マネジメント課

一般会計

市有建築物の計画的な長期保全体制の確立、
外壁アスベスト調査、建築基準法第12条の定
期点検

市有建築物長期保全事業

34020303 公共施設マネジメント課

一般会計

80,827

詳細施策 規律ある財政運営3

自主財源を確保するとともに、市債の新規発行を償還元金以内に抑制することを念頭に置き、市債残高の

減少に努めます。また、歳入に見合った歳出規模への抑制を行う一方、未来に向けて投資が必要な政策分

野に対しては、しっかりとした資源配分を行います。

事業内容 予算事業・所属

千円

市税の滞納発生初期段階において、市
税等納付促進センターから自主的納付
の呼びかけを行うなど、滞納の累積を
抑制するとともに、厳正な滞納処分の
執行や口座振替の利用促進により、税
負担の公平性や市税収入の確保を図り
ます。

R2～4事業費実施事業 市税収入確保事業

市税の滞納整理強化 市税収納率向上事業

34030101 市税総務課

一般会計

市税の適正な収納管理 市税収納管理事業

34030102 市税総務課

一般会計

144,746

事業内容 予算事業・所属

千円

固定資産税・都市計画税を課税するに
あたり、土地評価システム及び家屋評
価システム等を活用することにより、
効率的かつ適正な評価を行います。

R2～4事業費実施事業 固定資産評価事業

土地・家屋評価（支援）システムの運用など 土地・家屋評価事業

34030201 資産税課

一般会計

128,072

事業内容 予算事業・所属

千円

納税者の利便性の向上及び課税事務の
効率化を図るため、地方税共同機構が
運営するeLTAXを活用し、市民税等
の電子化を推進します。

R2～4事業費実施事業 地方税課税事務電子化事業

ｅＬＴＡＸを活用した電子データの受信・運用及
び電子申告の推進

地方税課税事務電子化事業

34030301 市民税課

一般会計

41,483

事業内容 予算事業・所属

千円

土地開発公社保有地の再取得、公社へ
の利子等補給金の交付、無利子貸付を
実施し、土地開発公社のさらなる経営
健全化に努めます。

R2～4事業費実施事業 土地開発公社経営健全化事業

土地開発公社用地の再取得を行う 土地開発公社用地再取得事業

34030401 管財課

一般会計

利子等補給金の交付、無利子貸付の実施 土地開発公社経営健全化支援
事業

34030402 管財課

一般会計

927,000
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まちづくりの目標 市民が主役の小田原 政策分野 市民自治・地域経営

34施策 自立した行財政運営の推進 詳細施策 競輪事業の今後に向けた検討の本格化4

詳細施策 競輪事業の今後に向けた検討の本格化4

競輪事業についての更なる経営努力を図るとともに、今後のあり方について、市財政や、市民生活、まち

づくりへの影響などさまざまな視点から検討を行います。

事業内容 予算事業・所属

千円

安全な開催を継続実施できるよう必要
な施設整備・改修を行うとともに、経
営合理化を進め、安定した収益確保を
図ります。

R2～4事業費実施事業 競輪場施設等整備事業

競輪場施設の整備・改修 競輪場施設整備・改修事業

34040101 事業課

競輪事業特別会計

自動発払機などの整備 投票業務整備事業

34040102 事業課

競輪事業特別会計

168,035

詳細施策 地方分権時代に対応した行政機能の強化5

中核市移行に係る検討を行うなど、地方分権時代の自治の主体として総合的な権能及び機能強化を進めま

す。

事業内容 予算事業・所属

千円

基幹業務システムの管理運用と調査研
究を行います。

R2～4事業費実施事業 基幹業務システム整備事業

基幹業務システムの管理運用・調査研究 基幹業務システム管理運用事
業

34050101 情報システム課

一般会計

636,967

事業内容 予算事業・所属

千円

市役所内部の情報共有と事務の効率化
を図るため、庁内ネットワークシステ
ムの管理運用と整備を図ります。

R2～4事業費実施事業 庁内ネットワークシステム整備事業

庁内ネットワークシステムの管理運用・整備 庁内ネットワークシステム管理
運用事業

34050201 情報システム課

一般会計

559,818

事業内容 予算事業・所属

千円

多様化するニーズに対応するため、マ
イナンバーカードを活用した便利・簡
単・安心のコンビニ交付サービス、市
民の身近にある郵便局10局において
対面で対応する郵便局交付サービスや
２市３町（小田原市・南足柄市・大井
町・松田町・箱根町）のそれぞれの窓
口において相互に証明書の交付する
サービスを提供します。

R2～4事業費実施事業 証明書交付サービス事業

広域証明発行サービスの実施 広域証明発行サービス事業

34050301 戸籍住民課

一般会計

証明書コンビ二交付サービスの実施 証明書コンビニ交付サービス事
業

34050302 戸籍住民課

一般会計

証明書郵便局交付サービスの実施 証明書郵便局交付サービス事
業

34050303 戸籍住民課

一般会計

67,599
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まちづくりの目標 市民が主役の小田原 政策分野 市民自治・地域経営

34施策 自立した行財政運営の推進 詳細施策 地方分権時代に対応した行政機能の強化5

事業内容 予算事業・所属

千円

各種行政システムを近隣市町と共同で
運用することで、利用者の利便性の向
上や各自治体の負担軽減、行政手続の
透明性と公平性の確保を実現します。

R2～4事業費実施事業 システム広域連携推進事業

神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会
に参加、電子申請システムの共同運用

電子申請システム運用事業

34050401 情報システム課

一般会計

公共施設予約システムの管理運用 公共施設予約システム管理運
用事業

34050402 情報システム課

一般会計

地理情報システムの管理運用 統合型地理情報システム管理
運用事業

34050403 情報システム課

一般会計

32,565

事業内容 予算事業・所属

千円

県及び県内参加市町村などと共同によ
る電子入札システムを運用すること
で、一連の入札手続きの標準化及び電
子化を行います。

R2～4事業費実施事業 かながわ電子入札システム運用事業

かながわ電子入札システムの共同運用、契約
管理システムの運用

かながわ電子入札システム運用
事業

34050501 契約検査課

一般会計

41,322
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まちづくりの目標 市民が主役の小田原 政策分野 市民自治・地域経営

35施策 自ら考えて行動する職員の育成 詳細施策 人材の確保1

施策 自ら考えて行動する職員の育成35

【基本方針】

新しい小田原の創造への熱い心を持つ人材を確保し、市民の最良のパートナーとなる人材として育成し、地域を

担う人材として最大限の活用を図ります。

詳細施策 人材の確保1

人物を重視した採用を積極的に進め、本市の求める人物像にふさわしい職員を確保します。

事業内容 予算事業・所属

千円

人物を重視した採用を積極的に進め、
本市の求める人物像にふさわしい職員
を確保するとともに、高度な専門知識
などを有する人材を確保します。

R2～4事業費実施事業 人材確保事業

採用試験問題の作成、採用職員健康診断の実
施、障害者雇用促進法に基づく雇用の実施

職員採用事業

35010101 職員課

一般会計

6,276

詳細施策 人材の育成2

自ら考えて行動できる職員となるために必要な能力開発や意識改革を進めるとともに、個々の特性を生か

したキャリアアップなどを実施し、職員のパフォーマンスの最大化を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

自ら考え、行動できる職員となるため
に必要な能力開発や意識改革などを進
め、職員のパフォーマンスの最大化に
向けた実践的な研修を実施します。

R2～4事業費実施事業 人材育成事業

自己啓発研修・派遣研修・集合研修・技術職員
研修の実施、風通しの良い職場づくりの推進

職員研修事業

35020101 職員課

一般会計

34,170

事業内容 予算事業・所属

千円

さまざまな分野の有識者から大局的な
提言や助言を得ることにより、まちづ
くりの課題解決力を高めます。

R2～4事業費実施事業 政策マインド養成事業

庁内横断的な政策課題の検討 政策課題検討事業

35020201 企画政策課

一般会計

3,078

詳細施策 人材の活用3

職員の士気を高めるため、適正に人事評価制度を運用するとともに、公務に好影響をもたらす環境を整備

し、公務能率の向上を図ります。また、市民感覚と行政職員の専門性を重視し、組織の要として活躍でき

る職員を適所に配置します。

事業内容 予算事業・所属

千円

職員の心身の健康を維持し、元気回復
のための福利厚生の充実を図ります。

R2～4事業費実施事業 人材活用事業

福利厚生事業 福利厚生事業

35030101 職員課

一般会計

140,791
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まちづくりの目標 市民が主役の小田原 政策分野 市民自治・地域経営

36施策 広域行政の推進 詳細施策 県西地域2市8町における広域連携の推進2

施策 広域行政の推進36

【基本方針】

関係市町との相互補完及び適切な役割分担により、広域的な課題に的確に対応します。

詳細施策 県西地域2市8町における広域連携の推進2

基礎自治体を取り巻く社会経済環境の変化への的確な対応や、高度化、複雑化する広域的課題の解決に向

けて、県西地域2市8町が共同して取り組みます。

事業内容 予算事業・所属

千円

県西地域における広域行政を推進する
ため、神奈川県西部広域行政協議会の
事務局として運営事業を実施します。

R2～4事業費実施事業 神奈川県西部広域行政協議会運営事業

神奈川県西部広域行政協議会への参加 県西部広域行政協議会運営事
業

36020101 企画政策課

一般会計

2,205

詳細施策 多様な枠組みによる自治体間連携の推進3

富士山を中心としたＳ.Ｋ.Ｙ広域圏内の市町村との連携による地域活性化の取組を進めるほか、2市8町の

枠組みにとらわれることなく地域課題の解決に向けて、多様な枠組みによる自治体間連携を進めます。ま

た、御殿場線を交流の軸とした魅力ある地域を形成するため、民間団体などとの連携を図ります。

事業内容 予算事業・所属

千円

圏内の市町村が連携して課題解決に取
り組む、富士箱根伊豆交流圏市町村
ネットワーク会議（S.K.Y.広域圏）に
参画し、観光、広域連携推進、防災分
野の調査・研究を行うほか、隔年開催
のサミットを開催します。

R2～4事業費実施事業 S.K.Y.広域圏推進事業

富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議
への参加

S.K.Y.広域圏推進事業

36030101 企画政策課

一般会計

104

123
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