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１ 総合計画上の位置づけ 
実施計画は、第５次小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」において、

次のとおり位置づけられています。 

 
 

基本構想（平成 23年度～平成 34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 23年度～平成 28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 2次：平成 26年度～平成 28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、平成34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」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２次実施計画の期間は、平成26年度から平成28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。 
 

           年度 

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 平成31年 平成32年 平成33年 平成34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 

            

基   本   構   想 

            

前 期 基 本 計 画  

            

第１次実施計画 第２次実施計画  

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、計画期間中に市が主体となって実施する事業、市民と協働し

て実施する事業、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、第１次実施計画と同様に、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２次実施計画は、第１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」基本計画の諸施策に掲げる目指す姿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。 

事業展開については、取り組みの成果を市民の皆さんが実感できるよう具体

化する段階にあることや、厳しい財政状況等を踏まえ、事務事業評価と連動し、

既存事業の成果最大化を図ることを念頭に計画づくりを行いました。 

 

（１）事務事業評価と連動した既存事業の成果最大化 

既存事業については、その成果の最大化に向け、事務事業評価と連動した

見直しや改善を積極的に進めるとともに、新たな財源確保や事業費圧縮の方

策についても検討するなど、計画・予算・評価が連動した市政運営につなが

るよう配慮しました。 

また、新規事業については、事業統廃合などのマネジメントにより、必要

最小限の位置づけとすることに留意しました。 

 

（２）未来への投資（先導的施策の補強） 

「おだわらＴＲＹプラン」の将来都市像である「市民の力で未来を拓く希

望のまち」の実現に向け、貢献度や波及効果が大きく期待できる施策群を基

本計画において未来への投資（先導的施策）として位置づけています。 

その推進にあたっては、第１次実施計画における成果等を踏まえて構成事

業を見直し、優先度の高い事業を位置づけました。 

なお、未来への投資（先導的施策）は、次の６つの施策群により構成して

います。 
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① 未来を担う子どもを育む 
② ものを生み出す力を育てる 

③ 都市の顔をつくる 

④ 自然環境を再生する 

⑤ 文化力を高める 

⑥ 地域のつながりを再生する 
 

（３）第２ステージの取り組み指針等の位置づけ 

市長が現在の任期における取り組みの具体的な補強として提示した、第２

ステージの取り組み指針に掲げる内容や、市長レクチャーにおける事業展開

の指示等を精査し、既存事業の見直しとあわせて実施計画に位置づけました。 

 

（４）財源の確保と財政見通しとの整合 

国・県・各種団体等の制度や予算メニューの動向を注視し、財源確保の工

夫に努めました。また、新たな起債対象事業や、後年度の財政的な影響が想

定される大規模事業は、十分に精査したうえで実施計画へ位置づけました。 

 

６ 財政収支の見通し 

（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

２，１３０億円であり、このうち一般会計事業費は約１，４６７億円となり

ます。 

なお、計画期間の初年度となる平成26年度は、計画と予算を連動させてお

り、各事業費は、平成26年度当初予算額と同額となっています。 

 

（２）未来への投資（先導的施策）事業費 

先導的施策の構成事業の事業費を集計したものが表２で、３年間の事業費

の合計は約３０３億円となります。 
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（３）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の見通しは表３のとおりです。 

【歳入】 

歳入の根幹をなす市税収入については、国の各種の政策効果の発現などに

より、景気回復の動きが広がりつつあることから、法人市民税などについて

は増収が見込まれています。しかし、雇用・所得環境の改善の動きは、未だ

不確実な状況であり、加えて、消費税率の引き上げがもたらす景気への影響

も不透明な状況にあります。さらに、平成27年度からの地方法人税の導入や

固定資産税・都市計画税の評価替え等の影響もあり、市税収入の動向は、足

踏み状態が続くと想定されます。 

国・県支出金については、事業内容に応じた様々な制度・予算を可能な限

り活用して見込んでいます。また、市債については、三大事業の具体化や土

地開発公社の土地の買戻しなどに応じて増加することになりますが、債務負

担行為を含めた市全体の実質的な債務の縮減を図る観点もあわせて、市債発

行を管理していきます。 

なお、平成26年４月からの消費税率８％への引き上げに伴う影響について

は、交付金の増額など地方財政対策上、現時点で確実に想定されている範囲

において、見込むものとしています。 

【歳出】 

これまでに、財源対策として、行政改革による歳出削減に加え、市債借入

を元金償還金以内に抑え、市債残高と公債費の縮減を図ってきました。加え

て、基金からの長期繰替運用の元金償還金や土地建物取得に係る債務負担行

為といった義務的支出が平成27年度から平成29年度までに順次終了するこ

とから、大規模事業の実施に係る一般財源所要額は確保できる見通しが立っ

ており、市民生活に身近な事業を着実に実施していくこととあわせ、三大事

業の具体化を実施計画に位置づけています。 

また、施設や公共インフラの老朽化対策（長寿命化対策）については、更

新計画をたてて、後年度の更新費用の平準化を図るとともに、後期基本計画

を見据えて、市民に身近な斎場や焼却施設、病院などについても、施設整備

に向けた事業を位置付けています。 

しかし、社会保障関係の義務的支出が依然として増加傾向にあることなど

も踏まえると、大変厳しい財政状況に変わりはありません。そこで、市民生

活に身近なサービスの維持向上とあわせ、持続可能で健全な財政運営の実現

に向け、事業の抜本的な見直しを行い、事業費の削減に努め、計画期間中の

財政収支を別表のとおり想定しました。 



表１ 実施計画事業費集計表
　　　　　　　　　単位：百万円

２６年度 ２７年度 ２８年度 合　　計

48,448 49,900 50,050 148,398

福 祉 ・ 医 療 34,177 35,439 35,592 105,208

暮 ら し と 防 災 ・ 防 犯 3,870 3,494 3,506 10,870

子 育 て ・ 教 育 10,401 10,967 10,952 32,320

4,437 6,586 8,337 19,360

地 域 経 済 3,219 2,728 1,956 7,903

歴 史 ・ 文 化 1,218 3,858 6,381 11,457

13,532 14,190 12,438 40,160

自 然 環 境 3,029 3,133 3,445 9,607

都 市 基 盤 10,503 11,057 8,993 30,553

1,494 2,128 1,439 5,061

市 民 自 治 ・ 地 域 経 営 1,494 2,128 1,439 5,061

67,911 72,804 72,264 212,979

　うち一般会計事業 46,570 49,783 50,367 146,720

　うち特別会計・企業会計事業 21,341 23,021 21,897 66,259

表２ 未来への投資（先導的施策）事業費集計表
　　　　　　　　　単位：百万円

２６年度 ２７年度 ２８年度 合　　計

4,595 4,866 4,896 14,357

95 173 323 591

3,509 2,326 611 6,446

196 246 200 642

407 2,747 5,021 8,175

31 30 30 91

8,833 10,388 11,081 30,302

未来を担う子どもを育む

ものを生み出す力を育てる

都 市 の 顔 を つ く る

自 然 環 境 を 再 生 す る

地域のつながりを再生する

合 計

文 化 力 を 高 め る

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

区　　　　　　　　　分

合 計

区　　　　　　　　　分

いのちを大切にする小田原

金             額

金             額
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表３ 財政収支の見通し（一般会計）
 　　　　　　　　　単位：百万円

２６年度 ２７年度 ２８年度 合　　計

市 税 32,258 31,595 31,633 95,486

歳 国 ・ 県 支 出 金 15,213 15,962 15,872 47,047

市 債 6,287 7,724 8,160 22,171

入 そ の 他 10,042 10,788 10,624 31,454

63,800 66,069 66,289 196,158

実 施 計 画 事 業 費 46,570 49,783 50,367 146,720

歳 実 施 計 画 外 事 業 費 17,230 16,286 15,922 49,438

人 件 費 9,394 9,480 9,521 28,395

公 債 費 5,644 5,484 5,129 16,257

出 そ の 他 2,192 1,322 1,272 4,786

63,800 66,069 66,289 196,158

合 計

合 計

区　　　　　　　　　分
金             額
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７ 実施計画の見方 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 「事業内容」欄の右下部に次の表の「表記」欄の文字が記載されているものは、未来への投資（先導的施策）

に該当する事業であることを示しています。 

 

表記 未来への投資（先導的施策） 

子ども 未来を担う子どもを育む 

地域経済 ものを生み出す力を育てる 

都市の顔 都市の顔をつくる 

自然環境 自然環境を再生する 

文化力 文化力を高める 

地域再生 地域のつながりを再生する 

 

※2 「予算事業・所属」欄に記載してある事業名は、予算書の説明欄の事業名に対応しています。 

左１字空きで表示されている

事業名に対応 

【予算書の表示例】 

※1未来への投資（先導的施策）に該当 

※2予算書の事業名

に対応 

【実施計画書の表示例】 
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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 1詳細施策 地域における包括的な支援体制の充実

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 地域における包括的な支援体制の充実1

民生委員児童委員、社会福祉協議会、自治会、NPO、ボランティア、社会福祉事業者、地域住民など多

様な主体の連携強化を図ります。あわせて、身近な地域において気軽に相談ができ、交流できる場づく

りや、地域包括支援センター、障がい者相談支援事業所、子育て支援センターなど専門の相談拠点の更

なる連携を推進することで、地域全体で支えあうまちケアタウンの構築を図ります。

実施事業 保健福祉ネットワーク構築事業 H26～28事業費 376,974

地域における相談体制の充実に向け、
保健福祉関係者間の連携促進による
ネットワークの構築を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

ケアタウン構想の推進

福祉政策課

ケアタウン推進事業

地域再生 1010101

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

福祉政策課

民生委員児童委員事業

　 1010102

市社会福祉協議会への補助

福祉政策課

市社会福祉協議会助成事
業

　 1010103

実施事業 交流の場づくり事業 H26～28事業費 66,180

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。

千円

予算事業・所属事業内容

社会福祉センターの管理運営等

福祉政策課

社会福祉センター管理運営
事業

　 1010201
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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 3詳細施策 セーフティネットの充実

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。

実施事業 生活支援事業 H26～28事業費 15,631,009

生活保護などをはじめとして市民の生
活と暮らしを守ります。

千円

予算事業・所属事業内容

生活保護の実施

福祉政策課

生活保護事業

　 1030101

中国残留邦人等支援給付の実施

福祉政策課

中国残留邦人等支援事業

　 1030102

行旅病人の救護
行旅死亡人の火葬など

福祉政策課

行旅病人・死亡人事業

　 1030103

国民年金の届出・請求の受付

保険課

国民年金事業

　 1030104

遺族会・原爆被災者の会への補助
慰霊祭の開催

福祉政策課

遺族援護等事業

　 1030105

外国籍高齢者・障がい者等福祉給付金の支給

福祉政策課

外国籍高齢者・障がい者等
福祉給付事業

　 1030106

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

福祉政策課

被災者支援事業

　 1030107

住宅支援給付の実施

福祉政策課

住宅支援給付事業

1030108

実施事業 国民健康保険事業 H26～28事業費 6,623,664

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、臨戸徴収や電話催告な
どにより国民健康保険料の収納率の向
上を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

徴収嘱託員による未納保険料の臨戸徴収

保険課

徴収嘱託員臨戸徴収事業

　 1030201

特別会計

未納保険料の電話催告

保険課

電話催告事業

　 1030202

特別会計

滞納管理システムの管理運用

保険課

滞納情報管理事業

　 1030203

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

保険課

※国民健康保険事業特別
会計への繰り出し

　 1030204

実施事業 後期高齢者医療事業（繰出金） H26～28事業費 6,337,610

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。

千円

予算事業・所属事業内容

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

保険課

※後期高齢者医療事業特
別会計への繰り出し

　 1030301
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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 3詳細施策 セーフティネットの充実

実施事業 介護保険事業（繰出金） H26～28事業費 5,903,810

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。

千円

予算事業・所属事業内容

一般会計から介護保険事業特別会計への繰り出
し

介護保険課

※介護保険事業特別会計
への繰り出し

　 1030401

実施事業 市営住宅整備事業 H26～28事業費 687,369

老朽箇所の修繕や、建替えまたは用途
廃止を計画的に行うほか、住宅施設の
機能向上を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

市営住宅の外壁・屋上防水・給排水管等の改修

建築課

市営住宅維持管理事業

　 1030501

市営住宅の維持管理運営

建築課

市営住宅運営事業

　 1030502
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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 1詳細施策 生きがいづくりと社会参加の促進

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 生きがいづくりと社会参加の促進1

高齢者の生きがいづくりを促し、主体的な活動や自発的な社会参加を支援します。

実施事業 生きがいづくり事業 H26～28事業費 140,564

高齢者が社会とのつながりを持ち続
け、生きがいを持って自立した生活が
できるよう、社会参加の支援を進め、
高齢者の主体的な活動を促進します。

千円

予算事業・所属事業内容

生きがいふれあいフェスティバルの開催

高齢福祉課

生きがいふれあいフェスティ
バル開催事業

　 2010101

特別会計

はり・きゅう・マッサージ施術費の助成
高齢者保養費の助成

高齢福祉課

いきいき健康切符事業

　 2010103

地区敬老行事の開催
長寿祝品・敬老祝金の贈呈

高齢福祉課

敬老行事・長寿祝事業

　 2010104

実施事業 社会参加促進事業 H26～28事業費 48,247

高齢者の主体的な活動や、就業の機会
の確保を支援します。

千円

予算事業・所属事業内容

シルバー人材センターの運営費補助等

高齢福祉課

シルバー人材センター運営
補助事業

　 2010201

単位老人クラブ・老人クラブ連合会の活動費補
助

高齢福祉課

老人クラブ活動補助事業

　 2010202

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

高齢福祉課

アクティブシニア応援ポイン
ト事業

地域再生 2010203

実施事業 高齢者施設管理運営事業 H26～28事業費 180,730

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。

千円

予算事業・所属事業内容

生きがいふれあいセンターの管理運営・維持修
繕

高齢福祉課

生きがいふれあいセンター
管理運営事業

　 2010301

前羽福祉館の管理運営・維持修繕

高齢福祉課

前羽福祉館管理運営事業

　 2010302

下中老人憩の家の管理運営・維持修繕

高齢福祉課

下中老人憩の家管理運営
事業

　 2010303
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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 2詳細施策 地域における高齢者支援体制の充実

詳細施策 地域における高齢者支援体制の充実2

地域包括支援センターの機能を強化するとともに、さまざまな主体が連携して高齢者を地域全体で支え

る体制づくりを進めます。また、家族介護者の身体的、精神的、経済的負担を軽減するさまざまな支援

を行います。

実施事業 地域包括支援センター運営事業 H26～28事業費 546,253

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。

千円

予算事業・所属事業内容

地域包括支援センターの運営
運営協議会の開催
業務システムの管理運用

高齢福祉課

地域包括支援センター運営
事業

　 2020101

特別会計

実施事業 権利擁護等事業 H26～28事業費 13,962

高齢者に対する虐待の防止やその早期
発見、高齢者の権利擁護のために必要
な援助を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

成年後見の代理申し立て
成年後見制度の利用費助成
市民後見人の検討・養成

高齢福祉課

成年後見制度利用支援事
業

　 2020201

特別会計

高齢者虐待防止相談の実施
高齢者虐待防止ネットワーク事務局の開設
各種会議・研修の実施

高齢福祉課

高齢者虐待防止ネットワー
ク事業

　 2020202

特別会計

実施事業 家族介護者支援事業 H26～28事業費 15,906

在宅のねたきりや重度認知症の高齢者
を介護している家族に対し、介護用品
の支給や家族介護教室の開催などを行
うことにより、精神的、経済的な負担
の軽減を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

家族介護用品（おむつ）の支給

高齢福祉課

家族介護用品支給事業

　 2020301

特別会計

家族介護教室・家族介護者交流会の開催

高齢福祉課

家族介護教室事業

　 2020302

特別会計

徘徊認知症高齢者の探索

高齢福祉課

徘徊認知症高齢者探索事
業

　 2020303

特別会計

認知症サポーター養成講座の開催
専門家によるフォロー講座の開催

高齢福祉課

認知症支援推進事業

2020305

特別会計

実施事業 老人保護措置等事業 H26～28事業費 11,340

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。

千円

予算事業・所属事業内容

養護老人ホームなどへの入所措置・在宅措置

高齢福祉課

老人ホーム入所等措置事業

　 2020401

養護老人ホームへの入所判定

高齢福祉課

老人ホーム入所判定事業

　 2020402

緊急一時入所サービスの提供

高齢福祉課

緊急一時入所事業

　 2020403
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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 3詳細施策 介護予防と生活支援サービスの充実

詳細施策 介護予防と生活支援サービスの充実3

食生活の改善や運動習慣の普及などを通じて、高齢者の日常生活に必要な心身の機能を保持し、介護を

要する状態になることを予防します。また、状態に応じた生活支援サービスを提供し、寝たきりやひと

り暮らし高齢者の在宅生活を支援します。

実施事業 高齢者生活支援事業 H26～28事業費 74,235

ひとり暮らしの高齢者などが自立した
在宅生活を送ることができるよう支援
します。

千円

予算事業・所属事業内容

独居老人等緊急通報サービスの提供

高齢福祉課

独居老人等緊急通報システ
ム事業

　 2030101

福祉タクシーの利用費助成

高齢福祉課

福祉タクシー利用助成事業

　 2030102

配食サービスの提供（任意分）

高齢福祉課

食の自立支援事業（任意
分）

　 2030103

特別会計

高齢者への救急要請カードの配付

高齢福祉課

高齢者救急要請カード配付
事業

　 2030104
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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 3詳細施策 介護予防と生活支援サービスの充実

実施事業 介護予防事業 H26～28事業費 112,950

介護予防事業の対象となる虚弱高齢者
（二次予防事業対象者）を把握し、適
切な介護予防事業への参加に結びつけ
ます。

千円

予算事業・所属事業内容

二次予防事業対象者の把握
基本チェックリストの実施

高齢福祉課

二次予防事業対象者把握
事業

　 2030201

特別会計

高齢者筋力向上トレーニング教室の開催

高齢福祉課

高齢者筋力向上トレーニン
グ事業

　 2030202

特別会計

高齢者栄養教室の開催
口腔機能向上教室の開催

高齢福祉課

高齢者栄養改善・口腔機能
向上事業

　 2030203

特別会計

地区いきいき健康教室の開催

高齢福祉課

いきいき健康事業

　 2030204

特別会計

配食サービスの提供（予防分）
利用者アセスメントの実施

高齢福祉課

食の自立支援事業（予防
分）

　 2030205

特別会計

うつ、閉じこもり等の傾向がある二次予防事業対
象者の訪問等

高齢福祉課

閉じこもり、認知症、うつ予
防等訪問型介護予防事業

　 2030206

特別会計

高齢者体操教室の開催

高齢福祉課

高齢者体操教室開催事業

　 2030207

特別会計

介護予防講演会の開催
高齢者等向け介護予防講座の開催

高齢福祉課

介護予防普及啓発事業

　 2030208

特別会計

地域介護予防活動支援講座の開催

高齢福祉課

地域介護予防活動支援事
業

　 2030209

特別会計

地域介護予防自主活動団体の活動費補助

高齢福祉課

ふれあい担い手発掘事業

　 2030210

特別会計

複合型介護予防教室の開催

高齢福祉課

複合型介護予防教室運営
事業

2030212

特別会計

脳と体の若返り塾の開催

高齢福祉課

認知症予防事業

2030213

特別会計

実施事業 在宅寝たきり老人等歯科診療対策事業 H26～28事業費 1,212

寝たきりなどの状態により歯科診療所
への通院が困難な高齢者に対し、訪問
診療、指導を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

在宅寝たきり老人等の歯科訪問診療・指導

健康づくり課

在宅寝たきり老人等歯科診
療対策事業

　 2030301
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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 4詳細施策 介護保険事業の円滑な運営

詳細施策 介護保険事業の円滑な運営4

介護サービスの供給量を適切に確保し、その質の向上に取り組むことなどにより、介護保険事業を円滑

に運営します。

実施事業 高齢者福祉介護計画策定事業 H26～28事業費 6,989

老人福祉法及び介護保険法に基づき、
高齢者の実態や意向を勘案して老人福
祉事業及び介護保険事業の実施に関す
る計画を策定します。

千円

予算事業・所属事業内容

高齢者福祉介護計画策定検討委員会の設置・
運営

高齢福祉課

計画策定検討委員会運営
事業

　 2040101

高齢者実態調査・介護保険利用者等調査の実
施

高齢福祉課

高齢者実態調査及び介護
保険利用者等調査事業

　 2040102

実施事業 高齢者福祉介護施設整備事業 H26～28事業費 62,443

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

千円

予算事業・所属事業内容

介護老人福祉施設等の整備費補助

介護保険課

介護保険施設等整備費補
助事業

　 2040201

鴨宮ケアセンターの管理運営（指定管理）

高齢福祉課

鴨宮ケアセンター管理運営
事業

　 2040202

実施事業 介護保険事業 H26～28事業費 38,464,788

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。

千円

予算事業・所属事業内容

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

介護保険課

介護保険事業運営事業

　 2040301

特別会計

介護認定審査会の開催
要介護等認定の訪問調査・判定

介護保険課

要介護認定事業

　 2040302

特別会計

介護サービス利用に係る保険給付

介護保険課

介護保険給付事業

　 2040303

特別会計

社会福祉法人等の利用負担軽減分の補助

介護保険課

社会福祉法人等利用者負
担軽減事業

　 2040304
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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 4詳細施策 介護保険事業の円滑な運営

実施事業 介護サービス事業者支援事業 H26～28事業費 9,627

介護サービス事業者等に対する支援や
指導を行い、介護サービスの質の向上
を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

介護サービス事業者の指導・監査

介護保険課

介護サービス事業者指導監
査事業

　 2040401

特別会計

事業者連絡会議の開催

介護保険課

介護サービス事業者支援事
業

　 2040402

特別会計

ケアプラン点検事業の実施

介護保険課

ケアマネジメント技術向上支
援事業

　 2040403

特別会計

介護相談員の事業所派遣
介護相談員連絡会議等の開催

介護保険課

介護相談員派遣事業

　 2040404

特別会計

居宅介護支援事業者等への事務費補助

介護保険課

居宅介護支援事業者等補
助事業

　 2040405

特別会計
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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 1詳細施策 相談の場や情報提供の充実

施策 障がい者福祉の充実3
【基本方針】

企業、学校をはじめ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

ビスや支援を拡充するとともに、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相談の場や情報提供の充実を図ります。

実施事業 障がい者相談支援事業 H26～28事業費 130,992

障がい者の地域での生活を支援するた
め、障がい者やその家族、地域の支援
者が相談できる窓口の充実や市が発行
する広報紙等のバリアフリー化を進め
ます。

千円

予算事業・所属事業内容

障がい者総合相談支援センターの開設・運営
障害者生活相談支援員の配置

障がい福祉課

障がい者相談支援事業

　 3010101

点字版・音訳版健康カレンダー等の作成

障がい福祉課

情報バリアフリー事業

　 3010102

詳細施策 障がい者の権利擁護の推進2

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。

実施事業 ノーマライゼーション理念普及啓発事業 H26～28事業費 1,637

ノーマライゼーション理念の普及啓発
を通して、地域住民の障がい者に対す
る心のバリア（障壁）の解消を図りま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

ノーマライゼーション理念の普及啓発
地域ミーティングの開催

障がい福祉課

ノーマライゼーション理念普
及啓発事業

　 3020101

第４期小田原市障害福祉計画の策定
おだわら障がい基本計画の策定

障がい福祉課

障がい福祉関係諸計画策
定評価事業

　 3020102

実施事業 成年後見制度利用支援事業 H26～28事業費 1,590

知的障がいや精神障がいにより判断能
力が十分でない方の成年後見制度の利
用を支援します。

千円

予算事業・所属事業内容

成年後見の代理申し立て
成年後見制度の利用費助成
法人後見推進の検討

障がい福祉課

成年後見制度利用支援事
業

　 3020201

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。

実施事業 特別障害者手当等給付事業 H26～28事業費 216,429

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
などを支給します。

千円

予算事業・所属事業内容

特別障害者手当などの給付

障がい福祉課

特別障害者手当等給付事
業

　 3030101

市心身障害児福祉手当の給付

障がい福祉課

市心身障害児福祉手当給
付事業

　 3030102
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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 3詳細施策 暮らしを支える福祉サービスの充実

実施事業 障害福祉サービス事業 H26～28事業費 8,952,375

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）などの障害
福祉サービス費や自立支援医療（更生
医療・育成医療）費などを給付しま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

障害福祉サービス費の給付

障がい福祉課

障害福祉サービス費給付事
業

　 3030201

障害支援区分等認定審査会の開催
障害支援区分認定の訪問調査・判定

障がい福祉課

障害支援区分認定等事業

　 3030202

更生医療費・育成医療費の支給認定、給付

障がい福祉課

障害者自立支援医療費給
付事業

　 3030203

実施事業 重度障がい者医療費助成事業 H26～28事業費 2,029,491

重度障がい者の福祉の増進を図るた
め、重度障がい者が保険診療を受けた
際の医療費自己負担額を助成します。

千円

予算事業・所属事業内容

重度障がい者医療費の助成

障がい福祉課

重度障がい者医療費助成
事業

　 3030301

実施事業 障がい者地域生活支援事業 H26～28事業費 387,939

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・日常生活
を支援します。

千円

予算事業・所属事業内容

手話通訳者の配置
手話通訳者・要約筆記者の派遣・養成

障がい福祉課

コミュニケーション支援事業

　 3030401

重度障がい者住宅設備の改良費助成

障がい福祉課

重度障がい者住宅設備改
良費助成事業

　 3030402

障がい者への緊急要請カードの配付

障がい福祉課

障がい者緊急要請カード配
付事業

　 3030403

重度障がい者緊急通報サービスの提供

障がい福祉課

重度障がい者緊急通報シス
テム事業

　 3030404

配食サービスの提供

障がい福祉課

障がい者食の自立支援事
業

　 3030405

障がい者歯科検診の事業費補助

障がい福祉課

障がい者歯科検診事業費
補助事業

　 3030406

移動支援サービス費の給付

障がい福祉課

移動支援サービス事業

　 3030409

日中一時支援サービス費の給付
在宅障がい児者緊急一時預りの事業費補助

障がい福祉課

日中一時支援サービス事業

　 3030410

重度障がい者訪問入浴サービス費の給付

障がい福祉課

重度障がい者訪問入浴
サービス事業

　 3030411

日常生活用具費の給付

障がい福祉課

日常生活用具費給付事業

　 3030412

グループホーム移行者への家賃助成

障がい福祉課

グループホーム移行者家賃
助成事業

　 3030413
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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 3詳細施策 暮らしを支える福祉サービスの充実

実施事業 歯科二次診療所管理運営事業 H26～28事業費 149,625

一般の歯科診療所等での治療が困難な
障がい者の歯科診療の機会を確保しま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

歯科二次診療所の管理運営（指定管理）

障がい福祉課

歯科二次診療所管理運営
事業

　 3030503

実施事業 障がい者施設運営等支援事業 H26～28事業費 346,335

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
援します。

千円

予算事業・所属事業内容

障がい福祉施設などの運営費補助

障がい福祉課

障がい福祉施設等運営支
援事業

　 3030601

実施事業 障がい福祉施設等整備事業 H26～28事業費 5,000

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などの開設やバ
リアフリー化を支援します。

千円

予算事業・所属事業内容

グループホームなどの障がい福祉施設・設備の
整備費補助

障がい福祉課

障がい福祉施設・設備整備
費補助事業

　 3030701

実施事業 障がいを持つ子どもと家庭への支援事業 H26～28事業費 865,533

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を提供し、
障がいを持つ子どもと家庭を支援しま
す。また、放課後等デイサービスなど
の障害児通所給付費等を給付します。

千円

予算事業・所属事業内容

市障害児通園施設「つくしんぼ教室」の運営、新
施設への移行

障がい福祉課

市障害児通園施設「つくしん
ぼ教室」運営事業

　 3030801

障害児通所給付費等の給付

障がい福祉課

障がい児通所支援事業

3030802

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に対する協力要請を進め、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各種支援を拡充します。

実施事業 障がい者就労・社会参加促進事業 H26～28事業費 190,347

障がい者が地域で生活するための経済
的基盤を築くため、一般就労への支
援、障がい者雇用の促進を図ります。
また、障がい者の社会参加を促進する
ため、スポーツ・文化活動への支援や
経済的支援を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

障害者就業・生活支援センターの運営費補助
障がい者就職支度金の給付

障がい福祉課

障がい者就労支援事業

　 3040101

障がい者雇用研修会の開催
知的・精神障がい者の雇用

障がい福祉課

障がい者雇用促進事業

　 3040102

障がい者スポーツ・レクリエーション大会の開催
社会参加促進に関する活動を行う団体への運営
費助成

障がい福祉課

障がい者スポーツ・文化活
動支援事業

　 3040103

タクシー運賃の助成

障がい福祉課

障がい者福祉タクシー利用
助成事業

　 3040105

障がい者施設などへ通所するための交通費の助
成

障がい福祉課

障がい者施設等通所者交
通費助成事業

　 3040106

障がい者自動車改造費・運転免許取得費の助
成

障がい福祉課

障がい者自動車改造費・運
転免許取得費助成事業

　 3040107
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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 1詳細施策 保健予防の充実

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

健康に関する個別相談や訪問指導を通じて、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。

実施事業 健康増進体制推進事業 H26～28事業費 214,797

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。

千円

予算事業・所属事業内容

事業の進行管理

健康づくり課

健康増進計画推進事業

　 4010101

保健センターの管理運営・設備等維持改修

健康づくり課

保健センター管理運営事業

　 4010102

実施事業 感染症対策事業 H26～28事業費 1,513,155

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。

千円

予算事業・所属事業内容

感染症予防の普及啓発・消毒など

健康づくり課

感染症予防事業

　 4010301

乳幼児・女性・高齢者予防接種の実施

健康づくり課

予防接種事業

　 4010302

実施事業 健康相談事業 H26～28事業費 2,817

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、地域の公民館での出張相
談や電話での相談を実施します。

千円

予算事業・所属事業内容

出張健康相談・電話健康相談の実施

健康づくり課

健康相談事業

　 4010401

保健訪問指導の実施

健康づくり課

訪問指導事業

　 4010402

実施事業 成人健診事業 H26～28事業費 1,750,896

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。

千円

予算事業・所属事業内容

健康診査・成人歯科健診の実施

健康づくり課

健康診査事業

　 4010501

がん検診・女性特有のがん検診の実施
胃がんリスク検診の実施
口腔がん予防の啓発

健康づくり課

がん検診事業

　 4010502

健康情報システムの管理運用

健康づくり課

健康情報システム管理運用
事業

　 4010503

特定健診・特定保健指導の実施

保険課

特定健診・特定保健指導事
業

　 4010504

特別会計
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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 2詳細施策 地域ぐるみの健康づくりの支援

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。

実施事業 健康啓発事業 H26～28事業費 5,844

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。

千円

予算事業・所属事業内容

健康増進教室・生活習慣病予防教室などの開催

健康づくり課

健康教育事業

　 4020101

ふれあいけんこうフェスティバルの開催

健康づくり課

ふれあいけんこうフェスティ
バル事業

　 4020102

健康カレンダーの作成・配布

健康づくり課

健康カレンダー発行事業

　 4020103

実施事業 健康づくり指導者養成事業 H26～28事業費 8,289

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。

千円

予算事業・所属事業内容

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

健康づくり課

健康おだわら普及員支援事
業

　 4020202

地域でつくる健康づくりの活動費助成

健康づくり課

地域でつくる健康づくり支援
事業

地域再生 4020203

実施事業 地域自殺対策緊急強化事業 H26～28事業費 550

自殺予防として、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。

千円

予算事業・所属事業内容

地域自殺対策相談の実施
予防知識の普及啓発
自殺予防推進の人材育成

健康づくり課

地域自殺対策緊急強化事
業

　 4020301

詳細施策 食育の推進3

家庭や地域、学校などにおいて、「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。

実施事業 食育推進事業 H26～28事業費 1,359

生涯を通じての食育の推進や運動習慣
を身につけることにより、日ごろから
の健康づくりを支援します。

千円

予算事業・所属事業内容

食育実践活動の実施
食育推進イベント・食育推進会議の開催

健康づくり課

食育実践活動事業

子ども 4030101

食生活改善推進員の養成

健康づくり課

食生活改善推進員支援事
業

子ども 4030102

食育講演会・親子料理教室・学校給食展の開催
スキルアップ研修・食に関する指導の実施
地産地消お弁当レシピコンテストの開催

保健給食課

食育啓発事業

子ども 4030103
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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 1詳細施策 地域医療連携の推進

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。

実施事業 地域医療連携支援事業 H26～28事業費 43,623

地域における医療機関相互の密接な機
能連携と機能分担を促進し、地域医療
のシステム化を図り、効率的な医療提
供体制を確立します。

千円

予算事業・所属事業内容

地域医療連携室の運営費補助
産科医師分娩手当の補助など

健康づくり課

地域医療連携推進事業

　 5010101

実施事業 献血普及啓発事業 H26～28事業費 960

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。

千円

予算事業・所属事業内容

献血の実施・啓発

健康づくり課

献血普及啓発事業

　 5010201

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。

実施事業 救急医療支援事業 H26～28事業費 849,521

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。

千円

予算事業・所属事業内容

休日・夜間急患診療所の運営費補助

健康づくり課

休日・夜間急患診療所助成
事業

　 5020101

広域二次病院群（補充）輪番制の運営費補助

健康づくり課

広域二次病院群（補充）輪
番制助成事業

　 5020102

小児深夜救急医療の実施

健康づくり課

小児深夜救急医療事業

子ども 5020103

救急医療機関外国籍市民対策費の補助

健康づくり課

救急医療機関外国籍市民
対策費助成事業

　 5020104
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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 3詳細施策 在宅医療の充実

詳細施策 在宅医療の充実3

入院から在宅への移行をスムーズに行い、患者が必要な医療を受けられるよう、在宅医療に関わる医療

機関の連携と人材の養成や確保に向けた仕組みづくりを支援します。

実施事業 在宅医療推進事業 H26～28事業費 2,223

住み慣れた家や地域で療養することが
できるよう、医療と福祉の連携の仕組
みをつくります。

千円

予算事業・所属事業内容

在宅医療人材育成事業
在宅医療連携拠点づくり事業
医療機関の連携支援など

健康づくり課

在宅医療推進事業

5030101

介護従事者を対象とした医療連携研修会の実施

介護保険課

介護従事者医療連携研修
事業

5030102

詳細施策 人材育成の支援4

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。

実施事業 看護職員人材育成支援事業 H26～28事業費 320,393

地域医療の充実に必要な看護師などを
確保するため、小田原医師会が運営す
る小田原高等看護専門学校及び小田原
看護専門学校に対し、運営費などの一
部を助成します。

千円

予算事業・所属事業内容

小田原看護専門学校・小田原高等看護専門学
校の運営費補助
おだわら総合医療福祉会館用地購入

健康づくり課

看護職員人材育成支援事
業

　 5040101
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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 1詳細施策 医師・看護師の確保

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・看護師の確保1

医師や看護師の勤務環境の整備や奨学金制度の充実、看護学校などとの連携により、高度医療や急性期

医療を担う医師や看護師の確保と育成に努めます。

実施事業 医師・看護師確保事業 H26～28事業費 221,760

大学医局や看護学校へのトップセール
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行い、地域
医療を担う質の高い医師や看護師の確
保に努めます。

千円

予算事業・所属事業内容

看護師等奨学金の貸付等
院内保育所の運営

経営管理課

医師・看護師確保事業

　 6010101

企業会計

詳細施策 高度医療の提供2

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。

実施事業 高度医療提供事業 H26～28事業費 1,365,256

医療の進歩に対応した高度医療機器を
導入するとともに、耐用年数の経過に
より機能劣化がみられる医療機器の更
新を行います。また、急性期を担う県
西地域の基幹病院にふさわしい施設の
整備を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

医療機器の更新・新規購入

経営管理課

医療機器整備事業

　 6020101

企業会計

施設の改修・整備

経営管理課

病院施設整備事業

　 6020102

企業会計

詳細施策 急性期医療の充実3

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ます。また、一次、二次医

療を担う地域の医療機関との機能分担と連携体制を強化します。

実施事業 救命救急センター運営事業 H26～28事業費 1,871,709

急性心筋梗塞、脳卒中、複数の診療科
領域にわたる重篤な救急患者と24時
間体制で受け入れる救急医療施設とし
て運営します。

千円

予算事業・所属事業内容

救命救急センターの運営

医事課

救命救急センター運営事業

6030101

企業会計

実施事業 市立病院地域連携事業 H26～28事業費 37,902

市民が身近な地域で安心して医療を受
けられるよう、医療機関の役割分担と
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、適切な受診を促します。

千円

予算事業・所属事業内容

医師等への緩和ケア研修会の開催
５大がん地域連携パスの運用など

医事課

地域がん診療連携拠点病
院推進事業

　 6030201

企業会計

研修会の開催
高度医療機器の共同利用

医事課

地域医療支援病院推進事
業

　 6030202

企業会計
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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 4詳細施策 産科・小児科医療の確保と充実

詳細施策 産科・小児科医療の確保と充実4

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るとともに、周産期医療の高度化に努めま

す。

実施事業 周産期医療・小児夜間救急医療事業 H26～28事業費 3,582,150

産科・小児科に係る医療スタッフの確
保に努め、地域周産期母子医療セン
ターとしての機能や、深夜帯における
小児救急医療体制の維持に努めます。

千円

予算事業・所属事業内容

周産期医療及び小児夜間救急医療の実施

経営管理課

周産期医療・小児夜間救急
医療事業

子ども 6040101

企業会計

詳細施策 経営の効率化5

院内の情報システムの整備や経営分析を行い、医療の質や患者サービスの向上、経営の効率化を図りま

す。

実施事業 経営効率向上事業 H26～28事業費 4,817,930

診療に係る情報システムの整備を進め
るとともに、診療収益や診療各科の薬
剤、診療材料などのオーダー状況の分
析を行うことにより、病院経営の効率
化を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

院内情報システムの管理運用・改修・更新
電子カルテの導入検討

医事課

情報システム整備事業

　 6050101

企業会計

病院経営の分析・改善

経営管理課

経営分析事業

　 6050102

企業会計

一般会計から病院事業会計への繰り出し

経営管理課

※病院事業会計への繰り出
し

　 6050103

実施事業 市立病院再整備検討事業 H26～28事業費 3,488

県西地域の基幹病院として、これから
の市立病院に求められる機能の充実を
図るため、施設の再整備に向けた検討
を進めます。

千円

予算事業・所属事業内容

市立病院再整備の検討

経営管理課

市立病院再整備検討事業

6050201

企業会計
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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 1詳細施策 人権施策の推進

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

人権問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うととも

に、さまざまな問題を解決していく取組を進めます。

実施事業 人権施策推進事業 H26～28事業費 9,057

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。

千円

予算事業・所属事業内容

人権施策推進懇談会の開催
団体の活動費補助
人権推進指針の見直し

人権・男女共同参画課

人権施策推進事業

　 7010101

人権を考える講演会の開催
人権啓発資料の作成

人権・男女共同参画課

人権啓発事業

　 7010102

実施事業 市民共生支援事業 H26～28事業費 2,653

人権擁護委員の活動を支援するなど、
市民の人権が守られ、自立した生活を
送れるための支援を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

小田原市人権擁護委員会への補助

人権・男女共同参画課

人権擁護委員支援事業

　 7010201

通訳・翻訳ボランティアの派遣

人権・男女共同参画課

外国籍住民支援事業

地域再生　 7010202

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

人権・男女共同参画課

自立・更生保護活動支援事
業

　 7010203

詳細施策 男女共同参画社会の実現2

男女が自立した個人として尊重され、あらゆる分野で平等に参画し、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。

実施事業 男女共同参画施策推進事業 H26～28事業費 26,746

男女共同参画を総合的に推進するため
の体制を整備し、男性への意識啓発や
女性の人材育成、相談体制などの充実
を図り、男女共同参画が実現しやすい
環境をつくります。

千円

予算事業・所属事業内容

男女共同参画推進協議会等の開催
男女共同参画プラン改定作業

人権・男女共同参画課

男女共同参画推進事業

　 7020101

女性の社会参画に向けた講座の開催
「おだわら女性の人材ファイル」の運営など

人権・男女共同参画課

エンパワーメント事業

　 7020102

おだわら女性プラザの管理運営
（仮）市民活動交流センターへの機能移転

人権・男女共同参画課

おだわら女性プラザ管理運
営事業

　 7020103

婦人相談員の設置
DV被害者の自助グループの支援

人権・男女共同参画課

女性相談事業

　 7020104
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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 3詳細施策 平和施策の推進

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。

実施事業 平和施策推進事業 H26～28事業費 609

児童、生徒の平和学習のために学校訪
問講話会を開催します。また、市民の
平和意識醸成のために平和パネル展等
を開催します。

千円

予算事業・所属事業内容

学校訪問講話会・平和パネル展等の開催
新たな平和学習・青少年対象事業の検討

総務課

平和施策推進事業

　 7030101

詳細施策 多文化共生の推進4

外国籍住民との相互理解を深め、共に地域の一員として暮らしていく社会をつくる取組を進めます。

実施事業 地域国際化推進事業 H26～28事業費 4,559

外国籍住民を支援するため、国際交流
ラウンジを運営するとともに、実行委
員会を組織し、身近な国際交流の場と
なる地球市民フェスタを開催します。

千円

予算事業・所属事業内容

国際交流ラウンジの管理運営
（仮）市民活動交流センターへの機能移転
地球市民フェスタの開催

文化政策課

国際化推進事業

　 7040101
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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 1詳細施策 災害時即応体制の強化

施策 災害に強いまちづくり8
【基本方針】

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

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、近隣市町や防災関

係機関との連携強化、地域との情報受伝達手段の強化、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。

実施事業 広域応援体制強化事業 H26～28事業費 450

広域応援体制の強化を図るため、広域
合同訓練などを実施します。

千円

予算事業・所属事業内容

広域合同訓練の実施

警防計画課

広域合同訓練実施事業

　 8010201

特別会計

実施事業 災害時医療救護体制整備事業 H26～28事業費 2,238

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。

千円

予算事業・所属事業内容

医薬品・衛生材料の備蓄

健康づくり課

災害時医療救護体制整備
事業

　 8010301

実施事業  防災拠点施設等整備事業 H26～28事業費 427,860

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。

千円

予算事業・所属事業内容

災害対策本部用非常電源の維持管理
防災情報システムの管理運用

防災対策課

防災拠点整備事業

　 8010401

広域避難所の施設・資機材・備蓄食料・給水体
制の整備
土砂災害避難場所看板設置

防災対策課

避難施設整備事業

　 8010402

応急対策用資機材の整備・維持管理
防災服などの購入
防災倉庫の維持管理

防災対策課

災害対策用資機材整備事
業

　 8010403

固定系無線の整備・維持管理
ＭＣＡ無線・気象情報システムの管理運用ほか

防災対策課

災害情報等収集伝達体制
整備事業

　 8010404
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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 2詳細施策 地域防災力の強化

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の強化を図ります。

実施事業 市民防災意識高揚事業 H26～28事業費 7,848

地域、学校、事業所などでの防災教室
や防災啓発資料により、防災意識の向
上や知識の周知を図ります。また、市
民による災害救援ボランティア活動を
支援します。

千円

予算事業・所属事業内容

防災講演会・防災教室の開催
起震車の維持管理

防災対策課

防災教室等開催事業

　 8020101

土砂災害ハザードマップ等の作成

防災対策課

防災啓発資料作成事業

　 8020102

災害救援ボランティアセンターの開設訓練、研修
の開催

防災対策課

災害救援ボランティア支援
事業

　 8020103

実施事業 地域防災活動支援事業 H26～28事業費 32,777

自主防災組織の活動を支援するととも
に、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。

千円

予算事業・所属事業内容

自主防災組織の育成費補助
広域避難所運営委員会の開催

防災対策課

自主防災組織活動支援事
業

地域再生 8020201

住民防災訓練の実施

防災対策課

住民防災訓練事業

地域再生 8020202

防災リーダー研修会の開催

防災対策課

地域防災リーダー等人材育
成事業

8020203

詳細施策 災害被害軽減化の推進3

地震、台風、津波、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、建築物の耐震化を促します。また、公共施設や上下水道の耐震化を推進します。

実施事業 地震災害対策事業 H26～28事業費 71,586

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、塀などの耐震化
を促進します。また、大地震時に変
動・崩落する危険性のある大規模盛土
造成地の状況を調査します。

千円

予算事業・所属事業内容

危険な塀撤去の改修費補助

防災対策課

地震被害軽減化事業

　 8030101

建築物の耐震診断・設計・改修の支援

建築指導課

建築物耐震化促進事業

　 8030102

大規模盛土造成地の調査

開発審査課

宅地耐震化推進事業

8030103
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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 3詳細施策 災害被害軽減化の推進

実施事業 土砂災害対策事業 H26～28事業費 31,965

台風や集中豪雨による土砂災害から市
民を守るため、急傾斜地崩壊対策事業
を促進します。

千円

予算事業・所属事業内容

傾斜地崩壊対策工事の支援

建設政策課

急傾斜地崩壊対策事業

　 8030201

がけ崩れ対策の応急資機材の整備
がけ崩れ対策の応急防災工事

建設政策課

二次災害防止応急対策事
業

8030202

実施事業 水防事業 H26～28事業費 362,805

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。

千円

予算事業・所属事業内容

二級河川改修事業の促進

建設政策課

二級河川改修促進事業

　 8030301

下菊川・関口川ほかの改修

道水路整備課

河川改修事業

　 8030302

河川・水路の維持管理

道水路整備課

河川・水路維持事業

　 8030303

酒匂川防災ステーションの維持管理

道水路整備課

防災ステーション管理運営
事業

　 8030304

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。

実施事業 危機管理体制整備事業 H26～28事業費 3,228

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を実施しま
す。　　

千円

予算事業・所属事業内容

地域防災計画、水防計画、国民保護計画の見直
し
防災会議・水防協議会・国民保護協議会の開催
災害対策本部訓練の実施 防災対策課

危機管理諸計画整備事業

　 8040101

災害時相互応援体制確立のための連携

防災対策課

災害時応援連携事業

　 8040103

被災宅地危険度判定士の養成

開発審査課

被災宅地危険度判定士養
成等事業

　 8040104
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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 1詳細施策 火災予防の推進

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 火災予防の推進1

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。

実施事業 火災予防体制強化事業 H26～28事業費 6,376

立入検査業務、違反処理体制を強化
し、特に危険物施設では自主保安体制
の向上を図ります。また、火災原因調
査業務を強化するとともに、火災予防
広報の充実を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

立入検査用機材の配備

予防課

立入検査業務強化事業

　 9010101

特別会計

火災予防意識の啓発

予防課

火災予防広報事業

　 9010102

特別会計

火災原因調査資機材の配備

予防課

火災原因調査業務強化事
業

9010103

特別会計

危険物施設を対象とした訓練の実施

予防課

危険物施設自主保安体制
強化事業

9010104

特別会計

詳細施策 消防・救助体制の充実と強化2

広域化を視野に入れながら、計画的な消防資機材などの整備を行います。また、消防職員の技術向上や

業務の効率化、消防団を含めた組織体制の強化を図ります。

実施事業 消防組織体制等強化事業 H26～28事業費 76,913

都市型災害や大規模自然災害など、
日々変化する環境に的確に対応するた
め、消防組織力の強化及び消防職員の
能力向上を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

消防被服等の購入・貸与

消防総務課

消防被服等貸与事業

　 9020101

特別会計

実施事業 消防車両・装備等整備事業 H26～28事業費 535,218

消防車両や、火災などで使用する資機
材などを計画的に整備します。

千円

予算事業・所属事業内容

査察車・指令車・消防自動車の整備

警防計画課

消防車両整備事業

　 9020201

特別会計

消防・救助等資機材の整備

警防計画課

消防・救助等資機材整備事
業

　 9020202

特別会計

水防施設・資機材の整備・修繕

警防計画課

水防施設・資機材整備事業

　 9020203
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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 2詳細施策 消防・救助体制の充実と強化

実施事業 消防施設整備事業 H26～28事業費 1,507,505

消防庁舎を防災拠点として適切に機能
させるため、継続的に維持管理を行い
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、消防救急無線デジタル化の
整備を進めます。

千円

予算事業・所属事業内容

本部庁舎非常用直流電源装置の改修
各署所の施設整備・改修

消防総務課

消防施設維持管理事業

　 9020301

特別会計

消火栓・耐震性貯水槽の設置・修繕

警防計画課

消防水利施設等整備事業

　 9020302

消防救急デジタル無線の整備
次期消防情報指令システムの調査研究

情報司令課

消防通信整備事業

　 9020303

特別会計

実施事業 消防団体制等整備事業 H26～28事業費 148,042

地域防災力の核となる消防団の資機材
などの整備を進め、機動力を確保し、
資機材の性能向上を図りながら、地域
総合防災力を高めます。

千円

予算事業・所属事業内容

小型動力ポンプ専用積載車等の更新

消防課

消防団車両整備事業

　 9020401

消防団資機材の更新・整備

消防課

消防団資機材整備事業

　 9020402

消防団施設の維持管理など

消防課

消防団施設管理事業

　 9020403

実施事業 広域消防事業 H26～28事業費 6,453,306

消防の広域化によるスケールメリット
を活かし、消防行財政運営の効率化と
基盤強化を図ります。また、消防署所
の再整備など消防体制を充実・強化し
ます。

千円

予算事業・所属事業内容

広域消防の消防計画の策定
消防庁舎等の再配置の検討

広域調整課

広域消防推進事業

　 9020501

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

消防総務課

※広域消防事業特別会計
への繰り出し

9020502

詳細施策 救急・救命体制の充実と強化3

救急に従事する職員の研修や教育体制の充実、救急資機材などの整備を行います。また、民間救急事業

者の活用や応急手当普及員の育成を行うとともに、救急車の適正利用を促します。

実施事業 救急需要増加対策事業 H26～28事業費 660

救急需要の増大に対応するため、常時
10隊の救急隊が運用できるよう救急
体制の整備を図ります。また、救急車
の適正利用について周知を図るととも
に、民間事業者による患者等搬送事業
の認定制度により、救急車以外の搬送
手段の確保を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

救急車適正利用の啓発
民間搬送事業者の活用

救急課

救急車適正利用促進事業

　 9030101

特別会計

民間救急事業者の認定・更新

救急課

民間救急事業者活用事業

　 9030102

特別会計
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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 3詳細施策 救急・救命体制の充実と強化

実施事業 救急車両・資機材整備事業 H26～28事業費 172,006

救急車を計画的に更新し、整備しま
す。また、高度救命処置用資機材の整
備や感染防止用資機材の整備を行うと
ともに、消防隊の救急資機材を整備し
ます。

千円

予算事業・所属事業内容

高規格救急自動車の更新・整備

救急課

高規格救急自動車更新・整
備事業

　 9030201

特別会計

救命処置用資機材の整備・更新

救急課

救命処置用資機材等整備
事業

　 9030202

特別会計

実施事業 救急研修・教育事業 H26～28事業費 24,883

救急救命士を養成し、救急隊１隊に複
数の救急救命士が乗車できる体制を整
備します。また、気管挿管、薬剤投与
などの資格取得研修や病院実習などを
継続して行い、救急隊員の知識・技術
の向上を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

救急隊員・救急救命士の養成・教育

救急課

救急隊員教育訓練事業

　 9030301

特別会計

実施事業 医療機関連携事業 H26～28事業費 10,232

医療機関との合同研修・訓練を行い、
連携の強化に努めます。また、救急救
命士に対する指示体制の充実及び救急
活動の医学的な観点による検証を行
い、救急救命処置の質の向上を図りま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

湘南地区メディカルコントロール協議会への参画
医療機関との合同訓練・研修

救急課

病院前救護体制強化事業

　 9030402

特別会計

実施事業 応急手当普及啓発事業 H26～28事業費 13,393

市民に対する応急手当の普及啓発を積
極的に推進します。また、AED（自動
体外式除細動器）の公共施設への設
置、更新を計画的に行うとともに、民
間事業所のAEDの設置を促進します。

千円

予算事業・所属事業内容

市民への救命講習の実施

救急課

救命講習実施事業

　 9030501

特別会計

公共施設へのAEDの設置

救急課

ＡＥＤ設置促進事業

　 9030502

特別会計

実施事業 ドクターヘリ運営事業 H26～28事業費 5,409

ドクターヘリ事業を支援します。

千円

予算事業・所属事業内容

神奈川県ドクターヘリ事業の運営費負担

健康づくり課

神奈川県ドクターヘリ運営
事業

　 9030601

38



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 1詳細施策 地域防犯体制づくりの支援

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 地域防犯体制づくりの支援1

地域と民間防犯指導員、警察、行政などの連携や、地域の主体的な取組への支援により、防犯活動の更

なる充実を図ります。

実施事業 防犯施設整備事業 H26～28事業費 194,358

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、自治会が
設置する防犯灯の整備費及び維持管理
費を助成します。

千円

予算事業・所属事業内容

LED防犯灯の整備費補助
ESCO事業の導入

地域安全課

地域防犯灯整備事業

　 10010101

地域防犯灯（蛍光灯・LED）の維持管理費補助
ESCO事業の導入

地域安全課

地域防犯灯維持管理費補
助事業

　 10010102

実施事業 地域防犯活動推進事業 H26～28事業費 2,846

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。

千円

予算事業・所属事業内容

小田原地方防犯協会小田原支部の活動費補助

地域安全課

小田原地方防犯協会小田
原支部活動補助事業

　 10010201

防犯活動団体等との情報交換会の開催
防犯用品貸出し
セーフティーアドバイス事業の展開
安全安心コミュニティ事業 地域安全課

地域防犯力強化事業

地域再生 10010202

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安全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を行います。

実施事業 交通安全運動推進事業 H26～28事業費 38,669

街頭指導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。

千円

予算事業・所属事業内容

交通安全総ぐるみ大会の開催
児童生徒の登下校時等の街頭指導の実施

地域安全課

交通安全運動推進事業

　 10020101

交通安全協会・交通安全母の会連絡協議会・交
通安全対策協議会の活動費補助

地域安全課

交通安全団体活動費補助
事業

　 10020104

実施事業 自転車等放置対策事業 H26～28事業費 646,274

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。

千円

予算事業・所属事業内容

放置自転車などの移動、東町自転車等保管場
所の管理
自転車駐車場の維持管理（指定管理、有料化の
検討）など 地域安全課

自転車等放置対策事業

　 10020201
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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 3詳細施策 暮らしの相談の充実

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。そして、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。

実施事業 消費生活相談事業 H26～28事業費 20,796

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に応じ、相談
者への助言や事業者とのあっせんなど
の支援を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

消費生活相談の受付・助言・あっせん

地域安全課

消費生活相談事業

　 10030101

実施事業 消費生活啓発事業 H26～28事業費 843

消費者自身が悪質商法や危険な商品や
サービスから身を守り、より良い商品
やサービスを選択できるよう消費者啓
発や情報提供を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

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

地域安全課

消費生活啓発事業

　 10030201

実施事業 市民相談事業 H26～28事業費 29,193

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。

千円

予算事業・所属事業内容

市民相談の実施

地域安全課

市民相談事業

　 10030301
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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 1詳細施策 子育て家庭への支援の充実

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。

実施事業 地域子育て力向上事業 H26～28事業費 35,262

地域における子育て支援力を高めるた
め、支えあう制度の確立、地域の子育
て意識の醸成、地域における子どもの
居場所づくりなど地域資源を活用した
子育て支援につながる取組を進めま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

ファミリーサポートセンターの管理運営

子育て政策課

ファミリーサポートセンター
管理運営事業

　 11010101

子育て支援フェスティバルの開催

子育て政策課

子育て支援フェスティバル
開催事業

　 11010102

地域子育てコミュニティ拠点の整備・運営

子育て政策課

地域子育てひろば事業

子ども 11010103

児童遊園地の維持管理費･整備費等補助

子育て政策課

児童遊園地管理補助事業

　 11010104

子ども・子育て支援事業計画の策定
子ども・子育て会議の開催

保育課

子ども・子育て支援事業計
画推進事業

　 11010105

プレイパーク事業
人材育成、研修の実施

子育て政策課

子どもにやさしいまちづくり
事業

子ども 11010107

実施事業 子育て家庭負担軽減事業 H26～28事業費 10,497

家庭における子育て力を増強するた
め、子育て家庭の経済的負担、精神的
負担を解消する事業を実施します。

千円

予算事業・所属事業内容

子育てマップ「ぴんたっこ」の作成・発行

子育て政策課

子育てマップ（ぴんたっこ）発
行事業

子ども 11010201

乳児家庭全戸訪問の実施

子育て政策課

乳児家庭全戸訪問事業

子ども 11010202

養育支援家庭の訪問・助言・指導
家事支援ヘルパーの派遣

子育て政策課

養育支援家庭訪問事業

子ども 11010203

実施事業 こども相談支援体制充実事業 H26～28事業費 10,236

保護者の不安感を受け止め、適切な支
援につなげるとともに、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。

千円

予算事業・所属事業内容

こども相談室の設置・運営
ＣＳＰプログラム等の実施

子育て政策課

児童相談事業

　 11010301
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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 1詳細施策 子育て家庭への支援の充実

実施事業 ひとり親家庭等特別支援事業 H26～28事業費 2,250,789

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。

千円

予算事業・所属事業内容

児童扶養手当の支給
児童扶養手当システムの管理運用

子育て政策課

児童扶養手当支給事業

　 11010401

自立支援相談・指導・派遣の実施
教育訓練給付金等の支給

子育て政策課

母子家庭自立支援事業

　 11010402

実施事業 家庭教育力向上事業 H26～28事業費 2,430

子育て期の養育者を対象に、ＰＴＡや
子育てサークル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。

千円

予算事業・所属事業内容

家庭教育学級等の開設

生涯学習課

家庭教育学級事業

　 11010501

ＰＴＡ研究集会等の実施

生涯学習課

PTA研修事業

　 11010502

実施事業 児童手当支給事業 H26～28事業費 9,429,102

家庭における生活の安定に寄与すると
ともに、次代をになう児童の健全な育
成及び資質の向上に資することを目的
に、児童を養育している方に手当を支
給します。

千円

予算事業・所属事業内容

児童手当の支給

子育て政策課

児童手当支給事業

11010601

詳細施策 子育て支援拠点の充実2

子育て支援センターを増設するとともに、機能の充実を図ることで、安心して子育てできる環境づくり

を進めます。

実施事業 子育て支援拠点充実事業 H26～28事業費 97,017

子育て支援の拠点として、子育て支援
センター及び子育てひろばの機能を充
実し、子育て家庭への情報提供、交
流、相談、指導、サークル活動促進な
ど多様な子育て支援策を展開します。

千円

予算事業・所属事業内容

子育て支援センター・子育てひろばの管理運営

子育て政策課

子育て支援拠点管理運営
事業

子ども 11020101

マロニエ児童プラザラッコの管理運営

子育て政策課

児童プラザ管理運営事業

子ども 11020102

詳細施策 保育環境の整備3

多様な保育サービスの充実や施設整備などにより良好な保育環境づくりを進めます。そして、引き続き

保育所待機児童の解消を図る取組を進めます。また、障がい児や発達に課題のある幼児に対する療育を

充実します。

実施事業 早期発達支援事業 H26～28事業費 6,516

臨床心理士や保健師が保育所などを訪
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するととも
に、関係機関との連携を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

臨床心理士・保健師による訪問相談などの実施

保育課

早期発達支援事業

　 11030101
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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 3詳細施策 保育環境の整備

実施事業 多様な保育サービス充実事業 H26～28事業費 717,018

多様な保育ニーズに対応するため、乳
児保育、障がい児保育、一時預かり保
育、休日保育、病児・病後児保育など
を行う民間保育所などに人件費等を助
成します。また、認可外保育所へ入所
児童への処遇改善などの支援を行いま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

民間保育所の乳児保育・障がい児保育・一時預
かり保育・休日保育・病児保育・病後児保育など
への助成

保育課

認可保育所（民間）における
多様な保育推進補助事業

子ども 11030201

届出保育施設の事業費補助
認定保育施設の運営費補助
認可保育事業への移行支援

保育課

認可外保育施設支援事業

子ども 11030202

実施事業 保育所運営事業 H26～28事業費 9,253,429

公立保育所の円滑な運営と、民間保育
所の運営に対する補助を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

公立保育所の管理運営

保育課

公立保育所管理運営事業

子ども 11030301

民間保育所の運営費補助
新制度施行による施設型給付・地域型保育給付
の実施

保育課

民間保育所運営費補助事
業

子ども 11030302

おおとり保育園用地購入費の償還

保育課

おおとり保育園対策事業

11030303

保育料の算定・徴収
保育料のコンビニ収納の実施
滞納整理の実施

保育課

保育料関連事務

　 11030304

実施事業 民間保育所施設整備推進事業 H26～28事業費 18,888

民間保育所の改築や大規模修繕に対し
て補助を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

民間保育所の施設整備費補助

保育課

民間保育所施設整備補助
事業

　 11030401

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、子どもの

医療費助成制度を充実し、子どもを産み育てやすい環境を整えます。

実施事業 母子健診事業 H26～28事業費 420,049

妊娠中や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、乳幼児健康診査、
４・５歳児検尿検査を実施します。

千円

予算事業・所属事業内容

妊婦健康診査の実施

健康づくり課

妊婦健康診査事業

　 11040101

妊婦歯科健康診査の実施

健康づくり課

妊婦歯科健康診査事業

　 11040102

乳幼児健康診査

健康づくり課

乳幼児健康診査事業

　 11040103
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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 4詳細施策 母子保健・医療費助成の充実

実施事業 母子相談事業 H26～28事業費 10,620

妊婦や乳幼児を持つ親などに育児相談
会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。

千円

予算事業・所属事業内容

育児相談の実施

健康づくり課

育児相談事業

　 11040201

妊産婦・新生児・乳幼児世帯の訪問保健指導の
実施

健康づくり課

母子訪問指導事業

　 11040202

実施事業 母子保健啓発事業 H26～28事業費 8,592

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、
メールによる情報配信を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

母子健康教育の実施
ママパパ子育て知恵袋メールの配信

健康づくり課

母子健康教育事業

子ども 11040301

実施事業 小児等医療費助成事業 H26～28事業費 2,239,338

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。

千円

予算事業・所属事業内容

小児医療費の助成（通院小6、入院中3まで）

子育て政策課

小児医療費助成事業

　 11040401

ひとり親家庭等医療費の助成

子育て政策課

ひとり親家庭等医療費助成
事業

　 11040402

未熟児養育医療費の助成

子育て政策課

未熟児養育医療費助成事
業

11040403
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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 1詳細施策 スクールコミュニティの形成

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

地域に存在し活動するさまざまな個人や団体、事業所などの連携の強化や、子どもたちが安心して集い

活動できる場づくりなど、地域の取組を支援し、子どもたちの豊かな育ちの空間を形成します。

実施事業 青少年団体育成事業 H26～28事業費 23,259

地域の担い手である青少年団体を経済
的に支援し、地域活動の活発化を促進
します。

千円

予算事業・所属事業内容

子ども会の活動費補助

青少年課

子ども会支援事業

地域再生 12010101

地区健全育成組織の活動費補助

青少年課

地区健全育成組織支援事
業

　 12010102

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

青少年課

青少年育成推進員支援・活
用事業

　 12010103

実施事業 子どもの居場所づくり推進事業 H26～28事業費 556,625

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、放課後の児童に適切な居場
所を提供します。

千円

予算事業・所属事業内容

地域の見守り拠点の設置・運営支援

青少年課

地域の見守り拠点づくり事
業

子ども 12010201

放課後児童クラブの運営

青少年課

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

子ども 12010202

事業実施の検討

教育総務課

放課後子ども教室推進事業

子ども 12010203

地域の子ども活動情報の発信支援

青少年課

情報発信支援事業

子ども 12010204

実施事業 青少年環境浄化推進事業 H26～28事業費 18,438

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などを、関
係団体と連携しながら行うとともに、
非行を未然に防止するための街頭指導
活動を実施します。

千円

予算事業・所属事業内容

有害図書の回収
薬物の撲滅キャンペーンなどの実施

青少年課

青少年環境浄化団体等支
援事業

　 12010301

青少年専任補導員の設置
夜間街頭指導などの実施

青少年課

街頭指導活動等充実事業

　 12010302
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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 1詳細施策 スクールコミュニティの形成

実施事業 青少年健全育成支援事業 H26～28事業費 3,849

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。

千円

予算事業・所属事業内容

優良青少年団体・青少年育成功労者などの表彰

青少年課

表彰事業

　 12010402

青少年と育成者のつどいの開催

青少年課

青少年と育成者のつどい開
催事業

　 12010403

成人式の開催

青少年課

成人のつどい開催事業

　 12010404

実施事業 青少年文化・スポーツ交流活動支援事業 H26～28事業費 2,400

青少年が文化・スポーツに関する全国
及び国際的規模の大会に参加した場合
に奨励金を交付し、青少年の文化・ス
ポーツ活動を支援します。

千円

予算事業・所属事業内容

青少年の文化・スポーツに関する全国大会等参
加奨励金の交付

青少年課

青少年の文化・スポーツ振
興奨励事業

　 12010501

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、そのスキルアップを図ります。ま

た、青少年育成団体の活動を支援します。

実施事業 青少年指導者育成事業 H26～28事業費 4,401

段階的、実践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。

千円

予算事業・所属事業内容

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

青少年課

指導者養成研修・派遣事業

子ども 12020101

ジュニア・シニアリーダーなどの青少年リーダー
の育成

青少年課

青少年リーダー育成事業

　 12020103

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。

実施事業 体験・交流学習事業 H26～28事業費 9,225

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。

千円

予算事業・所属事業内容

地域や世代を超えた体験学習などの実施

青少年課

体験学習事業

子ども 12030101

姉妹都市・友好都市との交流

青少年課

姉妹都市・友好都市交流事
業

　 12030102

実施事業 青少年交流施設管理運営事業 H26～28事業費 7,396

青少年交流宿泊施設として塔ノ峰青少
年の家を管理運営します。

千円

予算事業・所属事業内容

塔ノ峰青少年の家の管理運営

青少年課

塔ノ峰青少年の家管理運営
事業

　 12030201
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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 4詳細施策 若者の自立・更生支援の充実

詳細施策 若者の自立・更生支援の充実4

不登校や引きこもり、ニート、非行など社会への適応に困難を抱える若者が自立の道へと立ち戻ること

ができるよう、きめ細やかな相談・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。

実施事業 相談及び自立・更生支援充実事業 H26～28事業費 17,094

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。

千円

予算事業・所属事業内容

専門相談員による相談・助言・指導などの実施

青少年課

相談及び自立・更生支援充
実事業

　 12040101

実施事業 青少年相談施設管理運営事業 H26～28事業費 10,609

子どもや若者の相談施設である青少年
相談センターの管理運営を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

青少年相談センターの管理運営
今後の相談センターの在り方の検討など

青少年課

青少年相談センター管理運
営事業

　 12040201
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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 1詳細施策 「生きる力」を育む教育活動の推進

施策 学校教育の充実13
【基本方針】

子どもたちの成長を、学校、家庭、地域が共に支えあい、自ら学び創る力、社会と関わる力を培い、思いやりの心

を持った元気な子どもを育てます。

詳細施策 「生きる力」を育む教育活動の推進1

基礎的な学力を身につけさせるとともに、自ら考え判断し、表現する力を育みます。また、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、たくましく生きるための健康や体力づくりを進めま

す。

実施事業 確かな学力向上事業 H26～28事業費 164,883

基礎的・基本的な知識と、考える力や
学習意欲などの確かな学力を確実につ
けていく取組を推進します。

千円

予算事業・所属事業内容

学力向上に関する研究
市推薦研究の委託

教育指導課

学力向上事業

　 13010101

小学校外国語指導助手（ALT）の配置

教育指導課

外国語・外国語活動実践活
用事業（小学校）

　 13010102

外国人児童・生徒への日本語指導の実施

教育指導課

日本語指導・異文化交流事
業

　 13010103

図書ボランティアの活用推進
学校司書の配置

教育指導課

図書活動推進事業

子ども 13010104

中学校外国語指導助手（ALT）の配置ほか

教育指導課

外国語・外国語活動実践活
用事業（中学校）

　 13010106

実施事業 豊かな心と体の育成事業 H26～28事業費 4,983

「生きる力」の重要な要素である豊か
な心や人間性を育成するための教育活
動を推進します。また、防災や安全に
ついての児童生徒の学びを深める取組
を推進します。

千円

予算事業・所属事業内容

教職員向け人権同和教育研修会の実施

教育指導課

人権教育事業

　 13010201

おだわらっこドリームシアターの開催

教育指導課

おだわらっこドリームシア
ター事業

13010203

防災教育の実施（外部講師派遣、教材整備）

教育指導課

防災教育事業

子ども 13010204

実施事業 健康・体力づくり推進事業 H26～28事業費 13,947

体育行事の実施や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。

千円

予算事業・所属事業内容

小学校体育大会の実施

教育指導課

小学校体育大会事業

　 13010301

中学校体育連盟の活動費補助
各種大会の参加費補助
部活動地域指導者の活用

教育指導課

部活動活性化事業

　 13010302
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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 1詳細施策 「生きる力」を育む教育活動の推進

実施事業 学校保健充実事業 H26～28事業費 321,084

学校保健安全法に基づき、児童生徒な
どの健康診断及び保健指導を実施しま
す。また、年齢に応じた性教育や喫
煙・飲酒・薬物乱用防止教育を行いま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

就学就園時の健康診断の実施ほか

保健給食課

健康診断事業（事務局）

　 13010401

性教育講演会の開催
歯科保健指導などの実施

保健給食課

保健教育事業

　 13010402

日本スポーツ振興センターなどへの加入
学校災害見舞金の支給

保健給食課

学校災害給付事業

　 13010403

小学校の定期健康診断の実施

保健給食課

健康診断事業（小学校）

　 13010404

中学校の定期健康診断の実施

保健給食課

健康診断事業（中学校）

　 13010405

幼稚園の定期健康診断の実施

保健給食課

健康診断事業（幼稚園）

　 13010406

実施事業 教育課題研究推進事業 H26～28事業費 1,950

新学習指導要領に対応する学習指導法
や今日的な教育課題についての研究を
進めるとともに、本市の実情に応じ
た、教育の振興のための基本的な計画
を定めます。

千円

予算事業・所属事業内容

学習指導法や教育課題の共同研究の実施

教育指導課

共同研究事業

　 13010501

詳細施策 小田原の良さを生かした教育の推進2

自然や歴史文化など素晴らしい地域資源を生かした小田原ならではの教育を進めます。そして、子ども

たちが郷土を知り、郷土への愛着を深めるとともに、いのちの大切さや社会規範をしっかり伝え、小田

原市民であることへの誇りを育みます。

実施事業 郷土学習推進事業 H26～28事業費 7,074

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。

千円

予算事業・所属事業内容

全小学校における二宮尊徳学習の実施

教育指導課

二宮尊徳学習事業

子ども 13020101

ふるさと学習の実施
「小田原の自然」活用講座の開催

教育指導課

郷土学習事業

子ども 13020102

実施事業 学校給食事業 H26～28事業費 1,523,362

学校給食において、地場産品の使用量
の向上を図ります。また、直営で実施
している学校給食調理業務を順次委託
化します。

千円

予算事業・所属事業内容

学校給食の実施

保健給食課

学校給食事業

　 13020201
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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 3詳細施策 家庭・地域と共に歩む教育の充実

詳細施策 家庭・地域と共に歩む教育の充実3

地域の多様な主体が連携した教育や特色ある学校づくりを進め、子どもたちの教育を地域ぐるみで支え

ます。また、幼稚園、保育園、小学校、中学校の連携を進めます。

実施事業 地域一体教育推進事業（未来へつながる学校づくり） H26～28事業費 46,588

子どもの学びと育ちを地域ぐるみで支
える学校づくりを目指した地域一体教
育を推進します。

千円

予算事業・所属事業内容

未来へつながる学校づくりの実施

教育指導課

特色ある学校づくり推進事
業

子ども 13030101

学校支援地域本部の運営、学生ボランティアの
活用
教育ファームの実施

教育指導課

学校支援地域本部事業

子ども 13030102

小田原地区高等学校定時制教育振興会への補
助
神奈川県高等学校定通教育振興会への参加

教育総務課

定時制高校教育振興事業

　 13030104

幼・保・小・中連携に関する研究
幼・保・小・中連絡会の開催

教育指導課

幼・保・小・中連携事業

　 13030105

詳細施策 きめ細かな教育体制の強化4

低学年の少人数学級編制を進めるなど、きめ細かな指導を行います。また、障がいの有無に関わらず、

すべての子どもたちが共に学ぶ教育の実現に向けた支援教育や相談体制の充実を図ります。さらに、教

育現場でさまざまな課題への対応にあたる教職員の資質向上や専門家の活用を図ります。

実施事業 支援教育推進事業 H26～28事業費 278,058

教育上配慮を要する子ども一人ひとり
に対して、それぞれの教育的ニーズに
応じた適切な支援教育を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

個別支援員の配置など

教育指導課

特別支援教育事業（事務
局）

　 13040101

就学相談の実施
通級指導教室・特別支援相談室の運営

教育指導課

特別支援相談・通級指導教
室充実事業

　 13040102

小学校特別支援学級の整備

教育指導課

特別支援教育事業（小学
校）

　 13040103

中学校特別支援学級の整備

教育指導課

特別支援教育事業（中学
校）

　 13040104

実施事業 不登校等対策事業 H26～28事業費 81,903

教育相談指導学級の運営や不登校生徒
訪問相談員の派遣により、中学不登校
生徒の学校復帰を支援します。また、
校内支援室指導員を派遣し、学校にお
ける不登校対策支援体制の充実を図り
ます。

千円

予算事業・所属事業内容

教育相談指導学級の運営
不登校生徒訪問相談の実施

教育指導課

不登校対策強化事業

　 13040201

校内支援室の運営
不登校未然防止の取組

教育指導課

不登校対策支援事業

　 13040202
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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 4詳細施策 きめ細かな教育体制の強化

実施事業 教育相談等充実事業 H26～28事業費 67,008

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、組織的に教育相談を進めます。

千円

予算事業・所属事業内容

教育相談の実施

教育指導課

教育相談事業

　 13040301

教員・保護者・学区諸団体との連携を図る連絡会
議の開催
地区パトロールなどの実施

教育指導課

児童・生徒指導強化推進事
業

　 13040302

ハートカウンセラーの配置

教育指導課

ハートカウンセラー相談員
派遣事業

　 13040303

中学校生徒指導員の活用

教育指導課

生徒指導員派遣事業

　 13040304

実施事業 就学支援事業 H26～28事業費 586,101

就学援助費、奨学金の支給などにより
就学などに係る保護者の負担軽減を図
ります。

千円

予算事業・所属事業内容

小学校児童の学用品費・学校給食費・通学費等
の援助

教育指導課

小学校児童就学支援事業

　 13040401

中学校生徒の学用品費・学校給食費・通学費等
の援助

教育指導課

中学校生徒就学支援事業

　 13040402

高等学校等奨学金の支給

教育指導課

高等学校等奨学金事業

　 13040403

実施事業 少人数学級編制事業 H26～28事業費 93,180

少人数学級編制を小学校2学年で実施
するとともに、小学校1、2学年で30
人を超える学級のある学校に対して、
担任を補助するスタディサポートス
タッフを派遣します。

千円

予算事業・所属事業内容

少人数学級編制（小2）の実施
スタディサポートスタッフの配置

教育指導課

少人数学級編制事業

　 13040501

実施事業 幼稚園教育推進事業 H26～28事業費 381,342

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。
　　

千円

予算事業・所属事業内容

臨床心理士等の派遣及び職員研修の実施
介助教諭等の配置
公立幼稚園延長保育の実施

教育指導課

公立幼稚園教育推進事業

　 13040601

私立幼稚園児の内科検診費等補助
私立就園奨励費の補助

教育指導課

私立幼稚園教育支援事業

　 13040602

実施事業 片浦小学校小規模特認校制度推進事業 H26～28事業費 14,994

特色ある教育活動を行っている小規模
校(片浦小学校）で、市内全域から児童
の入学・転校を認め、児童数の減少に
よる複式学級の解消や、学校、地域の
活性化を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

小規模特認校制度及び児童募集の周知
放課後子ども教室の実施

教育総務課

片浦小学校小規模特認校
制度推進事業

13040701
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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 5詳細施策 教育環境の整備

詳細施策 教育環境の整備5

安全・安心で快適な環境のなかで学ぶことができるよう、学校施設の長寿命化を図るとともに、教育

ニーズに応じた施設の整備と充実に努めます。また、地域と協働して、子どもたちの健康・体力づくり

や地域コミュニティの醸成などの効果が期待できる小学校の校庭の芝生化に取り組みます。

実施事業 学校施設整備事業 H26～28事業費 3,034,836

学校施設の維持・管理及び校舎リ
ニューアルなどの整備を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

小学校施設の維持・管理、施設改修

教育総務課

学校施設維持・管理事業
（小学校）

　 13050201

中学校施設の維持・管理、施設改修

教育総務課

学校施設維持・管理事業
（中学校）

　 13050202

給食調理施設・設備の改修、食器の更新
学校給食調理施設のあり方の検討

保健給食課

給食調理施設・設備整備事
業

　 13050203

幼稚園施設の維持・管理、施設改修

教育総務課

施設維持・管理事業（幼稚
園）

　 13050204

教育ネットワークシステムの整備、保守管理、運
用支援、研修等
学校からの情報発信の促進

教育指導課

教育ネットワーク整備事業

　 13050205

実施事業 教材・教具整備事業 H26～28事業費 535,209

新しい学習指導要領などに対応した教
材・教具の整備を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

小学校教材などの整備・管理

教育総務課

学校教材等整備・管理事業
（小学校）

　 13050301

中学校教材などの整備・管理

教育総務課

学校教材等整備・管理事業
（中学校）

　 13050302

幼稚園教材などの整備・管理

教育総務課

教材等整備・管理事業（幼
稚園）

　 13050303
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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 1詳細施策 働きやすい環境づくり

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、働く意欲のある人の雇用機会の拡大や雇用促進を図ります。また、企業と連携

し生活と仕事が調和した働きやすい環境づくりを進めていきます。

実施事業 勤労者支援事業 H26～28事業費 474,044

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。

千円

予算事業・所属事業内容

労働問題講演会の開催

産業政策課

労働教育事業

　 14010101

市内労働団体育成のための補助

産業政策課

労働団体支援事業

　 14010102

勤労者会館の運営・維持管理

産業政策課

勤労者会館運営管理事業

　 14010103

小田原市勤労者共済会の運営費補助

産業政策課

勤労者共済会補助事業

　 14010104

勤労者生活資金の預託

産業政策課

勤労者融資等支援事業

　 14010105

実施事業 就労支援事業 H26～28事業費 3,330

地域に密着した就職情報の提供やセミ
ナー、企業説明会を開催し、求職者の
就労を支援します。

千円

予算事業・所属事業内容

就職情報のホームページによる提供

産業政策課

就職情報提供事業

　 14010201

企業説明会の開催

産業政策課

若年者雇用支援事業

　 14010202
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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 2詳細施策 中小企業の経営支援

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、中小企業へのアドバイザー派遣や融資制度などの充実を図り、経営環境の変

化に対応した事業展開を支援します。

実施事業 中小企業振興事業 H26～28事業費 925,425

中小企業が経営環境の変化に対応でき
るよう研修や融資制度を充実させると
ともに、技術面や経営面のアドバイ
ザー派遣を実施します。また、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。

千円

予算事業・所属事業内容

中小企業の退職金共済掛金補助

産業政策課

中小企業退職金共済掛金
補助事業

　 14020101

青年経営者向け研修の実施
中小企業者等アドバイザー派遣の実施

産業政策課

中小企業経営支援事業

地域経済 14020102

中小企業融資などの預託・信用保証料補助

産業政策課

中小企業融資等支援事業

　 14020103

企業振興資金融資の預託・利子補給

産業政策課

企業振興資金融資事業

　 14020104

小田原箱根商工会議所への補助

産業政策課

小田原箱根商工会議所運
営補助事業

　 14020105

小田原市橘商工会への補助

産業政策課

市橘商工会運営補助事業

　 14020106

詳細施策 起業家育成と創業支援3

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。

実施事業 起業家・創業支援事業 H26～28事業費 18,666

起業志望者相談を実施するとともに、
起業家応援セミナーを開催し、地域産
業の新たな担い手となる創業者の発掘
と起業家支援を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

起業志望者の巡回相談の実施
起業家応援セミナーの開催

産業政策課

起業家・創業支援事業

地域経済 14030101

詳細施策 多様な企業誘致と育成4

豊かな環境や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企業活動の集積を図

ります。また、情報交換やニーズ把握、協力体制の構築など、既存企業との連携を強化するとともに、

企業の地域貢献活動を支援します。

実施事業 企業誘致促進事業 H26～28事業費 40,583

企業立地促進事業費の補助や本市の魅
力を発信して、企業誘致を図ります。
また、企業市民まちづくり協議会など
を通じ、既存企業との連携強化や地域
貢献活動の支援を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

産業立地促進融資の利子補給
企業立地促進事業費の補助
新たな企業誘致促進条例の検討
工業用地への企業誘致 産業政策課

企業誘致促進事業

地域経済 14040101

企業市民まちづくり協議会の開催
民間企業への訪問

産業政策課

市内企業交流事業

　 14040103
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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 1詳細施策 伝統的な地場産業の支援と育成

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、国内に限らずアジアを主眼とした海外市場の研究などマーケティングに取り組みます。

実施事業 ものづくり基盤整備事業 H26～28事業費 6,972

地場産業関係団体などの需要開拓や担
い手育成の取組に対する助成を行うと
ともに、産業発展の功労者に対する表
彰を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

工業団体振興事業費の補助
神奈川県工芸産業振興協会・地場産業振興協
議会への補助

産業政策課

地場産業団体活動補助事
業

地域経済 15010101

小田原箱根伝統寄木協同組合・伝統小田原漆
器協同組合への事業費補助

産業政策課

伝統的工芸品産業産地組
合助成事業

地域経済 15010102

産業勤労者・技能者の表彰

産業政策課

産業発展功労者表彰事業

15010103

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。

実施事業 技術力ＰＲ・マーケティング強化促進事業 H26～28事業費 28,041

イベントの開催や各種展示会、見本市
への参加を支援することにより、技術
力のＰＲやマーケティングの強化を促
進します。

千円

予算事業・所属事業内容

菓子展示会・名物市・かまぼこ桜まつり・「木・技・
匠」の祭典の開催費補助

産業政策課

地場産業ＰＲ支援事業

地域経済 15020101

各種展示会・見本市への参加
ノベルティの作成

産業政策課

各種展示会・見本市出展補
助事業（販路開拓事業）

地域経済 15020102

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、農林水産品など地場産品のブランド化を図ります。

実施事業 城下町・小田原ブランド創造事業 H26～28事業費 8,226

長年培われてきた名産品・特産品を小
田原ブランドとして認定し、世界への
情報発信を行うとともに、ものづくり
と芸術のコラボレーションを支援しま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

城下町・小田原ブランドの認定・情報発信

産業政策課

小田原ブランド推進事業

地域経済 15030101

展示イベントの開催

産業政策課

ものづくり・デザイン交流促
進事業

地域経済 15030102

59



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 1詳細施策 暮らしを支える商店街の再生

施策 商業の振興16
【基本方針】

消費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

える商業機能を再生していきます。

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。

実施事業 商店街等支援事業 H26～28事業費 86,178

商店街団体などが実施する活性化事業
や商店街の環境整備への助成を行いま
す。商店街などからの要望を受け、専
門のアドバイザーを派遣するなど、商
店街の活性化への取組を効果的に支援
します。

千円

予算事業・所属事業内容

商店街連合会への事業費補助

産業政策課

市商店街連合会補助事業

　 16010101

商店街街路灯等電気料・活気ある商店街づくり
事業費・持続可能な商店街づくり事業費の補助

産業政策課

商店街団体等補助事業

都市の顔 16010102

商店街活性化アドバイザーの派遣

産業政策課

商店街活性化アドバイザー
派遣事業

　 16010103

詳細施策 地産地消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、地産地消志向の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地場産マーケットなどの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。

実施事業 地産地消による商業活性化支援事業 H26～28事業費 1,600

地場産物の地元販売ルートの確立に取
り組む商業者団体などの活動を支援す
るとともに、地元食材を生かしたご当
地グルメなどの販売や催しを支援しま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

ご当地グルメによる活性化事業の支援

産業政策課

食による商店街活性化事業

地域経済 16020101

詳細施策 中心市街地のにぎわいづくり3

市民や来訪者のニーズへの対応や、歴史・文化と交流を中心とした新たな価値を持つ商業活性化への取

組を促し、商店街や商業者の力が最大限発揮される環境づくりを進めます。

実施事業 中心市街地にぎわい創出事業 H26～28事業費 2,337,737

小田原の地域資源やなりわい文化の情
報発信機能を持つ新たな商業施設とし
て小田原地下街を再生します。また、
中心市街地活性化協議会への支援を通
じ、計画的な活性化事業などの推進を
図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

地下街の開業、管理運営

中心市街地整備課

小田原地下街再生事業

都市の顔 16030101

小田原地下街の維持管理

管財契約課

小田原地下街管理運営事
業

　 16030102

中心市街地活性化協議会の組織体制強化のた
めの補助

産業政策課

中心市街地活性化協議会
組織強化補助事業

都市の顔 16030103
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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 4詳細施策 新たなまちづくり計画と連携した商業振興

詳細施策 新たなまちづくり計画と連携した商業振興4

都市計画法関連計画を基調に、中心市街地活性化基本計画や、歴史的風致維持向上計画などを連動さ

せ、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ます。また、まちづくりの担い手とな

るまちづくり会社などによる新たな商業空間づくりを支援します。

実施事業 中心市街地商業振興事業 H26～28事業費 39,939

中心市街地の特性を踏まえ、官民協力
のもと、地域資源を活用した回遊性の
高い空間づくりを推進します。

千円

予算事業・所属事業内容

中心市街地活性化のための調査・研究・計画推
進

産業政策課

中心市街地活性化推進事
業

都市の顔 16040101

街かど博物館の魅力発信

産業政策課

街かど博物館整備事業

都市の顔 16040102

なりわい交流館の管理運営

産業政策課

なりわい交流館管理運営事
業

　 16040103

61



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 1詳細施策 観光資源の戦略的な情報発信

施策 観光まちづくりの推進17
【基本方針】

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 観光資源の戦略的な情報発信1

小田原の持つ自然、歴史、文化、そこから生み出される特産品などの地域資源を最大限に生かした観光

まちづくりを進めます。また、なりわいや暮らしそのものを小田原スタイルとして伝え、多様な価値観

に訴える効果的な情報発信を行うことにより、交流人口の拡大を図ります。

実施事業 観光情報発信事業 H26～28事業費 22,272

広く小田原の魅力をPRするために、
観光パンフレットの作成や、地域資源
を活用した事業を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

観光パンフレットの改訂・印刷
地域観光資源活用PR事業
北条五代首都圏PR事業

観光課

観光PR事業

　 17010101

実施事業 観光協会支援事業 H26～28事業費 367,965

観光協会の活動を支援し、イベントな
どの企画、運営について助言、協力を
行います。また、今後の観光協会のあ
り方の検討について助言、支援を行い
ます。

千円

予算事業・所属事業内容

観光協会への補助
観光協会主催事業への参加

観光課

観光協会支援事業

　 17010201

詳細施策 地域の観光資源をつなぐ取組の推進2

自然景観や季節の花、史跡・旧跡、まちなみ、名産品、邸園文化などの魅力的な観光資源を、食、買い

物、人々とのふれあいなどと合わせて楽しみながら訪ね歩いてもらうウォーキングタウン小田原の実現

を市民と共に目指します。

実施事業 ウォーキングタウン推進事業 H26～28事業費 6,585

市内に11のウォーキングコースを設
定し、コースの維持管理と休憩所の設
置・管理を行います。また、邸園文化
などをテーマにしたまち歩きの情報を
提供します。

千円

予算事業・所属事業内容

ウォーキングコース道標などの整備・維持管理
散策マップの印刷

観光課

ウォーキングタウン推進事
業

　 17020101
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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 3詳細施策 回遊性に配慮したもてなしの空間づくり

詳細施策 回遊性に配慮したもてなしの空間づくり3

小田原に観光で訪れる人々に、まちなみやなりわい、地域住民との交流を楽しんでいただくとともに、

レンタサイクルや回遊バスなど自家用車に頼らない回遊スタイルを促進し、誰もが利用しやすいもてな

しの空間づくりを進めます。

実施事業 観光客回遊性向上事業 H26～28事業費 52,086

市内に点在する地域資源への回遊を促
進するとともに、観光客の利便性の向
上を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

観光施設説明板・案内板の整備
街かどお休み処の運営
駅からガイド事業への補助

観光課

観光もてなし推進事業

都市の顔 17030101

レンタサイクルの運営費補助など

観光課

レンタサイクル事業

都市の顔 17030102

観光回遊バスの運行

産業政策課

観光回遊バス運行事業

17030103

観光案内所の運営

観光課

観光案内所運営事業

　 17030104

詳細施策 広域観光の推進4

県境を越えた箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏やＳ.Ｋ.Ｙ.広域圏などの枠組みにより、多様な地域

資源の魅力を最大限に発揮させるための取組を進めます。また、国際的な観光地としての魅力を情報発

信することで、外国人観光客の更なる誘客を図ります。

実施事業 広域観光推進事業 H26～28事業費 9,587

県西地域の市町との連携や共通の観光
資源を有する県内外の関係市町村など
との広域連携により、魅力ある地域づ
くりと観光推進を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

広域連携観光の各種協議会への参加
観光圏推進協議会への参加
梅サミットの開催

観光課

広域連携観光推進事業

　 17040102

箱根ジオパーク推進協議会への参加

企画政策課

箱根ジオパーク構想連携推
進事業

　 17040103

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。

実施事業 天守閣運営管理事業 H26～28事業費 1,218,405

天守閣の適切な運営管理を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

耐震改修・展示改修の実施
天守閣リニューアルオープン

観光課

天守閣耐震補強及び展示リ
ニューアル事業

　 17050101

特別会計

天守閣の運営管理

観光課

天守閣運営管理事業

　 17050102

特別会計
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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 5詳細施策 小田原城址公園の環境づくり

実施事業 小田原城歴史見聞館運営管理事業　 H26～28事業費 59,946

小田原城歴史見聞館の適切な運営管理
を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

歴史見聞館の運営管理・展示機器更新
機能移転に関する検討

観光課

小田原城歴史見聞館運営
管理事業

　 17050201

特別会計

実施事業 城址公園管理事業 H26～28事業費 356,501

都市公園及び国指定史跡として適正に
管理運営を行い、城址公園の利用者増
を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

城址公園・動物園の維持管理

観光課

城址公園管理運営事業

　 17050301

城址公園の植栽管理・樹木伐採・整枝

観光課

城址公園植栽管理事業

　 17050302

遊園地の管理運営

観光課

遊園地管理運営事業

　 17050303

清閑亭周辺散策路整備

観光課

城址公園整備事業

　 17050304

実施事業 海水浴場管理運営事業 H26～28事業費 29,409

安全かつ快適に海水浴場を利用できる
よう、適切な管理運営を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

海水浴場の管理運営

観光課

海水浴場管理運営事業

　 17050401
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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 1詳細施策 多様な営農形態への支援と担い手の確保

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

認定農業者制度を中心とした経営の合理化、あるいは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し経営体制強化を支えます。また、後継者対策や多様な形態での営農支援な

ど、担い手の確保を進めます。また、足柄平野一帯が協力して担い手の確保策や営農支援を行う（仮

称）農業支援センターの設置に取り組みます。

実施事業 農業経営改善支援事業 H26～28事業費 54,228

効率的かつ安定的な農業経営を営む農
業者の育成など、本市の実情に合わせ
た農業振興を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

鳥獣保護管理対策事業費の補助
鳥獣被害対策実施隊

農政課

有害鳥獣対策事業

　 18010104

県西営農支援センターの運営支援、地域農業再
生協議会の運営、耕作放棄地解消の推進、農業
経営基盤の強化資金・高付加価値事業等への
補助ほか 農政課

地域農業活性化事業

地域経済 18010106

実施事業 農産物販路拡大促進事業 H26～28事業費 2,025

地場農産物のPRや栽培方法、優良品
種の研究などを進め、農産物のブラン
ド化などにより高付加価値化を図りま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

小田原・十郎梅ブランド向上協議会への参加
品評会（立毛、果実、梅干）の開催
地場産農産物PRの実施ほか

農政課

小田原農産物ブランド向上
事業

地域経済 18010202

実施事業 有機農業推進事業 H26～28事業費 2,120

有機農業推進法の基本理念及び小田原
市有機農業推進計画に基づき、農業者
や消費者の協力を得ながら有機農業を
推進します。

千円

予算事業・所属事業内容

環境保全型農業直接支援対策交付金の補助
有機農業の推進

農政課

有機農業推進事業

地域経済 18010301

詳細施策 生産基盤の強化と耕作放棄地の復元2

営農意欲の高い地域を中心に、ほ場整備や農道・用排水路整備など農作業の効率化に向けた生産基盤の

整備を進めます。また、増加傾向にある耕作放棄地の解消に向けては、地元建設業者などの技術を生か

しながら復元のための支援を積極的に行い、市全体の農地の生産力の大幅な向上を図ります。

実施事業 農業振興地域管理事業 H26～28事業費 3,799

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。

千円

予算事業・所属事業内容

農振農用地の管理

農政課

農業振興地域管理事業

　 18020101

実施事業 農地基盤整備事業 H26～28事業費 235,830

ほ場整備や農道・用排水路整備など、
農作業の効率化に向けた生産基盤の整
備を進めます。

千円

予算事業・所属事業内容

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

農政課

ほ場整備事業

18020201

農道、用排水路等の整備

農政課

農道・用排水路整備事業

18020206
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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 2詳細施策 生産基盤の強化と耕作放棄地の復元

実施事業 農業用施設保全事業 H26～28事業費 102,761

農道や用排水路、水門などの農業生産
の基盤となる農業用施設の適切な維持
管理を行い、営農環境の保全を図りま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

農地･農業用水等の保全管理（千代）の支援

農政課

農地・水・環境保全向上対
策事業

　 18020302

農道、用排水路等の維持管理

農政課

農道・用排水路維持管理事
業

18020308

詳細施策 恵まれた条件を生かした地産地消の推進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円滑な市場運営を進めます。

実施事業 畜産振興事業 H26～28事業費 4,878

広大な育成牧場への預託や県乳牛・肉
牛共進会の出品を支援することで、生
産者の経営基盤の強化を促進します。

千円

予算事業・所属事業内容

県乳牛・肉牛共進会の出品
乳牛飼養管理の預託事業費補助

農政課

畜産振興事業

　 18030102

実施事業 地産地消活動支援事業 H26～28事業費 4,446

生産者と消費者が交流することで、消
費者の農業への理解を促進し、地域農
業の活性化と地場産物の消費拡大を図
ります。

千円

予算事業・所属事業内容

食と農の体験学習・教育ファーム推進事業の実
施
農業まつりの運営・支援

農政課

農産物地産地消促進事業

地域経済 18030201

実施事業 青果市場運営管理事業 H26～28事業費 85,564

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します。

千円

予算事業・所属事業内容

青果市場の管理運営・再配置検討

農政課

青果市場管理事業

　 18030301

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

農政課

※公設卸売市場事業特別
会計（青果市場分）への繰り

　 18030302

詳細施策 多角的な林産振興4

地域材の可能性を多角的に評価し、建築材や木工材など多様な分野で活用する需要開発の研究を進め、

資源の循環に配慮しつつ、身近な暮らしのなかから木づかいを推進します。また、公共施設での木材利

用を積極的に進めます。

実施事業 森林保護育成事業 H26～28事業費 62,133

森林所有者自らが行う森林整備の支援
や、林道の整備などを実施し、森林の
保護、育成に取り組みます。

千円

予算事業・所属事業内容

松くい虫の防除

農政課

松くい虫防除事業

　 18040102

林道の整備・維持管理

農政課

林道整備・管理事業

　 18040103

いこいの森の管理運営（指定管理）

農政課

いこいの森管理運営事業

　 18040104
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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 4詳細施策 多角的な林産振興

実施事業 森林・林業活性化事業 H26～28事業費 77,368

未利用資源である間伐材を利活用し、
地場産業や市民活動と連携しつつ、森
林・林業・木材産業の再生を図りま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

小田原ならではの住まいづくり、木づかいの推進
ストックヤード整備、いこいの森バンガロー整備
小田原産木材住宅リフォーム助成
全国削ろう会小田原大会 農政課

地域産木材利用拡大事業

地域経済 18040201

ウッドスタート事業・木育活動

農政課

木育推進事業

地域経済 18040202

詳細施策 交流・体験による活性化5

農地貸借や市民農園の開設支援など都市農業の推進を通じて耕作放棄地の解消を進めます。また、グ

リーン・ツーリズムなど各地域の農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、地域の活

性化を図ります。

実施事業 農業交流体験事業 H26～28事業費 63,663

余暇活動としてニーズの高い体験型農
業などを展開することにより、都市住
民との交流を促進します。

千円

予算事業・所属事業内容

梅の里センター、曽我みのり館の管理運営（指定
管理）
中河原・田島ふれあい広場、上曽我農林公園の
管理運営 農政課

梅の里センター等管理運営
事業

　 18050104

一夜城交流拠点施設の管理
市民農園の整備
みかん・たまねぎオーナー制度の実施

農政課

都市農業交流推進事業

地域経済 18050106
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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 1詳細施策 漁場のかん養・育成と漁港整備

施策 水産業の振興19
【基本方針】

新鮮な水産物が安定供給できるよう漁場のかん養・育成を進め、水揚げ・流通体制を適正に保つとともに、魚を

たくさん食べる食文化の振興や多様な加工産業を支援していきます。

詳細施策 漁場のかん養・育成と漁港整備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場・

漁港の整備を進めます。

実施事業 漁港整備・改修事業 H26～28事業費 468,039

小田原特定漁港漁場整備などの早期完
成を促進します。また、老朽化する小
田原市営漁港（石橋・米神・江之浦）
の維持修繕を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

（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

水産海浜課

小田原特定漁港漁場整備
事業

　 19010101

漁港(石橋・米神・江之浦）施設の維持修繕
小田原漁港西港漁具倉庫の取壊し

水産海浜課

漁港等管理事業

　 19010102

実施事業 水産資源環境保護事業 H26～28事業費 2,400

漁業者の栽培漁業に対する更なる意識
向上のため、投石漁場周辺への稚魚や
稚貝の種苗放流に対し補助します。

千円

予算事業・所属事業内容

稚魚・稚貝の放流費補助

水産海浜課

水産資源環境保護事業

　 19010201

詳細施策 水産物の高付加価値化と担い手支援2

蓄養水面、流通加工施設、交流促進施設の整備を通じて漁獲物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。

実施事業 水産業振興助成・融資事業 H26～28事業費 83,736

漁業共済掛金の助成や低利の融資を行
い経営の安定化を図ります。また、老
朽化した救助船に代わる海難救助船の
建造に対し補助を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

漁業共済掛金の助成

水産海浜課

漁業共済掛金補助事業

　 19020101

水産漁業関係者への低利融資の実施

水産海浜課

水産振興資金融資事業

　 19020102

県水難救済会への参加

水産海浜課

水難救済会支援事業

　 19020103

実施事業 漁業後継者育成事業 H26～28事業費 327

小田原市漁業協同組合の青年部及び女
性部が行う試験研究事業や技術研修
会、異業種交流会、特産品づくりの開
発などに対して、支援を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

漁業後継者の育成事業への補助

水産海浜課

漁業後継者育成事業

地域経済 19020201
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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 2詳細施策 水産物の高付加価値化と担い手支援

実施事業 魚ブランド化促進事業 H26～28事業費 900

「小田原の魚」をもっと「知って」、
「買って」、「食べて」もらうため
に、関係団体や事業者などとともに、
様々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。

千円

予算事業・所属事業内容

地場産水産物のPRと消費拡大への支援

水産海浜課

魚ブランド化促進事業

地域経済 19020301

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地産地消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。

実施事業 水産物流通機能推進事業 H26～28事業費 191,281

施設の安全対策に配慮しつつ、市場機
能の確保を図ります。また、水産物に
関する情報発信事業への支援を行うと
ともに、魚食普及イベントを開催する
小田原さかな普及の会に助成を行い、
地場水産物の普及と地産地消を推進し
ます。　　

千円

予算事業・所属事業内容

水産市場の管理運営、維持修繕

水産海浜課

水産市場施設管理運営事
業

　 19030101

特別会計

さかな普及の会の事業費補助

水産海浜課

水産物消費拡大促進事業

　 19030102

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

水産海浜課

※公設地方卸売市場事業
特別会計(水産市場分）への

　 19030104

詳細施策 交流による小田原漁港周辺の活性化支援4

市民や都市住民と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、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。

実施事業 交流促進施設等整備事業 H26～28事業費 351,112

小田原特定漁港漁場整備事業により造
成される埋立地に交流促進施設を整備
します。

千円

予算事業・所属事業内容

交流促進施設の整備

水産海浜課

交流促進施設等整備事業

地域経済 19040101

実施事業 ふれあい漁業推進事業 H26～28事業費 12,600

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の活
性化を図ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

千円

予算事業・所属事業内容

小田原みなとまつりの開催

水産海浜課

小田原みなとまつり開催事
業

　 19040201
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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 1詳細施策 史跡小田原城跡などの整備

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。

実施事業 史跡小田原城跡整備事業 H26～28事業費 543,151

近世城郭である本丸・二の丸や中世城
郭である八幡山古郭・総構の整備を行
うとともに、史跡を保護するために史
跡用地の取得を計画的に行います。

千円

予算事業・所属事業内容

御用米曲輪修景整備
天守模型調査
本丸・二の丸整備基本構想の再検討

文化財課

本丸・二の丸整備事業

文化力 20010101

整備計画策定に向けた準備

文化財課

八幡山古郭・総構整備事業

文化力 20010102

史跡用地の取得

文化財課

史跡等用地取得事業

　 20010103

実施事業 史跡石垣山整備事業 H26～28事業費 44,717

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、早川石丁
場群については、分布調査等の報告書
を刊行するとともに、史跡指定に向け
た協議を進めます。

千円

予算事業・所属事業内容

史跡石垣山の保全対策工事

文化財課

史跡石垣山保全対策事業

　 20010201

報告書の刊行、史跡指定など

文化財課

早川石丁場群整備事業

　 20010202

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、文化財の公開を進めます。

実施事業 埋蔵文化財調査・整理事業 H26～28事業費 196,713

開発工事に際して事前に発掘調査を実
施するとともに、発掘調査によって得
られた成果は、永く後世に伝えるとと
もに誰もが活用できるように資料とし
て整備します。

千円

予算事業・所属事業内容

開発行為に伴う緊急発掘調査

文化財課

緊急発掘調査事業

　 20020101

遺物の整理・保存処理

文化財課

遺物保存管理事業

　 20020102

実施事業 文化財保存・管理事業 H26～28事業費 26,010

歴史的建造物や民俗芸能に代表される
有形・無形の文化財などを適切に保
存、管理、育成するため、文化財の所
有者や団体に対し支援します。また、
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。

千円

予算事業・所属事業内容

指定文化財の管理謝礼の進呈
保存修理費の補助
無形民俗芸能保存団体の支援

文化財課

文化財保存修理等助成事
業

　 20020201

市・国指定史跡の見回り監視・清掃・草刈り

文化財課

指定文化財等保存管理事
業

　 20020203
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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 2詳細施策 文化財の保存と活用

実施事業 文化財啓発事業 H26～28事業費 19,562

埋蔵文化財の発掘調査の成果や史跡小
田原城跡の整備状況、歴史的建造物な
どの文化財を公開します。また、文化
財啓発用冊子などを刊行します。

千円

予算事業・所属事業内容

遺跡調査発表会等の実施
小田原城三の丸出土弓レプリカ製作
指定文化財の一般公開

文化財課

文化財公開事業

　 20020301

詳細施策 重要資料展示施設の整備検討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や市立図書館の施設のあり方につ

いて、整理統合などを視野に検討を進めます。

実施事業 博物館構想策定事業 H26～28事業費 4,245

本市における博物館の在り方の指針と
なる博物館構想の策定を進めます。

千円

予算事業・所属事業内容

博物館構想策定委員会の開催
基本構想策定

生涯学習課

博物館構想策定事業

20030101

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・伝統を反映した人々の活動などの

維持、向上を図ります。そして、古代から現代に至るまで幾重にも重なる歴史のうえに形成された歴史

都市としてのまちづくりに取り組みます。

実施事業 歴史まちづくり事業 H26～28事業費 191,663

地域の資産である歴史的なたたずまい
の維持、向上を図るとともに、後世に
継承するための体制や周辺環境を整え
ます。

千円

予算事業・所属事業内容

歴史まちづくり協議会の運営
歴史的建造物の保存・整備

都市計画課

歴史的風致維持向上計画
推進事業

文化力 20040101
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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 1詳細施策 市民文化創造の支援

施策 文化・芸術の振興21
【基本方針】

小田原の芸術文化創造の拠点を整備します。そして、市民主体による芸術文化活動の裾野を広げるとともに、多

様な文化交流を進めます。

詳細施策 市民文化創造の支援1

文化振興ビジョンを策定し、市民文化活動の強化を図ります。また、市民の主体的な文化活動や交流を

支援するとともに、子どもたちへの多様なアプローチを進めるなど、新しい担い手の発掘と育成を図り

ます。

実施事業 文化創造活動支援事業 H26～28事業費 48,270

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、新たな文
化の担い手を育成します。

千円

予算事業・所属事業内容

文化振興ビジョンの推進
文化情報の発信

文化政策課

文化振興ビジョン推進事業

文化力 21010101

ミュージックストリート等の開催
小田原映画祭等への補助、支援

文化政策課

市民芸術活動活性化事業

文化力 21010102

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

文化政策課

文化創造活動担い手育成
事業

文化力 21010103

市美術展・市民文化祭の開催

文化政策課

市美術展・市民文化祭開催
事業

文化力 21010104

文化振興事業等参加者への祝い金進呈
市民文化祭参加後援団体等への補助

文化政策課

芸術・文化活動支援事業

　 21010105

詳細施策 芸術文化創造拠点の整備2

市民に愛される芸術文化創造の拠点としての市民ホールを整備し、多様で豊かな芸術文化活動を促進し

ます。

実施事業 芸術文化創造センター整備事業 H26～28事業費 8,071,317

本市における芸術文化創造の拠点とし
て芸術文化創造センターを整備しま
す。現市民会館は、その機能移転が完
了するまで使用できるよう維持管理を
行います。

千円

予算事業・所属事業内容

芸術文化創造センター実施設計、建設工事等

文化政策課

芸術文化創造センター整備
事業

文化力 21020101

市民会館の管理運営

文化政策課

市民会館管理運営事業

　 21020102
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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 3詳細施策 小田原ゆかりの文化の保存と活用

詳細施策 小田原ゆかりの文化の保存と活用3

歴史に育まれた小田原ゆかりの文化を守り伝え、北原白秋の童謡をはじめとした文学遺産や由緒ある建

築物などの資産をしっかりと生かしたまちづくりを進めます。

実施事業 小田原ゆかりの文化の保存・活用事業 H26～28事業費 96,081

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。

千円

予算事業・所属事業内容

小田原文学館の管理運営

図書館

小田原文学館管理運営事
業

　 21030101

西海子サロンの運営等

図書館

文学のまちづくり事業

文化力 21030102

松永記念館交流事業等の実施

生涯学習課

近代小田原三茶人等顕彰
事業

文化力 21030103

嚶鳴フォーラムin小田原の開催
尊徳祭の開催等

生涯学習課

尊徳顕彰事業

文化力 21030104

清閑亭の運営と活用

文化政策課

清閑亭を核としたまちづくり
事業

都市の顔 21030105

板橋周辺の歴史的建造物等の活用

生涯学習課

板橋の文化資産活用事業

21030106

詳細施策 文化交流の推進4

国内外の姉妹都市を中心とした市民レベルの交流を促し、他地域の文化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。

実施事業 国際交流支援事業 H26～28事業費 22,899

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・マンリー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。

千円

予算事業・所属事業内容

ときめき国際学校の開催

文化政策課

ときめき国際学校開催事業

　 21040101

青年交流事業費の補助
小田原海外市民交流会の運営費補助

文化政策課

姉妹都市等交流事業

　 21040102

実施事業 市民功労者等表彰事業 H26～28事業費 2,742

小田原において文化や福祉などの分野
で功績があった個人、団体を表彰しま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

市民功労者等表彰の実施

地域政策課

市民功労者等表彰事業

　 21040201

76



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 1詳細施策 多様な学習の機会と情報の提供

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場や機

会、情報などを提供するとともに、市民の主体的な生涯学習の運営を促します。また、これからの時代

に求められる図書館の役割や機能について検討します。

実施事業 キャンパスおだわら事業 H26～28事業費 61,332

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。

千円

予算事業・所属事業内容

学習の機会と情報の提供
キャンパスおだわら運営委員会の運営

生涯学習課

キャンパスおだわら事業

　 22010101

実施事業 地域・大学連携交流事業 H26～28事業費 600

地域にある大学との連携の中で学生が
主体となった事業も実施し、身近な高
等教育機関への興味や関心を深めま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

大学連携事業の開催

文化政策課

地域大学連携事業

　 22010201

実施事業 生涯学習施設管理運営事業 H26～28事業費 1,421,465

学習の場となる生涯学習施設を管理運
営します。

千円

予算事業・所属事業内容

生涯学習センターけやきの管理運営
耐震工事の実施

生涯学習課

生涯学習センター本館管理
運営事業

　 22010301

生涯学習センター分館の管理運営
耐震工事等の実施

生涯学習課

生涯学習センター分館管理
運営事業

　 22010302

生涯学習センター国府津学習館の管理運営

生涯学習課

生涯学習センター国府津学
習館管理運営事業

　 22010303

郷土文化館本館の管理運営

生涯学習課

郷土文化館本館管理運営
事業

　 22010304

尊徳記念館の管理運営

生涯学習課

尊徳記念館管理運営事業

　 22010305

学校施設の社会教育開放

生涯学習課

学校施設等開放事業

　 22010306

市立図書館の管理運営、図書の購入

図書館

市立図書館管理運営事業

　 22010307

かもめ図書館の管理運営、図書の購入

図書館

かもめ図書館管理運営事業

　 22010308

松永記念館の管理運営

生涯学習課

郷土文化館分館松永記念
館管理運営事業

　 22010309
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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 1詳細施策 多様な学習の機会と情報の提供

実施事業 身近な図書館推進事業 H26～28事業費 57,903

各種イベントを通して図書館の利用促
進を図ります。また、手軽に図書資料
の予約、貸出、返却などができるよう
図書館機能の整備、充実を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

図書館学習イベントの開催

図書館

図書館学習イベント開催事
業

　 22010401

予約検索システムの管理運用
図書の搬送

図書館

図書館ネットワーク等運営
事業

　 22010402

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。

実施事業 二宮尊徳学習事業 H26～28事業費 11,446

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。

千円

予算事業・所属事業内容

展示室史跡などの解説

生涯学習課

尊徳学習推進事業

文化力 22020101

尊徳資料の収集・整備・公開

生涯学習課

尊徳資料収集・整備・公開
事業

文化力 22020102

実施事業 郷土学習事業 H26～28事業費 24,600

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。また古文書など貴重資料のデジタ
ルデータ化を進めます。

千円

予算事業・所属事業内容

郷土研究会等の開催

生涯学習課

郷土学習事業

　 22020201

郷土資料の収集・保管・活用

生涯学習課

郷土資料収集・保管・活用
事業

　 22020202

図書館郷土資料の整理・保存・公開

図書館

図書館郷土資料整理・保
存・公開事業

　 22020203

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、学習の記録を認定す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。

実施事業 生涯学習支援者育成事業 H26～28事業費 1,158

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。

千円

予算事業・所属事業内容

ボランティア団体の活動及び育成支援

生涯学習課

生涯学習支援者育成事業

　 22030101

実施事業 学習成果発表事業 H26～28事業費 465

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。

千円

予算事業・所属事業内容

生涯学習フェスティバルの開催

生涯学習課

生涯学習フェスティバル事
業

　 22030201
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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 1詳細施策 スポーツに親しむ機会の充実

施策 生涯スポーツの振興23
【基本方針】

誰もがスポーツに関心や興味を持ち、スポーツに親しむ機会やきっかけをつくるとともに、市民のスポーツ活動を

支えるための仕組みや環境を整えます。

詳細施策 スポーツに親しむ機会の充実1

スポーツを始めるきっかけづくりとなるニュースポーツやウォーキングの普及、スポーツ教室の開催な

ど、子どもから高齢者まで、誰もが、どこでも、いつまでもスポーツに親しめる機会を提供します。

実施事業 ウォーキング推進事業 H26～28事業費 18,240

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。

千円

予算事業・所属事業内容

城下町おだわらツーデーマーチの開催

スポーツ課

城下町おだわらツーデー
マーチ開催事業

　 23010101

歩育啓発事業・ウォーキング推進モデル事業の
実施

スポーツ課

ウォーキングタウン小田原・
歩育推進事業

23010102

実施事業 生涯スポーツ振興事業 H26～28事業費 162,717

誰もが気軽に取り組めるニュースポー
ツの普及を図るとともに、各種スポー
ツ教室や大会を開催する体育協会を支
援します。

千円

予算事業・所属事業内容

ニュースポーツの普及・促進

スポーツ課

ニュースポーツ普及・促進事
業

　 23010201

市体育協会への補助

スポーツ課

市体育協会補助事業

　 23010202

湘南ベルマーレ等関係団体との調整
プロスポーツ大会などの誘致

スポーツ課

スポーツ観戦提供事業

　 23010203

実施事業 スポーツ大会開催等事業 H26～28事業費 3,092

全国レベルの実業団学生対抗陸上競技
大会を開催するなど、スポーツに対す
る関心の醸成を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

実業団・学生対抗陸上競技大会の開催

スポーツ課

実業団学生対抗陸上競技
大会開催事業

　 23010303

実施事業 スポーツ振興事業 H26～28事業費 13,662

全国大会などへの出場者に対し祝い金
を交付します。また、青少年の武道振
興の一環として、柔道・剣道錬成教室
を開催します。

千円

予算事業・所属事業内容

スポーツ振興祝い金の交付

スポーツ課

スポーツ振興祝い金交付事
業

　 23010401

柔道・剣道錬成教室の開催

スポーツ課

柔・剣道錬成事業

　 23010402
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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 2詳細施策 地域でのスポーツ活動の支援

詳細施策 地域でのスポーツ活動の支援2

誰もが身近な地域でスポーツに親しめるよう、関係団体が連携した取組を促進するなど、地域で取り組

むスポーツ活動を支援します。

実施事業 地域スポーツ活性化事業 H26～28事業費 9,102

総合型地域スポーツクラブやスポーツ
推進委員活動を促進します。また、ス
ポーツ関係団体の連携強化を図りま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

地域スポーツ活性化モデル事業の実施

スポーツ課

地域スポーツ活性化モデル
事業

　 23020101

講師派遣の実施

スポーツ課

総合型地域スポーツクラブ
推進事業

　 23020102

スポーツ推進委員協議会への補助

スポーツ課

スポーツ推進委員活動促進
事業

　 23020103

詳細施策 スポーツ活動を支える環境づくり3

効果的な情報提供や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。

実施事業 スポーツ施設整備運営事業 H26～28事業費 404,509

スポーツ施設の安全かつ快適で、効率
的な管理運営を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

小田原アリーナ等の管理運営

スポーツ課

小田原アリーナ等整備運営
事業

　 23030101

城山庭球場の管理運営

スポーツ課

城山庭球場整備運営事業

　 23030104

市営プールの管理運営

スポーツ課

市営プール整備運営事業

　 23030105

城内弓道場の管理運営

スポーツ課

城内弓道場整備運営事業

　 23030106

酒匂川スポーツ広場・運動広場（鴨宮・高田）
寿町テニス場の管理運営

スポーツ課

スポーツ広場整備運営事業

　 23030107

学校体育施設の開放

スポーツ課

学校体育施設開放事業

　 23030108

酒匂川左岸サイクリング場の管理運営

スポーツ課

酒匂川左岸サイクリング場
管理運営事業

　 23030109

酒匂川サイクリングロードの整備

スポーツ課

酒匂川サイクリングロード整
備事業

　 23030110
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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 2詳細施策 地域の環境再生・保全活動の推進

施策 環境再生・保全活動の推進24
【基本方針】

身近な自然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 地域の環境再生・保全活動の推進2

市民活動としての積極的な環境再生・保全活動を地域ぐるみの身近な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里山や鎮守の森、農地、水路、水辺など、身近な自然環境

の豊かさと美しさを地域住民自身が守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。

実施事業 環境基本計画推進事業 H26～28事業費 1,900

環境基本計画及び地球温暖化対策推進
計画の年次報告書を作成・公表し、計
画の進行管理を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

環境基本計画年次報告書の作成・公表
環境審議会の運営

環境政策課

環境基本計画進行管理事
業

　 24020101

実施事業 市民による環境再生プロジェクト推進事業 H26～28事業費 15,039

市民による全市的な環境改善活動を
コーディネートする組織の支援や、環
境改善活動の実践者を養成するための
支援を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

和留沢地区の農地再生
酒匂川土手の芝桜等植栽・菜の花栽培
プラットフォームの設立や環境活動への支援

環境政策課

環境再生活動推進事業

自然環境 24020201

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基準を設け、地域ぐるみの行動を進めます。

実施事業 環境学習推進事業 H26～28事業費 3,903

市民団体などとの協働による体験学習
を開催します。

千円

予算事業・所属事業内容

環境体験講座の開催

環境政策課

環境学習推進事業

自然環境 24030101

実施事業 市民の環境配慮行動推進事業 H26～28事業費 2,799

市民の環境配慮行動を継続的に実行し
ていくために、省エネルギーやごみ減
量などの意識の定着及び具体的な行動
を促します。

千円

予算事業・所属事業内容

省エネ研修会の開催
省エネナビ等の貸出
環境にやさしい行動表彰の実施

環境政策課

地域環境配慮行動推進事
業

　 24030201

実施事業 企業の環境配慮行動推進事業 H26～28事業費 0

企業の環境配慮行動を継続的に実行し
ていくために、環境配慮意識の定着及
び具体的な行動を促します。

千円

予算事業・所属事業内容

企業との地球環境保全協定の締結

環境政策課

地球環境保全協定推進事
業

　 24030301

実施事業 行政の環境配慮行動推進事業 H26～28事業費 465

公共施設の省エネルギー化を進めるほ
か、市職員の一層の環境配慮意識の定
着と、より積極的、具体的な行動を実
践します。

千円

予算事業・所属事業内容

クールビズなどの環境配慮行動の実施

環境政策課

市役所環境配慮行動推進
事業

　 24030401
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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 4詳細施策 地球環境問題への取組の推進

詳細施策 地球環境問題への取組の推進4

自然環境を生かしたクリーンエネルギーの導入や資源の地域内循環の構築など、地球温暖化防止に向け

た取組を地域ぐるみで進めます。

実施事業 再生可能エネルギー導入推進事業 H26～28事業費 79,322

家庭用燃料電池システム設置や低公害
車購入への補助を実施するとともに、
エネルギーの地域自給を目指し、再生
可能エネルギーの導入を促進します。

千円

予算事業・所属事業内容

家庭用燃料電池システムなどの設置費補助

エネルギー政策推進課

地球温暖化対策推進事業

自然環境 24040101

エネルギー計画策定
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 エネルギー政策推進課

再生可能エネルギー導入促
進事業

自然環境 24040102
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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 1詳細施策 ごみの減量化の推進

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、事業ごみについては、排出基準や制度の見直し、ごみの有料化を検

討します。

実施事業 ごみ減量意識啓発事業 H26～28事業費 2,283

市民や事業者が自発的にごみ減量・再
資源化を実施できるよう、継続的な意
識啓発活動を効果的に実施します。

千円

予算事業・所属事業内容

環境意識啓発誌「ゴミダス」等の作成・配布

環境政策課

ごみ減量意識啓発事業

　 25010101

リサイクルリユースフェアの開催
新たな手法による大型ごみリサイクルの検討

環境政策課

リサイクルリユースフェア開
催事業

　 25010103

実施事業 ごみ減量化事業 H26～28事業費 191,781

事業系ごみの排出基準と制度の見直し
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
ごみの減量化を推進します。

千円

予算事業・所属事業内容

分別収集奨励及び収集場所管理協力金の交付

環境政策課

分別排出奨励事業

　 25010201

指定ごみ袋の販売

環境政策課

指定ごみ袋販売事業

　 25010202

事業系ごみ発生量などの調査
排出事業者への立入検査の実施
優良事業所等の認証

環境政策課

事業系ごみ分別強化事業

　 25010203

詳細施策 資源化の推進2

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。また、公共建設発生土を有効活用することで再資源化を図ります。

実施事業 ごみの資源化事業 H26～28事業費 1,373,727

市民主体の生ごみ堆肥化を推進し、資
源の地域内循環を進めるとともに、焼
却灰などの資源化率の維持・向上に努
めます。また、公共建設発生土を適正
に処理し、有効利用を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

生ごみプロジェクトの実施
段ボールコンポストの普及

環境政策課

生ごみ堆肥化推進事業

自然環境 25020101

焼却灰・不燃物・ガラス残渣の資源化・埋立
小型家電リサイクル

環境政策課

焼却灰等資源化事業

　 25020102

トレー・プラスチック容器の資源化

環境政策課

容器等再資源化事業

　 25020103

古紙のリサイクル

環境政策課

古紙リサイクル事業

　 25020104

公共建設発生土受入地整備の促進

検査室

公共建設発生土有効利用
事業

　 25020105
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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 2詳細施策 資源化の推進

実施事業 資源化推進事業 H26～28事業費 35,313

ごみカレンダーの配付や巡回による分
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。

千円

予算事業・所属事業内容

清掃指導員等による指導
ごみと資源の分け方・出し方ガイド・収集カレン
ダーの作成・配布

環境事業センター

ごみ分別指導事業

　 25020201

詳細施策 ごみの適正処理3

委託化など民間活力の活用を進め、収集・運搬・処分体制の効率化を図るとともに、廃棄物処理施設の

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も視野に施設整

備や手法を検討します。

実施事業 廃棄物適正処理事業 H26～28事業費 4,269,817

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。

千円

予算事業・所属事業内容

ごみの収集・運搬

環境事業センター

ごみ収集運搬事業

　 25030101

リサイクル施設などの管理運営・修繕

環境事業センター

リサイクル施設等管理運営
事業

　 25030102

焼却施設の管理運営・定期修繕

環境事業センター

焼却施設管理運営事業

　 25030103

堀ケ窪埋立処分場の管理運営

環境事業センター

堀ヶ窪埋立処分場管理運営
事業

　 25030104

中村原埋立処分場の維持管理
廃止に向けた分析調査

環境事業センター

中村原埋立処分場管理事
業

　 25030105

実施事業 ごみ処理広域化推進事業 H26～28事業費 135

小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町
の１市３町で小田原市・足柄下地区ご
み処理広域化実施計画を策定し、ごみ
処理の広域化の検討を進めます。

千円

予算事業・所属事業内容

ごみ処理広域化実施計画の策定ほか

環境政策課

小田原市・足柄下地区ごみ
処理広域化推進事業

　 25030201
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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 1詳細施策 協働による美化の推進

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、まちの美化や公園の維持管理を進めるとともに、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。

実施事業 まち美化推進事業 H26～28事業費 22,785

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。

千円

予算事業・所属事業内容

ボランティア用ごみ袋・ポイ捨て禁止看板の作成
啓発キャンペーンの実施

環境保護課

地域美化促進事業

　 26010101

環境美化促進重点地区の美化啓発清掃
小田原駅前・小田原城周辺喫煙場所の清掃

環境保護課

環境美化促進重点地区美
化事業

　 26010102

（公財）かながわ海岸美化財団への参加

環境保護課

海岸美化推進事業

　 26010103

不法投棄物の巡回撤去・運搬

環境事業センター

不法投棄防止対策事業

　 26010104

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。

実施事業 衛生環境保持事業 H26～28事業費 1,833,630

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。

千円

予算事業・所属事業内容

ユスリカ・スズメバチなどの衛生害虫駆除
害虫駆除薬剤などの配布

環境保護課

害虫駆除事業

　 26020101

公衆便所の維持管理

環境保護課

公衆便所管理事業

　 26020102

公衆浴場利用促進の事業費補助

環境保護課

公衆浴場補助事業

　 26020103

し尿などの収集

環境保護課

し尿収集事業

　 26020104

扇町クリーンセンターの管理運営、維持修繕及
び設備更新

環境保護課

扇町クリーンセンター管理
運営事業

　 26020105
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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 2詳細施策 良好な衛生環境の保持

実施事業 犬・猫飼い方マナー啓発事業 H26～28事業費 21,710

犬・猫の飼い方マナーの啓発を行い、
快適な生活環境をつくります。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。

千円

予算事業・所属事業内容

犬・猫飼い方マナー啓発用看板の作成
動物フェスティバルの開催

環境保護課

犬・猫飼い方マナー啓発事
業

　 26020201

畜犬登録・狂犬病予防注射の実施

環境保護課

畜犬登録・狂犬病予防注射
事業

　 26020202

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広域的に進めます。

実施事業 斎場運営整備事業 H26～28事業費 352,826

斎場の維持管理を行うとともに、小田
原市が事業主体となり、近隣の１市５
町（南足柄市、大井町、松田町、山北
町、開成町、箱根町）と連携し、新斎
場の整備に取り組みます。

千円

予算事業・所属事業内容

斎場の管理運営・維持修繕

環境保護課

斎場管理運営事業

　 26030101

斎場の整備

環境政策課

斎場整備事業

　 26030102

詳細施策 身近な緑と公園の整備4

沿道緑化やオープンガーデンなどの市民の主体的な緑化の取組を支援します。また、身近な公園や緑地

を拡充し、その整備・維持管理については、地域住民と行政が一体となった取組を進めます。

実施事業 身近な公園緑地整備事業 H26～28事業費 222,174

歩いて行ける範囲の身近な公園を整備
拡充するとともに、老朽化した遊具な
どの公園施設の改修・更新を行いま
す。また、身近な公園や緑地などの日
常的な維持管理を地域住民との協働で
行います。

千円

予算事業・所属事業内容

街区公園の遊具等の更新
鴨宮みどりの広場の整備

みどり公園課

身近な公園整備事業

　 26040101

市民参加の公園管理の促進
街区公園・街路樹等の維持管理

みどり公園課

公園緑地維持管理事業

自然環境 26040103

実施事業 緑化活動支援事業 H26～28事業費 13,938

市民の主体的な花とみどりのまちづく
り活動を促し、市街地や住宅街の公共
空間や民有地に潤いのあるみどりの空
間を創出します。

千円

予算事業・所属事業内容

公共公益施設の緑化推進
民有地の緑化促進・啓発

みどり公園課

緑化推進事業

都市の顔 26040201
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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 4詳細施策 身近な緑と公園の整備

実施事業 総合公園・特殊公園等公園整備充実事業 H26～28事業費 612,405

都市公園の老朽化した遊具などの公園
施設の改修・更新を行います。また、
指定管理者制度の導入により、公園利
用者へのサービス向上とともに運営経
費の削減を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

石垣山一夜城歴史公園の管理運営

みどり公園課

石垣山一夜城歴史公園管
理運営事業

　 26040301

上府中公園の管理運営（指定管理）

みどり公園課

上府中公園管理運営事業

　 26040302

フラワーガーデンの管理運営（指定管理）

みどり公園課

フラワーガーデン管理運営
事業

　 26040304

こどもの森公園・辻村植物公園の管理運営（指定
管理）

みどり公園課

こどもの森公園・辻村植物
公園管理運営事業

　 26040306

久野霊園の管理運営

みどり公園課

久野霊園管理運営事業

　 26040308

実施事業 広域公園整備促進事業 H26～28事業費 0

県立おだわら諏訪の原公園整備事業の
促進を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

県立おだわら諏訪の原公園の整備促進

建設政策課

県立おだわら諏訪の原公園
整備促進事業

　 26040401

実施事業 緑地保全事業 H26～28事業費 18,000

公園や緑地の整備充実、保全創出につ
いての計画を策定します。

千円

予算事業・所属事業内容

緑の基本計画の改訂

みどり公園課

緑の基本計画改訂事業

　 26040501

実施事業 保存樹・保存樹林奨励金交付事業 H26～28事業費 2,349

健全で美観上優れる樹木、樹林を保存
樹、保存樹林に指定し、奨励金を交付
します。

千円

予算事業・所属事業内容

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

環境保護課

保存樹・保存樹林奨励金交
付事業

　 26040601
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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 1詳細施策 森林の再生

施策 自然環境の保全と再生27
【基本方針】

山、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。

実施事業 水源環境保全事業 H26～28事業費 287,103

森林の水源林としての機能を確保する
ため、間伐や枝打などの森林整備を実
施します。

千円

予算事業・所属事業内容

高齢級森林の枝打・間伐
ふるさとの森づくり事業費の補助
地域水源林の整備ほか

農政課

森林整備事業

自然環境 27010104

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、地域と連携した取組を進めます。

実施事業 里地里山再生事業 H26～28事業費 2,910

多面的な機能を発揮する里地里山を保
全再生するとともに、その活用を検討
します。

千円

予算事業・所属事業内容

里山づくり推進事業費の補助

農政課

里地里山再生事業

自然環境 27020101

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。

実施事業 酒匂川水系保全事業 H26～28事業費 600

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。

千円

予算事業・所属事業内容

酒匂川水系保全協議会への参加

環境保護課

酒匂川水系保全事業

　 27030101

実施事業 河川環境整備事業 H26～28事業費 66,000

多自然水路工事など環境と景観に配慮
した水路整備を進めます。

千円

予算事業・所属事業内容

多自然型水路の整備
水質・動植物の調査

道水路整備課

河川環境整備事業

自然環境 27030201

実施事業 河川環境保全事業 H26～28事業費 6,912

河川・水路の維持管理を進めるととも
に、市民参加による美化活動を推進し
ます。

千円

予算事業・所属事業内容

河川環境の美化活動の促進

道水路整備課

河川管理事業

自然環境 27030301

90



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 4詳細施策 生態系の維持保全

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。

実施事業 野生動植物保護事業 H26～28事業費 1,008

酒匂川の中州や建物の屋上への人工栄
巣地の整備等、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
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。

千円

予算事業・所属事業内容

コアジサシ人工営巣地の整備等

環境保護課

コアジサシの郷づくり事業

自然環境 27040101

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

環境保護課

メダカの保護事業

自然環境 27040102

実施事業 野猿等対策事業 H26～28事業費 55,275

関係機関と連携し、野猿の追い払いや
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。

千円

予算事業・所属事業内容

鳥獣保護管理対策事業費の補助
野猿監視・追払いの実施

環境保護課

野猿対策事業

　 27040201

有害鳥獣・外来生物の捕獲、捕獲檻の貸し出し

環境保護課

外来生物等対策事業

　 27040202

実施事業 公害対策事業 H26～28事業費 110,616

各種法令などに基づき、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。

千円

予算事業・所属事業内容

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） 環境保護課

水質保全事業

　 27040301

地下水・土壌調査・指導の実施

環境保護課

地下水・土壌保全事業

　 27040302

大気環境・臭気調査の実施

環境保護課

大気保全事業

　 27040303

騒音・振動調査・指導の実施
深夜花火禁止パトロールの実施

環境保護課

騒音振動対策事業

　 27040304

公害発生源への立入調査・監視の実施
専用水道等の届出に係る審査など

環境保護課

公害防止対策事業

　 27040305
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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 1詳細施策 計画的な土地利用の推進

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、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、超高齢社会を踏まえ、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。

実施事業 都市計画マスタープラン推進事業 H26～28事業費 7,930

都市計画マスタープランに基づき、都
市計画制度を活用して、集約型都市構
造を見据えた持続可能な秩序ある市街
地づくりを進めます。

千円

予算事業・所属事業内容

都市計画区域区分・用途地域の見直し

都市計画課

線引き・用途地域見直し事
業

　 28010101

低炭素都市づくり計画の推進

都市政策課

低炭素都市づくり推進事業

28010102

実施事業 官民境界確定事業 H26～28事業費 66,045

公共測量や境界の確定・地籍調査など
に必要な世界測地系に基づく公共基準
点の整備を促進します。さらに、通常
の地籍調査事業に先駆けて行う官民境
界等先行調査を実施します。

千円

予算事業・所属事業内容

基準点・筆界点の点検・修正
基準点の設置

土木管理課

公共基準点整備事業

　 28010201

地籍調査（官民境界等先行調査）の実施

土木管理課

地籍調査事業

　 28010202

実施事業 地区計画等活用促進事業 H26～28事業費 0

都市計画提案制度の充実とＰＲを図
り、地区住民等によるまちづくり活動
を支援します。　　

千円

予算事業・所属事業内容

地区計画制度の活用による街づくりの促進

都市計画課

地区計画等活用促進事業

　 28010301

実施事業 地域による街づくりルール策定支援事業 H26～28事業費 1,770

市民の主体的な取組による快適な居住
環境の保全に向けて、社会経済情勢の
変化や土地利用の動向などに的確に対
応した街づくりルールの形成を支援し
ます。

千円

予算事業・所属事業内容

地域の街づくり活動への専門家派遣など

都市政策課

街づくりアドバイザー事業

　 28010401

95



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 2詳細施策 景観形成の促進

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

えます。さらに、景観への配慮の視点から、小田原城周辺の建築物の高さなどについて更なる検討を進

めます。

実施事業 景観まちづくり促進事業 H26～28事業費 17,376

暮らしの潤いとなる景観形成を身近な
ところから進めるとともに、地域の自
主的な景観形成活動を支援します。

千円

予算事業・所属事業内容

景観意識の啓発
講習会等の開催

都市計画課

景観意識高揚事業

　 28020102

景観形成修景費の補助
街なみ環境の整備の支援

都市計画課

景観形成修景事業

都市の顔 28020103

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囲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、回遊を生み出す場としての空間づくりを進めます。また、歩いて楽しくなる都市廊などの検討を

進めるとともに、小田原駅周辺への居住を促進し、生活者によるにぎわいで街なかの活性化を図りま

す。

実施事業 お城通り地区再開発事業 H26～28事業費 3,956,162

小田原駅に隣接する広域交流の重要拠
点地区として、商業・業務、公共・公
益などの機能の集積を図るため、歴史
的景観や駅からの眺望に配慮した再開
発事業を進めます。

千円

予算事業・所属事業内容

再開発事業の推進
用地の取得

拠点施設整備課

お城通り地区再開発事業

都市の顔 28030101

実施事業 都市廊政策推進事業 H26～28事業費 24,000

中心市街地の空洞化に対応するため、
歩行者空間の整備や商店街の活性化を
図るとともに、街なか居住を促進しま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

都市廊政策推進会議の開催
ワークショップの開催

都市計画課

都市廊政策推進事業

都市の顔 28030201

歩行者流動実態調査
歩行者ネットワーク計画の策定
歩道整備事業計画の策定

道水路整備課

都市廊の歩行空間づくり事
業

都市の顔 28030202

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、小田原ならではの恵ま

れた地域特性を生かした住まい方の提案など、定住の促進を図ります。

実施事業 住宅政策推進事業 H26～28事業費 0

社会情勢の変化に対応する住宅政策を
推進するほか、住宅情報提供の体制を
整備します。また、分譲マンションの
実態把握に努め、マンションに係る相
談などに対応します。

千円

予算事業・所属事業内容

小田原の魅力を活かした不動産情報の提供
高齢者等への民間賃貸住宅の紹介

都市政策課

住まいの情報発信事業

　 28040102
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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 4詳細施策 快適に暮らせる住環境の形成

実施事業 住宅地供給事業 H26～28事業費 0

地域の特性を生かした生活空間を創出
するため、住宅地供給を支援します。

千円

予算事業・所属事業内容

関係機関協議

都市政策課

住宅地供給事業

　 28040201

実施事業 街なか居住推進事業 H26～28事業費 120

街なかの居住人口を増加させるため、
建築物の共同化の促進に係る支援を行
います。また、小田原駅周辺は、歩い
て楽しい歩廊空間を創出する都市廊の
実現に向けた検討を進めます。

千円

予算事業・所属事業内容

中心市街地等における建築物の共同化等の促
進

拠点施設整備課

市街地再開発関係事務

　 28040301

実施事業 建築物等紛争調整事業 H26～28事業費 3,579

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、斡旋、調停などを行いま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

建築等に係る紛争の相談・あっせん・調停

都市政策課

建築等に関する紛争調整事
業

　 28040401
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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 1詳細施策 誰もが移動しやすい交通環境づくり

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、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。そして、小田原

駅周辺は、自動車交通や駐車場のあり方、レンタサイクルなどの回遊性を高める移動手段など、来訪者

の利便性を高める交通対策を検討します。

実施事業 公共交通充実・活性化事業 H26～28事業費 5,184

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。

千円

予算事業・所属事業内容

バス路線の確保や行先案内の統一化等の促進

都市計画課

公共交通ネットワーク充実
促進事業

　 29010101

地域交通の輸送力増強と利用環境改善の促進

都市計画課

公共交通環境改善・利便性
向上促進事業

　 29010102

実施事業 交通結節点機能拡充・整備事業 H26～28事業費 10,000

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。

千円

予算事業・所属事業内容

駐車場・駐輪場整備計画の策定
交通誘導システムの設置

都市計画課

小田原駅周辺駐車対策事
業

都市の顔 29010201

実施事業 歩行者・自転車空間充実事業 H26～28事業費 192,900

過度に自動車に依存しないよう、公共
交通への転換を促します。また、歩行
者や自転車など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。

千円

予算事業・所属事業内容

歩道の設置・拡幅・段差解消等の安全対策事業
の促進

建設政策課

国道・県道バリアフリーネッ
トワーク促進事業

　 29010301

歩道・自転車歩行者道の整備

道水路整備課

バリアフリーネットワーク事
業

　 29010302

国道・県道の電線類地中化事業の促進

建設政策課

国道・県道電線類地中化促
進事業

　 29010303

電線類地中化事業の推進

道水路整備課

電線類地中化事業（市施工
分）

　 29010304
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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 2詳細施策 円滑な道路交通の確保

詳細施策 円滑な道路交通の確保2

渋滞や混雑の解消に向け、幹線道路の整備や交差点改良を進めるとともに、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。

実施事業 幹線道路充実事業 H26～28事業費 514,500

社会情勢の変化に対応した幹線道路網
を再構築し、交通渋滞の解消や安全性
の確保などを図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

都市計画道路見直しの準備

都市計画課

都市計画道路見直し事業

　 29020102

栄町小八幡線（市道2246）の整備

道水路整備課

幹線道路整備事業

　 29020103

実施事業 広域幹線道路網充実事業 H26～28事業費 1,398

地域の交流や連携を支えるうえで重要
な役割を担っている国道・県道の整
備、充実を促進します。また、片浦地
域の交通渋滞の解消や、災害に備えた
道路ネットワークを確保するため、西
湘バイパスの延伸整備を促進します。

千円

予算事業・所属事業内容

西湘バイパス延伸の事業化の促進
国道・県道整備事業及び交差点改良事業の促
進

建設政策課

国道・県道整備促進事業

　 29020201

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。

実施事業 身近な生活道路整備事業 H26～28事業費 4,097,487

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。

千円

予算事業・所属事業内容

市道0032・市道0036（久野地内）ほかの道路改良

道水路整備課

市民生活道路改良事業

　 29030101

地域別の道路舗装・安全施設などの整備

建設政策課

地域安心安全道づくり事業

　 29030102

狭あい道路の整備
後退用地の買収等

土木管理課

狭あい道路整備事業

　 29030103

私道整備事業の支援

土木管理課

私道整備事業費補助事業

　 29030104

井細田踏切の改良

道水路整備課

踏切改良事業

　 29030106

天神橋・前耕地橋ほかの整備

道水路整備課

橋りょう新設架替事業

　 29030107

土地開発公社保有地の購入

道水路整備課

道路用地購入事業

　 29030108
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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 3詳細施策 安全な生活道路の整備と維持管理

実施事業 交通安全施設整備事業 H26～28事業費 100,746

生活道路の交通安全施設（道路照明
灯、防護柵、カーブミラーなど）の整
備を進めるとともに、公共施設周辺道
路の安全な歩行空間を確保するため、
路側帯や交差点のカラー化の整備を行
います。

千円

予算事業・所属事業内容

道路の照明灯・防護柵・カーブミラー等の整備・
維持修繕

道水路整備課

交通安全施設充実事業

　 29030201

道路路側帯・交差点のカラー化

道水路整備課

身近な道の安全歩行空間づ
くり事業

　 29030202

実施事業 道路・橋りょう管理事業 H26～28事業費 1,126,491

市民が安全に通行できる道路空間を提
供するため、道路と橋りょうの維持管
理の充実を図るとともに、橋りょうの
長寿命化を促進します。

千円

予算事業・所属事業内容

道路舗装の修繕
側溝の修繕・浚渫

道水路整備課

道路維持事業

　 29030301

道路情報管理システム等の整備・運用
道路・橋りょう台帳の整備

土木管理課

道路管理システム強化事業

　 29030302

橋りょうの修繕

道水路整備課

橋りょう維持修繕事業

　 29030303

小田原駅東西自由通路・鴨宮駅昇降施設等の
管理

道水路整備課

道路管理事業

　 29030305

道路施設の点検・白書作成・保全計画の策定

道水路整備課

道路保全計画策定事業

29030306
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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 1詳細施策 安全で安心な水道水の安定供給

施策 安定した水供給と適正な下水処理30
【基本方針】

安全・安心な水道水を安定供給するため、水道施設の計画的な維持更新を進めます。また、美しい川や海を守

り、快適な生活環境を保持するため、下水道の計画的な整備を進めます。

詳細施策 安全で安心な水道水の安定供給1

施設の維持更新、管路の耐震化、出水不良対策を計画的に進め、安全で安心な水道水を安定供給しま

す。

実施事業 水道施設整備事業 H26～28事業費 3,455,235

水道水を安定して供給するため、浄水
施設などの更新や配水池の耐震補強な
どを行います。また、基幹管路である
送水管の耐震化を図るとともに、配水
管の新設や更新などを計画的に進めま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

高田浄水場・第三水源地の施設整備

工務課

取水・浄水施設整備事業

　 30010101

企業会計

中河原３号配水池等の整備

工務課

配水施設整備事業

　 30010102

企業会計

老朽化した送水管の更新

工務課

導・送水管整備事業

　 30010103

企業会計

配水管の整備・改良

工務課

管網整備事業

　 30010104

企業会計

実施事業 基幹管路劣化調査事業 H26～28事業費 19,113

給水区域内の基幹管路について、管内
外面の劣化状況を調査し早期に対処す
ることにより、漏水や破損事故、水質
障害（赤水）を未然に防止します。

千円

予算事業・所属事業内容

橋梁に添架されている管路の劣化調査

給水課

基幹管路劣化調査事業

　 30010201

企業会計

実施事業 鉛製給水管更新事業 H26～28事業費 18,000

公道内に残存している鉛製給水管をス
テンレス鋼管に布設替えします。ま
た、宅地内に残存する鉛製給水管につ
いては、広報などにより布設替えを促
進します。

千円

予算事業・所属事業内容

鉛製給水管からステンレス鋼管への更新

給水課

鉛製給水管更新事業

　 30010301

企業会計

実施事業 水質管理保持事業 H26～28事業費 16,164

市民に安全な水道水を供給するため、
水質管理の充実を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

水質検査機器の維持管理

水質管理課

水質管理保持事業

　 30010401

企業会計
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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 2詳細施策 計画的で効率的な下水道の整備

詳細施策 計画的で効率的な下水道の整備2

人口減少などの動向を考慮し、合併処理浄化槽との経済性比較や地域特性を踏まえ、計画的かつ効率的

に下水道の整備を進めるとともに、老朽化した施設や管きょの適切な維持管理を行います。また、旧西

部処理区の酒匂川流域下水道への編入について検討します。

実施事業 下水道整備事業 H26～28事業費 2,207,335

計画的かつ効率的に下水道の整備を推
進します。　　

千円

予算事業・所属事業内容

公共下水道汚水渠の整備

下水道整備課

汚水渠整備事業

　 30020101

特別会計

下水道施設の維持管理

下水道整備課

下水道維持管理事業

30020102

特別会計

実施事業 流域下水道事業 H26～28事業費 4,197,897

県が事業主体となり、流域の3市7町
の区域を対象に広域的な下水道整備、
汚水処理を行います。また、酒匂川左
岸の酒匂管理センター、右岸の扇町管
理センターの建設費と維持管理費を流
域市町で負担します。

千円

予算事業・所属事業内容

酒匂川流域下水道の整備運営費の負担

下水道総務課

酒匂川流域下水道負担金
負担事業

　 30020201

特別会計

第19号汚水幹線整備
西部処理区から酒匂川流域下水道への切替

下水道整備課

流域下水道編入事業

　 30020202

特別会計

実施事業 寿町終末処理場施設管理事業 H26～28事業費 958,763

寿町終末処理場における電気、機械設
備などの保守点検を行い、適正な維持
管理に努めます。

千円

予算事業・所属事業内容

寿町終末処理場の管理運営・設備改修

下水道整備課

寿町終末処理場施設管理
事業

　 30020301

特別会計

詳細施策 災害対策の推進3

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。また、災害や老朽破

損事故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を図

ります。

実施事業 応急給水・復旧用資機材整備事業 H26～28事業費 12,000

災害時における飲料水の供給や被災し
た水道管の迅速な復旧を図るため、資
機材を備蓄します。

千円

予算事業・所属事業内容

応急給水・復旧用資機材の購入・更新

給水課

応急給水・復旧用資機材整
備事業

　 30030101

企業会計

実施事業 浸水対策事業 H26～28事業費 583,800

市街地の浸水被害を解消するため、雨
水渠整備及び雨水貯留浸透施設の設置
要請を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

公共下水道雨水渠の整備

下水道整備課

雨水渠整備事業

　 30030201

特別会計

実施事業 上水道地震対策事業 H26～28事業費 1,493,400

老朽化した配水管を計画的に更新しま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

老朽化した配水管の更新

工務課

経年配水管整備事業

　 30030301

企業会計
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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 3詳細施策 災害対策の推進

実施事業 下水道地震対策事業 H26～28事業費 805,569

下水道施設の耐震化対策を計画的に実
施します。

千円

予算事業・所属事業内容

下水道施設の地震対策・長寿命化工事

下水道整備課

下水道施設保全事業

30030401

特別会計

詳細施策 経営効率の向上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努めます。また、下

水道事業の必要性を周知し、水洗化率の向上に努めます。

実施事業 経営効率化事業 H26～28事業費 171,853

業務の効率化とコスト削減を図るた
め、引き続き水道料金などの徴収業務
を民間委託するとともに、施設の運転
管理業務の民間委託化を進めます。ま
た、用地を一部賃貸するなど資産の有
効活用を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

水道ビジョンの見直し
料金改定の検討

営業課

健全経営確保事業

　 30040101

企業会計

片浦簡易水道統合に伴う一般会計からの繰り出
し

営業課

※片浦簡易水道統合に伴う
一般会計からの繰り出し

　 30040104

実施事業 下水道運営事業 H26～28事業費 6,135,515

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。

千円

予算事業・所属事業内容

下水道事業受益者負担金の賦課徴収

下水道総務課

下水道事業受益者負担金
賦課徴収事業

　 30040202

特別会計

下水道事業の資産調査・システム構築等

下水道総務課

下水道事業運営検証事業

　 30040203

特別会計

多古しらさぎ会館の運営管理

下水道総務課

多古しらさぎ会館運営管理
事業

　 30040204

特別会計

コミュニティホールかるがもの運営管理

下水道総務課

コミュニティホールかるがも
運営管理事業

　 30040205

特別会計

一般会計から下水道事業特別会計への繰り出し

下水道総務課

※下水道事業特別会計へ
の繰り出し

　 30040206

実施事業 下水道接続促進事業 H26～28事業費 352,201

下水道の未接続者への戸別訪問や、接
続工事に係る費用の補助、貸付といっ
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。

千円

予算事業・所属事業内容

水洗化工事費の補助
水洗便所改造資金の貸付

下水道総務課

下水道接続促進事業

　 30040301

特別会計

取付け管・公共ますの設置

下水道総務課

公共ます設置事業

　 30040302

特別会計

下水道事業のＰＲ

下水道総務課

下水道啓発事業

　 30040303

特別会計
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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 1詳細施策 市民参画の仕組みの拡充

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。

実施事業 市民参画推進事業 H26～28事業費 810

将来の小田原を担う、高い学識と実践
能力を持った人材を育成する分野別講
座を開設します。

千円

予算事業・所属事業内容

小田原まちづくり学校の実施

企画政策課

小田原まちづくり学校事業

　 31010102

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た取組が地区自治会連合会の区域において円滑に進

められるよう、地域内のさまざまな活動間の連携を促進するとともに、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

連携体制を強化します。また、地域活動の拠点の確保に努めます。

実施事業 地域コミュニティ推進事業 H26～28事業費 7,280

地区自治会連合会単位での地域内連携
の促進を図るとともに、運営に係る支
援を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

地域コミュニティ組織の新規設立・運営支援・組
織間情報共有
地域活動の担い手育成支援

地域政策課

地域コミュニティ推進事業

地域再生 31030101

実施事業 地域コミュニティ施設整備事業 H26～28事業費 24,942

住民による主体的なまちづくりを進め
るため、地域活動の拠点の確保に努め
ます。

千円

予算事業・所属事業内容

市民集会施設の維持管理

地域政策課

市民集会施設維持管理事
業

　 31030201

地区公民館の活動などの支援

生涯学習課

地区公民館育成支援事業

　 31030202

集会所の管理運営

生涯学習課

集会所管理運営事業

　 31030203

実施事業 地域センター整備運営事業 H26～28事業費 461,147

地域センター施設設備の計画的な整備
改修を行うとともに、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。

千円

予算事業・所属事業内容

川東タウンセンターマロニエの管理運営

地域政策課

川東タウンセンター管理運
営事業

31030301

城北タウンセンターいずみの管理運営

地域政策課

城北タウンセンター管理運
営事業

31030302

橘タウンセンターこゆるぎの管理運営、建物取得

地域政策課

橘タウンセンター管理運営
事業

31030303
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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 3詳細施策 地域コミュニティの強化

実施事業 自治会活動支援事業 H26～28事業費 84,516

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。

千円

予算事業・所属事業内容

自治会総連合事務局として事業の運営
自治会の活動費補助
地域活動功労表彰の実施

地域政策課

自治会活動活性化事業

地域再生 31030401

回覧物の配布
ポスター等の掲示等の業務の自治会への委託

地域政策課

地区行政事務委託事業

　 31030402

詳細施策 地域別計画の促進4

地区自治会連合会の区域ごとに作成された地域別計画を促進するとともに、個性豊かな魅力ある地域づ

くりへの取組を支援します。

実施事業 個性豊かな地域づくり協働事業 H26～28事業費 681

個性豊かな魅力ある地域づくりへの取
組を支援するとともに、地域の担い手
確保や、地域活動を支えるための財源
のあり方などについて検討を行いま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

おだわら地域力市民力表彰の実施

地域政策課

個性豊かな地域づくり協働
事業

地域再生 31040101
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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 1詳細施策 市民活動の支援

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新たなネットワークの形成を支援します。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により、市民活動を支援します。あわせて、市民活動サポートセン

ターを中心とした団体間の新たなネットワークの形成を促進します。

実施事業 市民活動支援事業 H26～28事業費 14,961

市民活動の活性化や団体の自立を促す
ため、活動団体への財政面などの支援
を行うとともに、地縁型とテーマ型の
団体同士の協働を推進します。

千円

予算事業・所属事業内容

市民活動推進委員会の設置
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
貸出備品の整備 地域政策課

市民活動推進事業

　 32010101

市民活動応援補助金の交付

地域政策課

市民活動助成事業

　 32010102

地域活動・市民活動団体交流事業の実施
市民活動情報提供冊子の作成
市民活動情報交換会の開催

地域政策課

市民活動団体ネットワーク
形成事業

地域再生 32010103

詳細施策 市民活動拠点の充実2

市民活動の拠点となる市民活動サポートセンターの拡充や機能強化を図ります。

実施事業 市民活動サポートセンター管理運営事業 H26～28事業費 23,235

市民活動の支援拠点を充実させ、市内
のさまざまな活動の情報収集・提供を
行うとともに、研修会及び活動団体の
交流会などを開催します。

千円

予算事業・所属事業内容

おだわら市民活動サポートセンターの管理運営
（指定管理）
（仮）市民活動交流センターへの機能移転

地域政策課

市民活動サポートセンター
管理運営事業

地域再生 32020101

詳細施策 提案型協働事業の実施3

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から、その特性を生かし

た事業の提案を受け、行政と適切な役割分担をすることによって、協働のまちづくり事業を進める仕組

みを整えます。

実施事業 提案型協働事業 H26～28事業費 6,369

市民活動団体と行政が対等な立場で、
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制度を展開し
ます。

千円

予算事業・所属事業内容

提案型協働事業の実施

地域政策課

提案型協働事業

　 32030101
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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 1詳細施策 情報の発信と提供

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、ラジオ、テレビなどを活用し、事業や施策の情報発信を充実させます。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整

えます。

実施事業 広報活動事業 H26～28事業費 286,809

広報紙や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、
JCN小田原、ＦＭおだわら、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。

千円

予算事業・所属事業内容

広報小田原の発刊

広報広聴課

広報紙発刊事業

　 33010101

FMおだわら・ＪＣＮ小田原等地域メディアを活用
した行政情報等の発信

広報広聴課

地域メディア活用事業

　 33010102

ホームページの管理運用
貴重な写真・映像・歴史的資料の活用

広報広聴課

ホームページ管理運用事業

　 33010103

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。

実施事業 市民対話促進事業 H26～28事業費 91,773

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、市民の要望や意
見を市政に反映させます。

千円

予算事業・所属事業内容

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

広報広聴課

広報委員事業

　 33020101

動く市政教室の実施

広報広聴課

動く市政教室事業

　 33020102

市長への手紙事業の実施

広報広聴課

市長への手紙事業

　 33020103

まちカフェの開催、市長の現場訪問の実施

広報広聴課

市民と市長の懇談会事業

　 33020104
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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 3詳細施策 都市セールスの充実

詳細施策 都市セールスの充実3

小田原の地域資源や取り組む施策などの情報を、小田原の魅力として市内外に発信し、人々の交流を生

み出す取組を積極的に進めます。

実施事業 都市セールス事業 H26～28事業費 32,652

さまざまな手法を使って本市の良好な
都市イメージを発信し、都市の魅力を
積極的にPRします。

千円

予算事業・所属事業内容

都市セールス戦略アクションプランに基づく取組
の実施
地域資源情報誌の発刊

広報広聴課

都市セールス事業

　 33030101

ふるさと大使を活用した都市ＰＲ

広報広聴課

ふるさと大使事業

　 33030103
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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 行財政改革の推進 1詳細施策 行財政運営の進捗管理手法の確立

施策 行財政改革の推進34
【基本方針】

市民との情報共有を進め、市民、行政、多様な主体の適切な役割分担による公共サービスの提供を促進しま

す。また、行政活動の検証を通して行政資源の配分を最適化し、より効果的かつ効率的な行財政運営を行いま

す。　　

詳細施策 行財政運営の進捗管理手法の確立1

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います。また、事業の成果や財政状況など

を市民がモニタリングし、評価できる仕組みを導入するほか、市民と行政が協力して財政白書を作成す

るなど、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。

実施事業 行政改革推進事業 H26～28事業費 636

市民満足度の高い行政サービスを最少
のコストで提供するため、行政システ
ムの改革を推進します。

千円

予算事業・所属事業内容

行政改革アクションプログラムの策定・進捗管理

行政管理課

行政改革プログラム進捗管
理事業

　 34010101

職員提案制度・実績褒賞制度の実施

行政管理課

全庁的改革改善活動促進
事業

　 34010103

実施事業 行政評価推進事業 H26～28事業費 0

事務事業評価や外部評価によりコスト
や成果目標の達成度などを検証し、予
算や計画への反映を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

事務事業評価の実施（計画・予算・評価の連動）

行政管理課

行政評価推進事業

　 34010201

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適正な配置や、建設・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するとともに、公共施設のライフサイクルコストの低減化を図ります。

実施事業 支所・連絡所等施設管理運営事業 H26～28事業費 56,913

支所、連絡所などを管理運営し、身近
な行政窓口として地域住民の行政手続
きの利便性を確保します。

千円

予算事業・所属事業内容

支所施設等の管理
市民窓口のあり方検討

戸籍住民課

支所・連絡所等施設管理事
業

　 34020101

支所耐震補強改修

戸籍住民課

支所整備事業

　 34020102

実施事業 市庁舎設備等整備事業 H26～28事業費 747,391

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。

千円

予算事業・所属事業内容

市庁舎施設・設備の改修
議会関係施設の設備更新

管財契約課

市庁舎設備等整備事業

　 34020201

市庁舎耐震改修工事

管財契約課

市庁舎耐震事業

　 34020202
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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 行財政改革の推進 2詳細施策 公共施設の最適化

実施事業 公共施設活用事業 H26～28事業費 6,312

公共施設の最適な管理運営を行うた
め、施設に関する情報を一元管理し、
効率性や最適性を評価することで、
サービス水準の向上と管理運営費の縮
減を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

施設白書のデータ更新
公共施設のあり方の検討

行政管理課

公共施設活用事業

　 34020301

旧片浦中学校施設の管理

教育総務課

旧片浦中学校施設活用事
業

　 34020302

実施事業 市有建築物長期保全事業 H26～28事業費 37,000

市有建築物の長寿命化による更新費用
の平準化と安全性の確保を図るため、
長期保全計画等を策定します。

千円

予算事業・所属事業内容

市有建築物の劣化等の現況調査
長期保全計画・維持修繕計画の策定

建築課

市有建築物長期保全事業

34020401

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し、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。

実施事業 市税収入確保事業 H26～28事業費 131,192

市税の滞納整理を一層強化します。ま
た、社会保障・税番号制度の導入に向
けた調整を行うとともに、銀行ATM
やパソコンなどを利用して市税などを
納付するマルチペイメントネットワー
ク収納、クレジットカード収納等、新
たな納税環境の整備に係る調査研究を
行います。

千円

予算事業・所属事業内容

市税の滞納整理強化

市税総務課

市税収納率向上事業

　 34030101

市税コンビニ収納の実施
社会保障・税番号制度の導入に向けた調整
新たな納税環境の整備に係る調査・研究

市税総務課

市税収納管理事業

　 34030102

実施事業 固定資産評価適正化事業 H26～28事業費 138,584

デジタル化した地籍図（公図）、都市
計画基本図及び航空写真などの地図情
報を統合した土地評価支援システムを
導入し、固定資産の正確な把握と適正
な評価を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

土地評価支援システムの運用
航空写真の撮影
土地の鑑定評価など

資産税課

土地・家屋評価適正化事業

　 34030201

実施事業 地方税課税事務電子化事業 H26～28事業費 31,929

納税者の利便性の向上と課税事務の効
率化を図るため、社団法人地方税電子
化協議会が運営するｅＬＴＡＸ（エル
タックス：地方税ポータルシステムの
呼称で、地方税における申告、申請、
納税などの手続きを、インターネット
を利用して電子的に行うシステム）を
活用し電子化を推進します。

千円

予算事業・所属事業内容

公的年金からの個人市民税特別徴収の実施

市民税課

個人市民税公的年金特別
徴収事業

　 34030301

ｅＬＴＡＸを活用した電子データの受信・運用

市民税課

国税連携事業

　 34030302

eＬＴＡＸの電子申告システムによる電子申告の
推進

市民税課

給与支払報告等電子化推
進事業

　 34030303
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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 行財政改革の推進 3詳細施策 規律ある財政運営

実施事業 土地開発公社経営健全化事業 H26～28事業費 1,056,000

土地開発公社の経営の健全化に関する
計画に基づき、公社が保有する用地の
取得と公社に対する利子補給などを行
います。

千円

予算事業・所属事業内容

土地開発公社保有土地の取得（取得費用につ
いては、各事業の中で計上）

管財契約課

用地取得事業

　 34030401

用地費の利子補給など

管財契約課

土地開発公社経営健全化
支援事業

　 34030402

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多様な視点から検討を行います。

実施事業 競輪場施設等整備事業 H26～28事業費 259,755

小田原競輪場の施設環境整備を進める
とともに、経営改善を図ります。

千円

予算事業・所属事業内容

競輪場施設の整備・改修

事業課

競輪場施設整備・改修事業

　 34040101

特別会計

自動発払機等の整備

事業課

投票業務整備事業

　 34040102

特別会計

詳細施策 地域主権時代を視野に入れた行政機能の強化5

政策法務や内部統制、渉外力や国県との揺ぎない連携関係など、地域主権時代の自治の主体として総合

的な機能強化を進めます。

実施事業 基幹業務システム整備事業 H26～28事業費 890,484

基幹業務システムの管理運用と調査研
究を行います。

千円

予算事業・所属事業内容

基幹業務システムの管理運用・調査研究

情報システム課

基幹業務システム管理運用
事業

　 34050101

実施事業 庁内ネットワークシステム整備事業 H26～28事業費 403,062

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。

千円

予算事業・所属事業内容

庁内ネットワークシステムの管理運用

情報システム課

庁内ネットワークシステム管
理運用事業

　 34050201

実施事業 広域証明発行サービス事業 H26～28事業費 432

小田原市、南足柄市、大井町、松田
町、箱根町の2市3町の住民が、最寄
りの窓口で相互に住民票の写し、戸籍
謄抄本、印鑑登録証明書を取得できる
サービスを提供します。

千円

予算事業・所属事業内容

広域証明発行サービスの実施

戸籍住民課

広域証明発行サービス事業

　 34050301

実施事業 地理情報システム整備事業 H26～28事業費 11,631

市役所内部の情報共有と事務の効率化
及び利用者の利便性向上を図るため、
地理情報システムを管理運用します。

千円

予算事業・所属事業内容

地理情報システムの管理運用・再構築

情報システム課

統合型地理情報システム管
理運用事業

　 34050401
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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 行財政改革の推進 5詳細施策 地域主権時代を視野に入れた行政機能の強化

実施事業 公共施設予約システム整備事業 H26～28事業費 19,446

快適で利便性の高い市民生活を実現す
るため、インターネットを通じた公共
施設予約サービスを提供します。

千円

予算事業・所属事業内容

公共施設予約システムの管理運用

情報システム課

公共施設予約システム管理
運用事業

　 34050501

実施事業 システム広域連携推進事業 H26～28事業費 5,625

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。

千円

予算事業・所属事業内容

神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会へ
の参加
電子申請・届出システムの共同運用

情報システム課

県市町村電子自治体共同
運営協議会参加事業

　 34050701

実施事業 かながわ電子入札システム運用事業 H26～28事業費 47,170

県及び県内参加市町村などとの共同に
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。

千円

予算事業・所属事業内容

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

管財契約課

かながわ電子入札システム
運営事業

　 34050801
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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 地域主権の時代における市職員の育成 1詳細施策 人材の確保

施策 地域主権の時代における市職員の育成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

求める職員像を明確にし、人物を重視した採用を積極的に進めます。また、行政運営の効率化を図るた

め、職員数を適正に管理します。

実施事業 人材確保事業 H26～28事業費 6,162

求める職員像を明確にし、人物を重視
した採用方法を導入するとともに、高
度な専門知識などを有する人材を確保
します。また、行政運営の効率化を進
めるため、職員数を適正に管理しま
す。

千円

予算事業・所属事業内容

採用試験問題の作成
採用職員健康診断の実施
障害者雇用方策の検討

職員課

職員採用事業

　 35010101

詳細施策 人材の育成2

市役所の既存の考え方や慣習にとらわれず、さまざまな能力開発、モチベーションの向上策、市民との

対話や共同作業を実践するための研修、実力に応じたキャリアアップなどを推進し、職員のパフォーマ

ンスの最大化を図ります。

実施事業 人材育成事業 H26～28事業費 44,612

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。

千円

予算事業・所属事業内容

コーチングプログラムの実施（以後の研修のあり
方検討、受講者の活用）
自己啓発研修・派遣研修・集合研修・技術職員
研修の実施 職員課

職員研修事業

　 35020101

実施事業 政策マインド養成事業 H26～28事業費 2,889

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。

千円

予算事業・所属事業内容

庁内横断的な政策課題の検討
行政戦略アドバイザーの設置

企画政策課

政策課題検討事業

　 35020202

詳細施策 人材の活用3

適正な人事管理制度を進め、職員の士気を高めるとともに、主体性を持って職務に取り組める環境を整

備し、公務能率の向上を図ります。市民生活の現場感覚と行政職員としての専門性を重視した市職員の

キャリア形成を図り、適材適所による人員配置を行います。

実施事業 人材活用事業 H26～28事業費 125,944

職員のキャリア形成と適材適所による
人員配置を行うことで、士気を高め、
公務能率の向上を図ります。また、心
と体の両面から健康管理、元気回復の
ための福利厚生の充実を図ります。
　　

千円

予算事業・所属事業内容

一般定期健康診断などの実施
産業医・臨床心理士などの活用
メンタルヘルスチェックの実施
運動会の開催 職員課

福利厚生事業

　 35030102
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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 1詳細施策 県西地域2市8町における広域行政の充実と強化

施策 広域行政の推進36
【基本方針】

関係市町の緊密な連携により、高度化、複雑化する広域的な課題に的確に対応し、活力ある自立した地域圏の

形成を目指します。

詳細施策 県西地域2市8町における広域行政の充実と強化1

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町が共同して調査、研究を進めます。

実施事業 神奈川県西部広域行政協議会運営事業 H26～28事業費 2,181

神奈川県西部広域行政協議会を運営
し、県西地域における広域行政を推進
します。

千円

予算事業・所属事業内容

神奈川県西部広域行政協議会への参加

企画政策課

県西部広域行政協議会運
営事業

　 36010101

詳細施策 S.K.Y.広域圏における連携の充実2

富士山を中心としたＳ.Ｋ.Ｙ.広域圏内の各市町村と県境を越えて連携し、地域活性化のための取組を進

めます。

実施事業 S.K.Y.広域圏推進事業 H26～28事業費 227

富士箱根伊豆地域において、圏域内の
市町村はもとより国、県とも連携を図
りながら、圏域の魅力を高めるための
地域活性化施策を展開します。

千円

予算事業・所属事業内容

富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議へ
の参加

企画政策課

S.K.Y.広域圏推進事業

　 36020101
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未来を担う子どもを育む 
 

すべての子どもが、家庭や地域において豊かな愛情に包まれながら、夢と希望を抱き、

個性豊かにたくましく育つことは、小田原の明るい未来をつくるうえで何より大切なこ

とです。 

そこで、地域コミュニティを基礎に子育てのネットワーク化を図り、地域ぐるみで子

育てに取り組むとともに、小田原ならではの豊かな地域資源を生かした教育を進めます。

そして、子どもたちが健康でいきいきと育ち、ふるさと小田原に誇りと愛着を持って成

長できる社会をつくります。 

 

■ 安心して楽しく子育てができる環境づくり 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

地域医療体

制の充実 
救急医療支援事業 小児深夜救急医療事業 健康づくり課 25 

市立病院の

機能拡充と健

全経営 

周産期医療・小児夜間救急

医療事業 

周産期医療・小児夜間救急医

療事業 
経営管理課 28 

子育てマップ（ぴんたっこ）発行

事業 
子育て政策課 

乳児家庭全戸訪問事業 子育て政策課 子育て家庭負担軽減事業 

養育支援家庭訪問事業 子育て政策課 

43 

子育て支援拠点管理運営事業 子育て政策課 

子育て支援拠点充実事業 

児童プラザ管理運営事業 子育て政策課 

44 

認可保育所（民間）における多

様な保育推進補助事業 
保育課 

多様な保育サービス充実事

業 
認可外保育施設支援事業 保育課 

45 

公立保育所管理運営事業 保育課 

保育所運営事業 

民間保育所運営費補助事業 保育課 

45 

子育て環境

の充実 

母子保健啓発事業 母子健康教育事業 健康づくり課 46 
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■ 地域ぐるみで子育てに取り組む体制づくり 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

地域子育てひろば事業 子育て政策課 
子育て環境

の充実 
地域子育て力向上事業 

子どもにやさしいまちづくり事業 子育て政策課 

43 

地域の見守り拠点づくり事業 青少年課 

放課後児童健全育成事業（放

課後児童クラブ） 
青少年課 

放課後子ども教室推進事業 教育総務課 

子どもの居場所づくり推進事

業 

情報発信支援事業 青少年課 

47 
青少年育成

の推進 

青少年指導者育成事業 指導者養成研修・派遣事業 青少年課 48 

特色ある学校づくり推進事業 教育指導課 
学校教育の

充実 

地域一体教育推進事業（未

来へつながる学校づくり） 
学校支援地域本部事業 教育指導課 

52 

 

■ 子どもの可能性を伸ばす教育環境の整備 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

食育実践活動事業 健康づくり課 

食生活改善推進員 健康づくり課 
健康づくりの

推進 
食育推進事業 

食育啓発事業 保健給食課 

24 

青少年育成

の推進 
体験・交流学習事業 体験学習事業 青少年課 48 

確かな学力向上事業 図書活動推進事業 教育指導課 50 

豊かな心と体の育成事業 防災教育事業 教育指導課 50 

二宮尊徳学習事業 教育指導課 

学校教育の

充実 

郷土学習推進事業 

郷土学習事業 教育指導課 

51 
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ものを生み出す力を育てる 
 

地域で生産された新鮮でおいしい農産物、広大な山林が生産する豊富な木材、相模湾

から水揚げされる新鮮な水産物、そしてこのような素材の加工技術、あるいは卓越した

技によりものをつくり出す事業者や職人の存在など、小田原には付加価値の高い地域経

済の構造をつくるうえで必須な素材生産の現場があり、高度な加工技術や製造能力を数

多く擁しています。 

そこで、耕作放棄地の解消による生産面積の拡大や多様な担い手の育成、広大な面積

を占める山林資源の最大限の活用、そして、ものづくり分野における新規参入の促進や

後継者の育成、技術継承への支援など、素材から製造までのトータルな生産力を育て、

地域に根を張った安定感のある地域経済を確立します。 

 

■ 地場農林水産物の高付加価値化による地産地消の推進 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

農業経営改善支援事業 地域農業活性化事業 農政課 65 

農産物販路拡大促進事業 小田原農産物ブランド向上事業 農政課 65 

有機農業推進事業 有機農業推進事業 農政課 65 

農林業の振

興 

地産地消活動支援事業 農産物地産地消促進事業 農政課 66 

漁業後継者育成事業 漁業後継者育成事業 水産海浜課 68 

魚ブランド化促進事業 魚ブランド化促進事業 水産海浜課 69 
水産業の振

興 

交流促進施設等整備事業 交流促進施設等整備事業 水産海浜課 69 

 

■ 地域の特性を生かした活性化策の推進 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

商業の振興 
地産地消による商業活性化

支援事業 
食による商店街活性化事業 産業政策課 60 

地域産木材利用拡大事業 農政課 

森林・林業活性化事業 

木育推進事業 農政課 

67 
農林業の振

興 

農業交流体験事業 都市農業交流推進事業 農政課 67 
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■ ものづくり分野の活性化支援 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

中小企業振興事業 中小企業経営支援事業 産業政策課 58 

起業家・創業支援事業 起業家・創業支援事業 産業政策課 58 

産業振興と就

労環境の整

備 

企業誘致促進事業 企業誘致促進事業 産業政策課 58 

地場産業団体活動補助事業 産業政策課 

ものづくり基盤整備事業 
伝統的工芸品産業産地組合助

成事業 
産業政策課 

59 

地場産業ＰＲ支援事業 産業政策課 
技術力ＰＲ・マーケティング強

化促進事業 各種展示会・見本市出展補助

事業（販路開拓事業） 
産業政策課 

59 

小田原ブランド推進事業 産業政策課 

小田原ならで

はのものづく

りの振興 

城下町・小田原ブランド創造

事業 ものづくり・デザイン交流促進事

業 
産業政策課 

59 
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都市の顔をつくる 
 

小田原駅・小田原城周辺は、広域交流拠点としての都市機能、県西地域における消費

拠点としての商業地、城下町としての歴史的まちなみ景観、また、それらを取り巻く海

や緑、丘といった自然環境など、小田原の魅力が重層的に存在しています。このような

特長を生かし、小田原でしか担えない役割をしっかりと果たしていくことが必要です。 

そこで、中心市街地における都市機能の適正配置を進めるとともに、民間活力が発揮

された取組を促すことで、交流と回遊が活発に行われるにぎわいのある中心市街地をつ

くります。 

 

■ 小田原駅・小田原城周辺のまちづくり 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

お城通り地区再開発事業 お城通り地区再開発事業 
拠点施設整備

課 
96 

都市廊政策推進事業 都市計画課 

快適で魅力

ある生活空

間づくり 都市廊政策推進事業 

都市廊の歩行空間づくり事業 道水路整備課 

96 

安全で円滑

な地域交通

の充実 

交通結節点機能拡充・整備

事業 
小田原駅周辺駐車対策事業 都市計画課 98 

 

■ 中心市街地の活性化 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

商店街等支援事業 商店街団体等補助事業 産業政策課 60 

小田原地下街再生事業 
中心市街地整

備課 中心市街地にぎわい創出事

業 中心市街地活性化協議会組織

強化補助事業 
産業政策課 

60 

中心市街地活性化推進事業 産業政策課 

商業の振興 

中心市街地商業振興事業 

街かど博物館整備事業 産業政策課 

61 
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■ 回遊性の向上 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

観光もてなし推進事業 
観光まちづく

りの推進 
観光客回遊性向上事業 

レンタサイクル事業 

観光課 63 

文化・芸術の

振興 

小田原ゆかりの文化の保

存・活用事業 
清閑亭を核としたまちづくり事業 文化政策課 76 

良好な生活

環境の保全と

形成 

緑化活動支援事業 緑化推進事業 みどり公園課 88 

快適で魅力

ある生活空

間づくり 

景観まちづくり促進事業 景観形成修景事業 都市計画課 96 
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自然環境を再生する 
 

小田原の豊かな自然環境は、清浄な水や空気をつくって私たちの生存を支え、同時に

多様な生態系を維持する基盤であるとともに、地域の経済を担う農林水産業の生産基盤

でもあります。また、市街地や郊外など私たちの身近な生活空間にある里山や鎮守の森、

川や海の水辺、農地や生垣なども私たちの暮らしを潤し、魅力ある都市空間をつくり、

市民生活の心身の健康を支えています。 

そこで、私たちのいのちを健やかに養い、暮らしの潤いと安らぎをもたらす健全で恵

み豊かな自然環境の保全と再生を図り、人と自然とが調和したまちづくりを進めること

でまちの価値を高めます。 

 

■ 市民協働による自然環境の保全と再生 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

市民による環境再生プロジェ

クト推進事業 
環境再生活動推進事業 環境政策課 83 

環境学習推進事業 環境学習推進事業 環境政策課 83 

地球温暖化対策推進事業 

環境再生・保

全活動の推

進 
再生可能エネルギー導入推

進事業 再生可能エネルギー導入促進

事業 

エネルギー政策

推進課 
84 

廃棄物の減

量化・資源化

の推進 

ごみの資源化事業 生ごみ堆肥化推進事業 環境政策課 85 

水源環境保全事業 森林整備事業 農政課 90 

里地里山再生事業 里地里山再生事業 農政課 90 

コアジサシの郷づくり事業 環境保護課 

自然環境の

保全と再生 

野生動植物保護事業 

メダカの保護事業 環境保護課 

91 

 

■ 緑とせせらぎのあふれる生活空間の創出 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

良好な生活

環境の保全と

形成 

身近な公園緑地整備事業 公園緑地維持管理事業 みどり公園課 88 

河川環境整備事業 河川環境整備事業 道水路整備課 90 
自然環境の

保全と再生 
河川環境保全事業 河川管理事業 道水路整備課 90 
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文化力を高める 
 

成熟社会の到来を受け、市民一人ひとりが心の豊かさを実感できるよう文化的環境を

整えることが求められています。また、小田原が有する豊富な歴史文化資産の普遍的価

値を再認識し、より魅力ある地域資源として磨き上げていくことが必要です。 

そこで、芸術文化活動の取組を促し、文化を感受する喜びを広げ、創造する力を高め

るとともに、市内外に広く小田原の文化の魅力を発信することで、まちを舞台にさまざ

まな交流を生み出します。 

 

■ 芸術文化交流の中心施設の整備 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

文化・芸術の

振興 

芸術文化創造センター整備

事業 

芸術文化創造センター整備事

業 
文化政策課 75 

 

■ 市民による芸術文化活動の促進 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

文化振興ビジョン推進事業 文化政策課 

市民芸術活動活性化事業 文化政策課 

文化創造活動担い手育成事業 文化政策課 

文化・芸術の

振興 
文化創造活動支援事業 

市美術展・市民文化祭開催事

業 
文化政策課 

75 

 

■ 小田原ゆかりの文化の保存・活用 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

本丸・二の丸整備事業 文化財課 

史跡小田原城跡整備事業 

八幡山古郭・総構整備事業 文化財課 

73 
歴史資産の

保存と活用 

歴史まちづくり事業 
歴史的風致維持向上計画推進

事業 
都市計画課 74 

文学のまちづくり事業 図書館 

近代小田原三茶人等顕彰事業 生涯学習課 
文化・芸術の

振興 

小田原ゆかりの文化の保

存・活用事業 

尊徳顕彰事業 生涯学習課 

76 

尊徳学習推進事業 生涯学習課 
生涯学習の

振興 
二宮尊徳学習事業 

尊徳資料収集・整備・公開事業 生涯学習課 

78 



129 

 

地域のつながりを再生する 
 

安全で安心して暮らせる環境をつくるためには、地域住民相互の支え合いと助け合い

が必要であり、地域のつながりはますます重要となっています。 

そこで、地域住民が地域の課題解決に向けて自主的・主体的に取り組むことができる

よう、その仕組みを構築するとともに、個性にあふれた魅力ある地域づくりを支援しま

す。 

 

■ 地域の課題解決の場づくり 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

地域コミュニティ推進事業 地域コミュニティ推進事業 地域政策課 107 

自治会活動支援事業 自治会活動活性化事業 地域政策課 108 
協働による地

域経営 

個性豊かな地域づくり協働事

業 
個性豊かな地域づくり協働事業 地域政策課 108 

市民活動支援事業 
市民活動団体ネットワーク形成

事業 
地域政策課 109 

市民活動の

促進 市民活動サポートセンター管

理運営事業 

市民活動サポートセンター管理

運営事業 
地域政策課 109 

 

■ 顔の見える地域づくり 

施  策 実施事業 予算事業 所  管 掲載Ｐ 

地域福祉の

推進 

保健福祉ネットワーク構築事

業 
ケアタウン推進事業 福祉政策課 11 

高齢者福祉

の充実 
社会参加促進事業 

アクティブシニア応援ポイント事

業 
高齢福祉課 14 

健康づくりの

推進 
健康づくり指導者養成事業 

地域でつくる健康づくり支援事

業 
健康づくり課 24 

共生社会の

実現 
市民共生支援事業 外国籍住民支援事業 

人権・男女共同

参画課 
31 

自主防災組織活動支援事業 防災対策課 
災害に強いま

ちづくり 
地域防災活動支援事業 

住民防災訓練事業 防災対策課 

34 

安全・安心の

地域づくり 
地域防犯活動推進事業 地域防犯力強化事業 地域安全課 39 

青少年育成

の推進 
青少年団体育成事業 子ども会支援事業 青少年課 47 
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