
 

総計審第 4号 

平成 22年 10月 29日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一 様 

 

小田原市総合計画審議会 

会 長 井 原 義 雄 

 

第５次小田原市総合計画基本構想・基本計画案について（答申） 

平成 22 年６月 22 日付け企第 33 号で諮問のあった第５次小田原市総合計画基本構

想・基本計画案について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおり答申します。 
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答答答答    申申申申    

 

２１世紀を迎え、我が国では、人口減少あるいは少子高齢化の進展が

様々な分野における課題の前提条件として取り上げられています。同時に、

情報通信技術の進展や規制緩和による産業構造の変化、地域主権の確立に

向けた国と地方の関わりの見直しなど、あらゆる面で大きな転換期にあり

ます。こうした急速に変化する社会経済情勢は、小田原市においても当然

のこととして様々な分野で市民生活に影響をもたらしています。その結果、

多様化・複雑化する市民ニーズへの対応が求められ、この傾向はいっそう

強くなるものと思われます。 

こうした時代潮流の中で、個性豊かで活力に満ちた住みよいまちをつく

り上げていくためには、小田原市の優れた地勢をしっかりと認識する必要

があります。同時に、輝いている地域資源や潜在力を秘めた地域資源など

を磨き上げ、次世代に引き継いでいくことが大切です。そして、市民や企

業、行政など小田原市に関わるすべての人々が、それらを誇りとして生活

や仕事に活かすことで持続可能な地域の発展へと繋がっていくことにな

ります。これからのまちづくりには、そういう流れが非常に重要であり、

総合計画の中で明確に示していく必要があります。 

総合計画を意味あるものにするためには、基本理念において将来にわた

り市民が幸せに暮らせる小田原市を創るといった長期ビジョンが示され

ることが重要となります。 

このような基本的な考え方から、本答申では、基本構想及び基本計画原

案の内容について、次項のとおり大きな方針について意見を述べるものと

します。 

答申は、前半で総括的な判断を述べ、後半では個別施策に対する意見集

約を図るという構成になっています。全体としては、諮問された第５次小

田原市総合計画基本構想・基本計画（案）の方向で概ね妥当という結論に

至りました。 

激変する社会情勢下においても、長期計画としての基本構想及びこれを

実現するための基本計画がしっかりと機能しなくてはなりません。そのた

めには、計画の推進に当たり、基本構想で定めた基本理念が一人でも多く

の市民に伝わるように努め、市民と行政が一丸となってまちづくりに取り

組む地域社会が形成されることを期待します。 
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◇◇◇◇    基本構想基本構想基本構想基本構想    

「新しい公共」とは、多様な主体が公共的機能を担うことを意味する。

「新しい公共」を推進することにより、市民や地域が主体となった実情に

応じた個性豊かなまちづくりや、自らの課題解決力を高めることに繋がっ

ていくものと考える。したがって、「新しい公共」を掲げる場合、厳しい

財政状況を要因として挙げるのではなく、何故、多様な主体が公共的機能

を担っていくことが必要なのかという積極的な意志を示されたい。 

「新しい公共をつくる」ということで、市民の力・地域の力を最大限発

揮するという意味合いは大変よく伝わってくるものの、行政の役割が不明

確のままに感じられる。行政の役割としては、人々が動き出すための最初

の推進力あるいは繋ぎ手としての考え方もあり、市民と行政との役割分担

について可能なかぎり明確にされたい。 

 

 

◇◇◇◇    基本計画基本計画基本計画基本計画    

基本計画は、市民と行政との情報共有という大切な役割を果たすものな

ので、市民が見て分かるような表現で、かつ具体事業などを盛り込んだ形

で作った方が望ましい。 

また、情報通信技術の進歩に伴い、経済活動だけでなく、市民生活やコ

ミュニティの形成にまで情報化が浸透している状況を捉えると、情報化戦

略についてそれぞれの施策のところで盛り込む必要がある。 

 

第第第第１１１１章章章章    未来未来未来未来へのへのへのへの投資投資投資投資（（（（先導的施策先導的施策先導的施策先導的施策））））    

先導的施策は、各施策への波及効果や有機的な連携を意図していること

から、小田原市独自のアイデアを盛り込み、まちの魅力向上に努められた

い。 

また、先導的施策が総合計画の中でどのような位置づけになるのかなど、

計画体系が分かりやすくなるよう努められたい。 

 

 

第第第第２２２２章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    

 

（（（（１１１１））））いのちをいのちをいのちをいのちを大切大切大切大切にするにするにするにする小田原小田原小田原小田原    

①①①①    福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療    

いのちを大切にする社会の実現に向けては、福祉や医療、さらには人と
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人との支え合いなど広範な分野にわたるトータルなネットワークづくり

が重要である。  

そこで、「ケアタウン」は、地域で支え合う機能だけでなく、横断的な

施策展開が行われる拠点という意味もあり、こうした取組を多様な主体と

ともに推進していくことが必要である。 

また、福祉・医療の環境を整えるには、ハード的な側面だけでなく、む

しろ柔軟性に富んだネットワークを形成することが重要である。そして、

それぞれの施設が地域社会に対してどのように貢献できるのかを考え行

動していくことで多くの課題が解決できるので、機能的連携に主眼をおい

て施策の推進・充実を図られたい。  

 

②②②②    暮暮暮暮らしとらしとらしとらしと防災防災防災防災・・・・防犯防犯防犯防犯    

局地的な集中豪雨など異常気象による災害の発生が増加し、市民生活の

安全と安心が脅かされている。そこで、災害に対する地域レベルでの危機

管理体制や援護が必要な方への対策など、災害対策についての指針が示さ

れるべきである。 

 

③③③③    子育子育子育子育てててて・・・・教育教育教育教育    

子どもに関する施策については、子どもの視点に立つとともに、次世代

を担う子どもを地域ぐるみで育てるといった長期的な展望を持って展開

されたい。 

そして、童謡や歌は人の心を元気づけ、ひいては児童虐待やいじめ、引

きこもりなど様々な心のひずみへの大きな治癒力にもなり得る。小田原市

にはたくさんの素晴らしい童謡が生まれていることから、この童謡の素晴

らしさを次の世代に絶やさないよう希望する。 

 

 

（（（（２２２２））））希望希望希望希望とととと活力活力活力活力あふれるあふれるあふれるあふれる小田原小田原小田原小田原    

①①①①    地域経済地域経済地域経済地域経済    

小田原市が未来にわたって元気であり続けるためには、地域内での経済

循環と世界をも視野に入れた小田原のブランド化を目指していく必要が

ある。 

企業支援に関しては、既存企業だけでなく、新たに立地する企業にとっ

ても魅力ある都市となるよう、小田原市の魅力や優位性を確立し、強く打

ち出していくべきである。 

超高齢社会となった今、生活に密着した既存の商店街が果たす役割を再
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度認識し、商店街の支援についての考え方を示していく必要がある。 

まちの形態は、産業や観光、都市計画などあらゆる要素が絡み合って形

づくられるものである。特に小田原駅周辺においては、中心市街地活性化

の観点からグランドデザインを分かりやすく示す必要がある。 

観光の要素として、自然、歴史、文化、生業が挙げられているが、生業

は小田原らしさの最たる要素の一つであることから、観光としての産業化

という視点で打ち出していくことが小田原市の魅力や価値の創造に繋が

っていく。 

小田原市の潜在的資源のひとつとして「木」が挙げられる。川上での林

産振興から川下での木材の利用までトータルな「木づかい」を育てていく

ことで、新たな経済振興が生まれると考える。そこで、小田原市は木の文

化が根づいている地域でもあることから、林業についての方向性や将来ビ

ジョンを示されたい。 

 

②②②②    歴史歴史歴史歴史・・・・文化文化文化文化    

小田原市は、城下町としてだけでなく、街道の宿場町としても繁栄した

歴史がある。そして、近代に至るまで様々な歴史が重層しており、それが

歴史都市としての魅力になっている。小田原市の歴史や文化の魅力として

小田原城を中心に捉えている傾向があるが、歴史の重層性こそが小田原市

の一番の魅力として表現されたい。 

 

 

（（（（３３３３））））豊豊豊豊かなかなかなかな生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤のあるのあるのあるのある小田原小田原小田原小田原    

①①①①    自然環境自然環境自然環境自然環境    

小田原市は、自然環境に恵まれ、かつ首都圏の一角に位置する地勢から

見れば、エコシティとしての地域ブランドを確立することは意義のあるこ

とである。エコシティとしての方向性について強調し、市政全般にわたっ

て「エコ」の考え方を浸透させるよう努められたい。同時に、具体の取組

についても市を挙げて取り組まれたい。 

 

②②②②    都市基盤都市基盤都市基盤都市基盤    

サステナビリティ（持続可能性）の視点からも、生活に必要な諸機能を

集約し、超高齢社会に合った小回りの効くコンパクトなまちづくり（コン

パクトシティ）を目指す必要がある。また、エコシティを地域ブランドと

して掲げていることから、エコカーや自転車交通など環境配慮型の交通施

策についても捉えていく必要がある。こうした方向性について明確に打ち
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出されたい。 

「都市廊」という概念は新たな発想であり、中心市街地活性化に向けた

取組としては注目すべき点である。しかし、街づくりにおける新たな方向

性を示すのであれば、もう少し分かりやすい形で強調されたい。 

小田原市は中心市街地に都市的・歴史的な魅力が集中していることから、

中心市街地における景観形成と、その周辺部の景観のあり方について整理

していく必要がある。 

 

（（（（４４４４））））市民市民市民市民がががが主役主役主役主役のののの小田原小田原小田原小田原    

①①①①    市民自治市民自治市民自治市民自治・・・・地域経営地域経営地域経営地域経営    

地域主権の流れの中、基礎自治体においては市民の力・地域の力を最大

限発揮したまちづくりを進めることが不可欠となる。そこで、市民との協

働や地域運営のあり方など小田原市としてのスタイルを確立し、真の意味

での市民が主役のまちづくりに向けた弛まざる努力を切望する。 

コンパクトシティの概念とあわせて効率的な行財政運営の観点からも、

できるだけ既存施設を活用していく方向にすべきである。したがって、既

存施設の活用を第一に考え、市民や地域からの新たなニーズに対しては、

利便性を優先して公共施設の適正配置を考えるということを打ち出す必

要がある。 

小田原市として、市町合併については、曖昧な表現を使うことなく、明

確に示されたい。 

 

 

 



◇◇◇◇個別施策個別施策個別施策個別施策にににに対対対対するするするする意見意見意見意見

No 委員意見

1 全体 “まちづくり”という言葉について、どのように整理をし、どのように理解し
ていただくのかということを最終的に考えた方がよいのではないか。

2 全体 “市民が主役”という言葉が、たくさん出てくるが、市民の定義について曖
昧である。きちんと整理した方がよい。

3 全体 総合計画は、行政と市民との情報の共有という大切な役割を果たすの
で、市民が見て分かるような表現で、もう少し具体的な考えを盛り込んで
計画を作った方がよい。

4 全体 文字ばかりなので、絵などを加えていただいき、目で見ても分かるような
説明が欲しい。

5 全体 全体的に情報化戦略がまったく書き込まれていない。情報化については
それぞれの施策のところで具体的に書いて、具体の事業としてもきちん
と情報化戦略を入れていかないといけない。

6 全体 ＩＣＴといわれているツールを活用し、明確な構造転換を図る部分を全体
に書き入れて欲しい。

7 全体 市民と行政との関係というものが、市民がお手伝い的な位置付けのよう
な気がする。市民との役割分担、協働の取組というところをもう少し具体
的な文言で表現することはできないか。

8 全体 時代は急速に動いているので、この新時代にあって小田原市をどのよう
につくっていくかということを具体の事業の中で「見える化」して欲しい。Ｉ
ＣＴはいろいろな意味で進んでいるので、インターネットを含めたテクノロ
ジー（新技術）を使った都市基盤をつくって欲しい。

9 序論 序章のあたりに、自治基本条例との連携とか、自治基本条例があるのだ
ということは明示したらどうか。

10 序論 社会経済環境の変化 グローバル化・地域間競
争

地域内の経済循環の意味として、必ずしも地産地消というのはなく、地
元の資産・資源を有効に活用してというようなことなので、通常イメージ
する入口と出口がある経済循環とは違う形のようである。その辺の解釈
を市民から見ても分かりやすい表現にした方がよい。

11 序論 計画の基礎条件 将来人口と年齢構成
財政状況

人口や財政について、計画期間である１２年後どのような形になるの
か、あるいは、前期基本計画の６年間の中で、人口や財政がどうなるの
かという推計のグラフがなければ意味がない。

12 序論 計画の基礎条件 土地利用 自然的土地利用から都市的土地利用への転換については、現状から見
れば、「農地を含めた自然的土地利用から・・・」という表現にしないと誤
りである。

13 序論 計画の基礎条件 土地利用 「集約連携型のまちづくり」という表現をあまり耳にしたことがない。市民
の方々にお示しするとしたら、もう少し分かりやすい表現の方がよい。

14 序論 計画の基礎条件 財政状況 歳出の内訳の説明に、民生費と土木費だけでなく公債費のことも加える
べきではないか。

15 序論 計画の基礎条件 財政状況 自主財源比率は、他市と比較しても自慢できる数値なので、そういった
立派な部分も盛り込んだ方がよい。

16 基本構想 基本理念 恵まれた条件 「商業集積地から風光明媚な農村地帯まで」と書いてあるが、小田原の
農村地帯は、都市の郊外にある平凡な農村だからこそ良さがある。それ
を「風光明媚」という言葉で形容することで、現実の小田原とかけ離れて
いくような気がする。

17 基本構想 基本理念 厳しい社会情勢と山積
する地域課題

「厳しい社会情勢と山積する地域課題」は、どこの市でも同じだと思うの
で、これからの社会がどうなっていくのかを書いた方がよい。特に、成熟
社会については、日本人が限りなく上昇志向だけが強く、あらゆるものを
すべて持つという考え方が前提でないと思うのだが、その辺の社会認識
が表記されていない感じがする。問題点だけ書くのではなく、この総合計
画が目指す社会について明確にするべきであり、社会認識をどのように
書くかは大事なことである。

該当箇所

6 



No 委員意見該当箇所

18 基本構想 基本理念 厳しい社会情勢と山積
する地域課題

現状を一般的な表現でなく、よりリアルに表現した方が、それを解決して
いく方策として次の世代に繋がることになる。そこで、現状の本質的な問
題として、格差社会、貧困化が非常に深刻になっていることが際立った
特徴であり、不安定雇用の増大といったものも入れる必要がある。

19 基本構想 基本理念 厳しい社会情勢と山積
する地域課題

感情的な印象が強く感じられる。例えば、「厳しい社会情勢と山積する地
域課題」のところでは、後半の３行にあるような考え方が基本理念の中
に果たして必要なのか疑問である。基本理念を表現する時の立ち位置
が、観念的になってはいけないと思うものの、もう少し客観性を持たせて
もらいたい。

20 基本構想 基本理念 厳しい社会情勢と山積
する地域課題

「厳しい社会情勢と山積する地域課題」では、後段の３行は少し表現が
感情的過ぎるかと思う。企業や市民、議会、行政が調整を取りながら、そ
して地域資源が生かされ、その手の人材が生かされているような状態が
理想であり、そういうものが今まで生かされていないということが課題の
ような気がする。

21 基本構想 基本理念 厳しい社会情勢と山積
する地域課題

社会情勢や地域課題が、市民にとっては受け身でしかないというような
表現になっている。しかし、厳しい状況の中でも突破口である流れという
ものをこの中には加えていくべきではないか。

22 基本構想 基本理念 「新しい小田原」へ３つ
の命題

「新しい公共をつくる」という部分では、市民の力・地域の力を最大限発
揮するという意味は大変伝わってくるのだが、行政の役割が見えてこな
い。行政という部分も、もう少し入れた方がよいと思う。行政の役割として
は、人々が動き出すための最初の推進力あるいは繋ぎ手としての考え
方もあり、公共機能を市全体として考える新しい公共であれば、議会も
十分に関わってくる部分なのではないかと思う。

23 基本構想 基本理念 「新しい小田原」へ３つ
の命題

「新しい公共」というのは行政と民間の様々な主体とが連携して公共サー
ビスを担うという考え方であるわけだが、そうすると、市民の側には「いっ
たいどこまで頑張ればよいのか」という漠然とした不安がある。そうした
不安をなるべくハッキリさせる必要があると思う。したがって、「行政はこ
こまでします」ということを、非常に不透明な中で難しいことでしょうけれど
も、計画の中でなるべく明確に書くべきである。

24 基本構想 基本理念 「新しい小田原」へ３つ
の命題

「新しい公共」の担い手は、この計画書では地域コミュニティが特に注目
されていると思う。他にも企業という重要な担い手がいるわけであり、企
業は儲けるばかりではなく、社会貢献もしていただくことも大切だと思う。
特に小田原には、地域に根ざした優良企業がいくつかたくさんあるように
思うので、当然、小田原のために頑張ってくださると思う。企業に対する
要請ということも是非書き込んではどうか。

25 基本構想 基本理念 「新しい小田原」へ３つ
の命題

「新しい公共」という考え方が出ているが、「基本理念」の中での書き方が
弱いと思う。せっかく「新しい公共」という考え方があるのならば、今の社
会の中でそういうものが、どうして出てきて、何に繋がるのかを書かない
と分からないので、社会認識と一緒に書いた方がよい。

26 基本構想 基本理念 「新しい小田原」へ３つ
の命題

「未来に向かって持続可能である」というのは、人づくりであり、人が人を
支えていくものであると思うが、その辺の表現が若干弱いように思う。地
域活動とかは結構出ているのだが、この中に教育や生涯教育、社会教
育など、人を育てる意味合いをもう少し強めていただきたい。

27 基本構想 基本理念 「新しい小田原」へ３つ
の命題

「豊かな地域資源を生かしきる」のところは、市民が今まで小田原の可能
性や資源について何も評価せず、あるいは何もしてなかったと一方的に
受け止められてしまうような表現になっている。長い歴史を積み重ねてき
た小田原は、歴史を紡いできたのは人であって、その人達がこれまでも
いろいろな取組をしているわけであり、誤解を生じる表現は避けるべきで
ある。

28 基本構想 基本理念 「新しい小田原」へ３つ
の命題

「新しい公共」は、受け身のものではなく、これから大切なものであるとい
う考え方を、はっきりと示すべきである。

29 基本構想 基本理念 「新しい小田原」へ３つ
の命題

「新しい小田原」への３つの命題における「豊かな地域資源を生かしき
る」の３行位で、基本理念のすべてを言い尽くしているのではないか。も
う少し分かるように書いて欲しい。

30 基本構想 基本理念 実現する将来都市像 既存の企業が小田原で操業していくうえでの意欲が削がれてないか、小
田原の産業をそういう方向で新たに創出していくのかというようなことを
考える場合には戦略が必要になる。これから12年間を展望するために
は、産業の方向性について、もう少し踏み込んで、小田原としての姿勢を
打ち出さないといけない。
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31 基本構想 基本理念 実現する将来都市像 小田原市は、非常に中心性を持っていて求心力がある。この財産を最大
限に活かしていくような基本姿勢が、ここで示されるべきではないかと思
う。観光とか交流人口ということは言われているが、観光の面でも、さら
に小田原市は発展するはずであり、そこが発展すれば雇用の場も増え
ることになる。小田原の持っている中心性ということについて、小田原の
持っている財産として着眼した論点整理が必要ではないか。

32 基本構想 基本理念 実現する将来都市像 「希望のまち」という表現が非常に弱いと思う。「希望があるまち」ならま
だよいのだが、「希望のまち」という表現は、出来ればいいかな…という
非常に弱い表現で、市民が、“拓く”というところは、非常に強い表現なの
で、タイトルとして打ち出すなら、もう少し強く出した方がよいと思う。

33 基本構想 基本理念 実現する将来都市像 ２０万都市を目標に掲げるのはよいとしても、それを前提に計画を立てて
しまうということになると、いろいろと問題が出てくる。努力しても１８万５
千人位になってしまうという可能性も高いので、もう少し表現の仕方があ
るのではないか。

34 基本構想 基本理念 実現する将来都市像 「実現する将来都市像」では、希望が持てるまちに向かって私たちが何を
すべきかというところを強調すべきである。そこでスローガンを「市民の力
で未来を拓く希望の持てるまちに」というように、旗印を掲げるような表現
にすべきである。

35 基本構想 基本理念 実現する将来都市像 定住人口を増やすということで、ごく一般的な若者の雇用の場の確保が
基本になると思うので、その辺も踏まえ、なおかつ、新しい経済のあり方
というところを加えていく流れが必要である。

36 基本構想 基本理念 まちづくりの目標 「いのちを大切にする小田原」のところでは、高齢者と障害を持っている
方々を、地域医療体制だけではなく、地域福祉を一緒に含めて書いてい
ただく方がよいのではないか。

37 基本構想 まちづくりの目標と政策
の方向

「まちづくりの目標と政策の方向」について、非常に全てが簡略化されて
いる感じがする。例えば、「地域経済」では、農林水産業の振興だけで、
商業とか工業の問題については出てこない。あるいは、「子育て・教育」
でも、子育てには触れているが、教育の問題には触れられていない。

38 基本構想 まちづくりの目標と政策
の方向

暮らしと防災・防犯 「社会的に援護の必要な人たちが、地域のつながりにより安全に守られ
ているまちをつくります」とあるが、援護の必要な人は、一方的に守られ
るだけではない。援護の必要な人に、必要な部分をどのように提供する
かということをもう少し考えていただきたい。

39 基本構想 まちづくりの目標と政策
の方向

子育て・教育 「教育」については、基本構想のところでしっかり書いておかなければい
けない。

40 基本構想 まちづくりの目標と政策
の方向

地域経済 地域経済のところでは、事業所の方向性とか、事業所をどういう方法で
行政として支援していくのかなども視野に入れていただきたい。

41 基本構想 まちづくりの目標と政策
の方向

豊かな生活基盤のある
小田原

環境の問題は、自然環境というよりは地域環境とか生活環境という生活
していく上で、まさに共存をしていこうということを地域の皆さんと考えま
しょうという章になるので、自然環境という言葉はここには落ち着きが悪
いと思う。この言葉を章に合うように書き直した方がよい。

42 基本計画 未来への投資（先導的
施策）

第２章の【施策の展開】に出てくる文章や文言を変えることなく、【先導的
施策】で使わないと、主な取組のところのイメージがはっきりしない。基本
計画をつくるときは、一番基本的な戦略の中で、後ろに書いたもののエッ
センスを前に持ってくるという作業をしないといけない。したがって、主な
取組のところについては、第２章で書いた文言をそのまま持ってきて、そ
の中で一番どれが重要かというものを示した方が分りやすい。第２章に
は具体的な事業ではなく、概念を述べているだけで、逆に先導的施策で
は具体的事業を述べており、第２章で具体的施策をきちんと書けば先導
的施策が生きてくる。

43 基本計画 未来への投資（先導的
施策）

【まちづくりの目標】が４つと、【未来への投資】が６つで数が変わってしま
い非常に分かり難い。基本理念にも【３つの命題】があり、構造的にどの
ように構成されているのか分かるようにした方がよい。

44 基本計画 未来への投資（先導的
施策）

第２章の【施策の展開】を修正したときに、１章の【未来への投資】の文言
も整合性がとれるようにして欲しい。

45 基本計画 未来への投資（先導的
施策）

ビジョンがあって、その先に計画があり、詳細施策があるものだと思うの
で、全体的に【未来への投資】を見てみると足りない部分があるのではな
いかと感じる。

8 



No 委員意見該当箇所

46 基本計画 未来への投資（先導的
施策）

【先導的施策】の中に“いのち”問題が入っていない。ここに入っていない
と予算に反映され難くなることがあるのではないかと思うので、是非、”い
のち”に係る福祉や災害の関係も入れていただきたい。

47 基本計画 未来への投資（先導的
施策）

未来を担う子どもを育む 先導的施策に、小田原らしい子育て支援施策を盛り込むことで、小田原
市が住みたいまちになっていくのではないかと思う。そこで、一番目を引
く先導的施策のところに「小田原市はこういうふうにやっていくのか」とい
うことが見えるような施策を入れられたらと思う。

48 基本計画 もっと具体事例も入れた形での総合計画を作るべきである。２１世紀は
もっと具体的に「いつまでに、何をやりますか」、さらに「誰がやりますか」
まで書いてある基本計画がほとんどだと思う。総合計画のスタイル自体
を、今知りたい情報が書いてある計画にすべきである。

49 基本計画 それぞれがそつない文章でできていて、ほとんど見えてこない。見える化
する時代に見えてこない文章になっているので、その辺は少し決断して
方向性を出した方がよい。

50 基本計画 「小田原は独自の環境認証基準を設けて」とあるが、どういうものを指し
ているのか。また、「市民と行政がそれぞれ役割を認識し」とあるが、行
政の役割が明示されてない。さらには、「野猿などの被害防止対策を進
めます」とは書いてあるが、具体的にはどういうことを考えているのか
はっきりしない。このように、具体性を記入されてないものがいくつもあ
る。

51 基本計画 福祉・医療 都市計画、福祉、企画がタイアップするとか、あるいは市民局がタイアッ
プするなどして、組織文化として３つぐらいの部でトライアングルを組むと
いった柔軟な庁内組織もあるのではないか。

52 基本計画 福祉・医療 地域福祉の推進 「福祉」という言葉が、高齢、障害と一緒になってしまうような狭い意味に
捉えられるのではないかと思う。そこで「福祉の拠点づくりの推進」という
ところを考えた場合、高齢、障害そして医療機関の緊密なるネットワーク
で地域福祉は活性化していくだろうと思うので、言葉として「機能的連携」
なのか、大きなハードを意味しているのか、その辺を整理した形での政
策の提示の方がよいのではないか。

53 基本計画 福祉・医療 地域福祉の推進 「ケアタウン」は、地域で支え合うという機能だけではなく、横断的な政策
の展開の拠点という意味も含めての「ケアタウン」という表現だと思うの
で、政策の横断的な流れを盛り込むべきである。

54 基本計画 福祉・医療 地域福祉の推進 「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･･･」と
あるが、生活困窮者の課題が所得保証の問題であるという感じに見え
る。しかし、所得が充足されればこの人たちの生活課題が解決されると
はなっていない気がする。そこで、生活困窮者の生活課題についてもう
少し客観的に分析してニーズを洗い出して必要な手当をしていくというよ
うなことをもう少し考えていくべきではないか。

55 基本計画 福祉・医療 高齢者福祉の充実 地域包括支援センターが高齢のところに出ているが、諸々相談を受ける
ような意味合いで地域包括支援センターというのが置かれるべきであ
る。今は高齢サイドの相談機能の方に特化されている感じがあるので、
それをもっと広げるためには、地域包括支援センターの相談機能を広げ
ることだと思う。

56 基本計画 福祉・医療 高齢者福祉の充実
障害者福祉の充実

障害者、高齢者は与えられるもの、生きがいを作ってもらう、参加させて
もらう、どこかに居場所をもらう、楽しみを作ってもらう、という受身型の表
現も多いし、そうした考え方が根底に流れているような気がする。障害者
や高齢者は、社会の中で１つの役割を担っているという部分もあるので、
そういう意味での生きがいとか社会参加、あるいは社会を創るのに役立
つというような枠組みで障害者とか、高齢者の社会参加を考えていった
らどうか。

57 基本計画 福祉・医療 高齢者福祉の充実 高齢化率２１％以上を超高齢社会と定義しているようだが、通常は、４人
に１人の２５％以上が超高齢社会という形で定義されるので、その辺の
使い方を整理した方がよい。

58 基本計画 福祉・医療 障害者福祉の充実 ノーマライゼーションの理念を、どういう人に対して啓発する必要がある
のかというところを強調すべきである。

59 基本計画 福祉・医療 障害者福祉の充実 「地域の事業所や各種団体に対する協力要請を進め、障害者の就労の
機会を」とあるが、ここに研修を入れることで、より多くのコミュニケーショ
ンをとり、就労に繋げていくというようなこともしていただきたい。
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60 基本計画 福祉・医療 地域医療体制の充実 在宅医療を支援する医療機関の育成や、もう少し具体的な方針を盛り込
んだ方がよい。

61 基本計画 福祉・医療 地域医療体制の充実 看護師というのは、法的にいうと看護師だけなので、もっと広げて保健医
療の専門職というような形の人材育成なりの言葉の方がよいのではない
か。

62 基本計画 暮らしと防災・防犯 災害に強いまちづくり 「気候変動や社会環境変化に伴い洪水や土砂災害の危険性が増加して
います」とあるが、ここを気候変動の激しさによる今後の課題ということで
もう少し強調した方がよい。

63 基本計画 暮らしと防災・防犯 安全・安心の地域づくり 地域防犯体制づくりの中に消防団の活用というのを入れたらいかがか。

64 基本計画 暮らしと防災・防犯 災害に強いまちづくり 「災害に強いまちづくり」については、海、海浜地については考えなくても
よいのだろうか。

65 基本計画 暮らしと防災・防犯 災害に強いまちづくり まさしく今、日本の中で平和を脅かすのはテロである。こうした行為が平
和を脅かすのであり、そのための施策ということから考えると、防災危機
管理部に、平和施策の推進というものを置くべきである。

66 基本計画 暮らしと防災・防犯 安全・安心の地域づくり 「暮らしの相談の充実」では「市民相談や消費生活相談を通じて、適切な
指導と助言を行います」とあるが、適切な指導というのは業者に対してで
あり、助言というのは相談者に対してであると読むのか分からない。文章
的に簡単にし過ぎているので、もう少し丁寧に書いた方がよい。

67 基本計画 暮らしと防災・防犯 共生社会の実現 性同一性障害といった言葉なども挙げてもよいのではないか。

68 基本計画 暮らしと防災・防犯 共生社会の実現 「共生社会の実現」という施策を「暮らしと防災・防犯」に置くのなら、共生
社会の実現が最初に来た方が、”暮らし”という形になるだろうと思う。

69 基本計画 暮らしと防災・防犯 共生社会の実現 「平和」という言葉は、総合計画の最後に謳ってもよいのではないかと思
うくらい特別な重い言葉ではないのか。まして、平和都市宣言では、「美
しい地球を大切に」ということまで謳ってあるので、なおのこと特別に別
のところに置いた方がよい。

70 基本計画 子育て・教育 「子育て」、「青少年育成」、「学校教育」という３つの切り口があるが、こ
の並びでよいのか、この切り口が分かり難い。普通児童というと小学生、
生徒は中高生というのが常識なので、その辺をはっきりと分かるように示
されたほうがよい。まして青少年というのはいろいろな定義があり、その
辺の定義があるのなら、はっきりどこかで分かるようにしていただきた
い。

71 基本計画 子育て・教育 子育て環境の充実 情報化については、特にお母様方はＩＴの一番強者であり、得意なお母
様が一番多いわけなので、ここに子育て支援総合窓口としての「子育て
ネット」とか、ホームページの窓口の施策というのは目玉として入れてい
ただきたい。

72 基本計画 子育て・教育 子育て環境の充実 「共生社会の実現」の目指す姿は「それぞれの多様性を認め合いなが
ら、共にいきいきと暮らしています」としているが、「子育て環境の充実」
における目指す姿を親子の関係性に限定してしまうのは、「共生社会の
実現」の目指す姿の方向性と整合がとれないと思う。ここは「市民みんな
が」というような言葉の方がよいと思う。

73 基本計画 子育て・教育 子育て環境の充実 様々な経験を豊かにする場所として小田原が選ばれて、一時でも過ごし
ていただけるような地域になってもらいたいと思うので、「子育て環境の
充実」の中に、家庭・親をサポートするだけでなく、家庭・親を提供して子
どもをサポートするというような仕組みみたいなものを反映していただき
たい。

74 基本計画 子育て・教育 青少年育成の推進 ニートや引きこもりの若者に対する施策については、国の動きを注視す
るにせよ、自分のまちの方向性というものを示唆するようなものは積極
的に盛り込んでいただきたい。

75 基本計画 子育て・教育 学校教育の充実 クラスの少人数編成という視点が抜けている。小田原市教育プランの中
にも、３０人学級の実施が謳われているので、その辺は盛り込む必要が
あるのではないか。

76 基本計画 子育て・教育 学校教育の充実 学校教育については、規制緩和が非常に進んでおり、小田原は市民参
加のまちづくりを基盤にしていこうという意味では、やはり９年制の垣根
を越えて、面白い教育を実験としてできる地域だと思うので、是非それを
TRYいただきたい。

10 
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77 基本計画 子育て・教育 学校教育の充実 「学校教育の充実」の詳細施策に小学校の校庭の芝生化がある。これは
かなりリスクがあり、他の地区でも少し疑問視されているところもあるの
で、記述についてもう１度見直していただきたい。

78 基本計画 子育て・教育 学校教育の充実 「教職員の資質向上を図ります」という文言になっているが、他の専門職
が外れる状況があるので、専門職の方々も含めた支援体制というものも
念頭に置いていただきたい。文言がもう少し緩やかに「他の専門職など
の支援」といったように加わればよいと思う。

79 基本計画 子育て・教育 学校教育の充実 小田原にはたくさんの素晴らしい童謡が生まれているので、子どもたち
に是非その童謡の根を絶やさないようにして欲しい。そして、童謡や歌と
いうものがいかに人の心にとって癒しになり、子どもの虐待やいじめ、引
きこもりなどに対する大きな治癒の１つの力に音楽がなるということを、
是非どこかに盛り込んでいただけたらありがたい。

80 基本計画 地域経済 産業・就労環境の整備 ライフスタイルに合わせた多様な働き方ということで、子育て世代への就
労の仕方に対する支援を盛り込んでいくべきではないか。

81 基本計画 地域経済 産業・就労環境の整備 今一番の問題は、非正規雇用が非常に拡大されていることだと思う。そ
こで、非正規雇用ではなくて、正規雇用として雇用を促進していくという
考え方をもっと明確に打ち出す必要がある。

82 基本計画 地域経済 産業・就労環境の整備 現在の企業が出ていかない、そして新たな企業が魅力あるところとして
来るよう、計画期間である１２年間の中で、インフラの減免というような施
策を小田原市は他と違ってやるのだという姿勢を総合計画の中で出す
べきではないのか。

83 基本計画 地域経済 小田原ならではのもの
づくりの振興

一点突破の意気込みが感じられない。新サービスや新製品の開発、そし
てモニタリングや新しいコミュニケーションのツールとして、ＩＣＴの活用は
不可欠であり、これからの時代の生活の仕組みの基盤が変わる部分で
はないか。

84 基本計画 地域経済 小田原ならではのもの
づくりの振興

地域経済の循環も大事だが、２０万人口を堅持するという大きな目標を
持った時には、日本だけでなく世界に向けて、もう少し根本のところで大
きい仕掛けみたいなものを基本方針の中に盛り込めないか。

85 基本計画 地域経済 商業の振興 産業や観光、都市計画をすべて超えて、小田原のグランドデザインの
ゾーニングの考え方というのをどこかに盛り込んでいただけたら
、中心市街地の考え方、ゾーニング、グランドデザインが考えられるので
はないか。

86 基本計画 地域経済 商業の振興 まちづくりは、経済・理財、環境、文化の三本立てが同時に進行しなけれ
ば、できない。そこで、グランドデザインのゾーニングについては、まちづ
くり三法の都市計画法の中に入っていると思うので、商業の振興のとこ
ろでまちづくり三法を入れ込めばよい。

87 基本計画 地域経済 商業の振興 これからの高齢社会を迎えていく上で、実際にどのような消費者ニーズ
があるのかということを、もう少し具体的に表現した方がよいのではない
か。

88 基本計画 地域経済 商業の振興 生活に密着した商業のあり方として、既存の商店街の支援というもの
が、高齢社会への対応といった視点で捉えていかなくてはならないので
はないか。

89 基本計画 地域経済 観光まちづくりの推進 観光客を受け入れるということでは、基本方針の中の、「誰もが訪れるこ
とのできるという」という意味で、高齢者や子ども、障害者、外国人そうい
う方々にも優しい受入れというものを含めていただきたい。

90 基本計画 地域経済 観光まちづくりの推進 自然・歴史・文化は観光の要素として出ているが、なりわいについては最
も小田原らしい個性として捉えてよいと思う。まして、まちかど博物館など
は相当効果をあげていると思うので、産業観光というものをもう少し打ち
出していってもよいと思う。

91 基本計画 地域経済 観光まちづくりの推進 「１度温かくもてなしてもらった観光客がもう１度小田原に来る」ということ
が目指すべき目標だと思うが、計画にある表現は「再び」でよいのか。現
状と課題のところには「何度も訪れて」という言葉が入っており、「ウォー
キング」などは、何度も来て泊まっていってもらいたいという視点がある
のではないか。また、「外国人観光客」とあるが、こういう場合には、再び
ではなくて初めて箱根に来た外国人が初めて小田原にも来てもらおうと
いうことも戦略としてあるとするならば「再び」というのはどうなのか。１つ
は「たびたび」にするのか、あるいはもっと広い意味で「観光で小田原を
訪れる」という表現がよいのではないか。
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92 基本計画 地域経済 農林業の振興 「目指す姿」のところに、林業の姿がない。農業の目指す姿としてはこの
文章はよいが、林業に関する記述がない。

93 基本計画 地域経済 農林業の振興 小田原の林業は、小田原特有の問題を抱えており、それをきちんと課題
として書くべきである。

94 基本計画 地域経済 農林業の振興 木材は単に産業的に利用するだけでなく、複合的に考えなくてはいけな
い。保水という環境面での効果も当然あり、林業ではそれを言わないと
いけない。したがって、環境面と森林を繋げて、そこに観光も入れること
で、森林に入っていろんな自然体験をするというような場にもなり、環境
林としての役割もあるということを、きちっと書き分けた方がよい。

95 基本計画 地域経済 農林業の振興 小田原の農業に関しては、基幹作物やブランド化について出していかな
いといけないのは当然だが、農業だけでは生活できない状況もあるの
で、都市農業の推進の言葉も入れてはどうか。

96 基本計画 地域経済 農林業の振興 今年、公共建築が木造化するという法律が通り、来年３月までに基準が
できる。そうすると各自治体で低層の公共建築はすぐに木造化しなさい
という指針が出るわけだが、環境都市である小田原が、公共施設をつく
る場合には木造化は非常に重要かと思う。是非そういう点をもう少し押し
出してもよいのではないか。木造、木の文化が一番ある小田原こそ先鞭
をつけてそういうことを打って出るということが総合計画の場合は大事で
はないか。

97 基本計画 歴史・文化 歴史遺産の保存と活用
生涯学習の振興

「歴史資産の保存と活用」と「生涯学習の振興」の両方に「図書館のあり
方」と出ているが、ハードのことなのか、ソフトのことなのか、もう少し分か
り易い記述ができないものか。

98 基本計画 歴史・文化 歴史遺産の保存と活用 小田原の魅力を伝えるためには、歴史資産をお城一辺倒ではなく、街道
の宿場町であったということも書くべきである。さらに、小田原は近代に
至るまでいろいろな歴史が重層しており、それが歴史都市としての魅力
になっている。小田原城以降の近代遺産とか邸園文化に繋がるような部
分もあり、北原白秋も含めて近代的な部分でも非常に価値あるものがた
くさんある。その辺の重層性こそが小田原の一番の魅力であって、重層
している歴史の視点をきちんと総合計画では書いていただきたい。

99 基本計画 歴史・文化 文化・芸術の振興 一般的に書かれている芸術・文化でなく、邸園文化やなりわい文化と
いった小田原らしい独自性がある言葉が、総合計画では書かれないとい
うのは問題である。「目指す姿」のところが、小田原市でなくても通用する
ような表現になってしまっているので、ここにそういうものが書かれていく
べきである。

100 基本計画 歴史・文化 生涯学習の振興 本離れが言われている中で、将来的には電子図書と図書館とをどのよう
に組み合わせるのか、あるいは区別するのかなど、今の若い人たちが
高齢になった時にも本が読み続けられるよう、様々な仕組みについての
検討が必要であり、そういうことも盛り込んでいただきたい。

101 基本計画 歴史・文化 生涯学習の振興 図書館にイノベーション施設を作って、図書館から新たな産業を創るな
ど、企業が図書館の中にあるというくらいまで発展する可能性がある。こ
れからの図書館は非常に多機能であり、２１世紀は図書館の機能が重
要視されてくると思っている。そうした中、小田原市の２１世紀型の総合
計画において図書館の書きぶりとしては、少し弱いと思う。小田原市が
図書館を通じて何を求めて市民の皆さんと一緒に培っていくというのが
見えるような形でこの書きぶりを前向きにしていただきたい。

102 基本計画 歴史・文化 生涯学習の振興 「生涯学習の振興」では、「目指す姿」が「郷土に誇りを持つ…」というよう
なところがあるので、小田原の郷土というものがずっと尾を引いている印
象がある。生涯学習というのは、郷土から少し離れてもよいのではない
かと思うし、大学は生涯学習の企画をかなり得意としているので、是非
小田原市内にある大学を活用していただきたい。

103 基本計画 歴史・文化 生涯学習の振興 新しい小田原をつくる出発点なので、小田原らしい生涯学習のあり方を
打ち出していくべきである。

104 基本計画 歴史・文化 生涯学習の振興 生涯学習以外の非常に優先順位の高い行政課題が多いので、この分野
については教育機関や地域にお任せしていく以外に方向はない。行政
はメインプレーヤーから側面支援に移るという明確な文章に書き直した
上で、例えば「おだわら生涯学習大学事業」を作って受け皿は用意して
いるとか、市民の皆様とのプラットフォームを構築しますというような書き
方の具体事例がここに入ってくればイメージが明確になる。
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105 基本計画 歴史・文化 生涯学習の振興 生涯学習の話一つとっても、言葉的に古いと思う。皆が一致団結して新
しい時代を切り開いていくというシンボリックな言葉が必要ではないか。

106 基本計画 歴史・文化 生涯スポーツの振興 生涯スポーツの振興のところでは、振興とあわせて健康維持・健康管理
の視点も必要である。体力とスポーツ、そして健康管理とスポーツという
ことも「健康に留意しながら」ということで文言として加えたらどうか。

107 基本計画 自然環境 「環境共生型の地域づくり」「資源循環型社会の形成」「良好な生活環境
の保全・形成」「自然環境の保全と再生」という施策は、前の２つが「地域
づくり」と「社会の形成」といった大きいタイトルになっているためにイメー
ジが湧かない。何を言いたいのかということを的確な言葉で表現した方
がよい。

108 基本計画 自然環境 生活の中で環境をどうするかという考え方をしていく中で絶対的に足りな
いのは、ビジネスという形で経済の視点が入っていないことである。環境
は、環境を守るだけでは守れません。経済社会の中で折り合いをどうつ
けながら環境を守るかという形になると、環境の章でも経済のことも少し
触れた方がよい。

109 基本計画 自然環境 「平成21年に小田原市きれいなまちと良好な生活環境をつくる条例を施
行しました」ということを書いてあるが、小田原では他にもたくさんの条例
がある。豊かな地下水を守る条例、小田原市緑と生き物を守り育てる条
例など、そういうものが積み重なって小田原があるので、当てはまるもの
はカッコ書きで入れておいた方がよい。

110 基本計画 自然環境 環境共生型の地域づくり 最初に、”エコシティを小田原は目指す”という大きい括りがあって、その
下に①②③が後から付いてくるという形の方が、考え方に合っている。市
民が何を環境の中で一番大切にするのかということを最初に大きく書い
た方がよい。

111 基本計画 自然環境 資源循環型社会の形成 「３Ｒを基本としたライフスタイル」とあるが、今は、５Ｒの時代であると思
う。想定される事業のところでは５Ｒを使っているが、小田原市は３Ｒで
絞っていくのか、５Ｒなのかどちらかはっきりした方がよい。市民と行政と
事業者がタイアップしながら環境問題に取り組んでいく場合には、５Ｒで
進めた方が望ましい。

112 基本計画 自然環境 資源循環型社会の形成 広域化ということが、即、環境負荷の低減につながると文言で書くという
ことは、かなり確信がないと書けないことだと思うので、少し表現を検討し
た方がよい。

113 基本計画 自然環境 良好な生活環境の保
全・形成

斎場の言葉が突然現れるような感じがあり、記述の工夫が必要ではない
か。

114 基本計画 自然環境 自然環境の保全と再生 小田原市には竹林がかなりあり、生活者にとっては身近なところでの対
応として非常に困っている方がいるので、竹林については、少し強めに
書いた方がよい。

115 基本計画 自然環境 自然環境の保全と再生 地域ごとの自然環境のあり方や方向性を示すことで、それぞれの地域で
市民自らが地域の緑をどうするのかということをきちんと考えられるよう
になる。是非、総合計画ではそういう方針を出すよう検討していただきた
い。

116 基本計画 自然環境 自然環境の保全と再生 土地利用政策の中でも、環境の保全と開発との共存ということが重要に
なってくるので、環境のところでも、生活の中で環境をどう生かしていくの
かというような視点をもう少し鮮明に出して欲しい。

117 基本計画 都市基盤 上下水道や住宅ではゾーニングという考え方が重要である。人口減少下
では税収も少なくなり、いかにライフラインを短くしてお金のかからないま
ちづくりをするかというのが、これからの10年非常に重要になってくる。そ
ういった時にコンパクトシティ化を進めるわけだが、土地利用、上下水
道、住宅政策、中心市街地の役割分担を明確にしておかなくてはいけな
いので、それが分かるような計画にする必要がある。

118 基本計画 都市基盤 快適で魅力ある生活空
間づくり

小田原駅前広場の利便性、あるいは機能性が満たされていないという
現状を課題として挙げて欲しい。

119 基本計画 都市基盤 快適で魅力ある生活空
間づくり

定住人口を増やすために、線引きの見直しや地目変更などについて、も
う少し具体的に明確に載せないといけない。特にインパクトの強いものを
載せ、小田原市以外の人に小田原に住みたいという部分をアピールでき
るのが、ここの都市基盤の中では一番強いのではないかと思う。した
がって、都市計画マスタープランに集約されるという形だけでは、少し弱
いし、具体的なものが欲しい。
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120 基本計画 都市基盤 快適で魅力ある生活空
間づくり

小田原駅周辺と小田原城周辺では、文章の中でわざわざ市民と観光客
に分けて書く必要があるのか疑問である。

121 基本計画 都市基盤 快適で魅力ある生活空
間づくり

「計画的な土地利用の推進」を推進するための土地利用規制ということ
になれば、まちづくり三法（都市計画法、大店立地法、中心市街地活性
化法）が大きな役割を持っており、これを是非文言として入れて欲しい。

122 基本計画 都市基盤 快適で魅力ある生活空
間づくり

「都市廊」という言葉が突然出ているが、せっかく新しい言葉を入れるの
であれば、もう少し前面に押し出して、しっかり位置付けした方がよい。

123 基本計画 都市基盤 快適で魅力ある生活空
間づくり

景観形成まちづくり事業と歴史まちづくりが、エリアとして重複しているの
か分かれているのかよく分からない。小田原の景観施策というのは、中
心市街地の方に向かって一生懸命やっていて、周辺の方のまちの景観
形成というのはあまり力を入れていないのか、それが見えない。小田原
は中心市街地が非常に歴史的にも魅力があるので、そこはやはり力を
入れて、その力で周辺に波及効果を出そうというのはよく理解できるし、
景観形成は進んでいるとは思うので、その辺を書き分けていった方がよ
い。

124 基本計画 都市基盤 快適で魅力ある生活空
間づくり

これだけ駅がたくさんある市も他にはなく、そこに商店街があり、そこの
景観の問題はあるはずなので、そういうところに施策が届いているのか
どうかが見えない。小田原駅と小田原城周辺のまちづくりが大切なこと
は分かっているのだが、それ以外の全市的なものに対してどう考えてい
るのかが見えない。

125 基本計画 都市基盤 安全で円滑な地域交通
の充実

若い世代が住みやすい小田原市になって欲しいので、地域交通のところ
で、子ども連れの方たちが出掛けやすいとか、ベビーカーで歩きやすい
道とか、もう少し具体的に移動しやすいまちというのがイメージできる表
現になっているとよい。基本方針に「移動制約者に配慮し」とあるが、子
育て中の方が見て、「これだったら小田原市の中で、とても暮らしやすい
な」と思えるような表現とか、具体的な事業計画などがあるとよい。

126 基本計画 都市基盤 安全で円滑な地域交通
の充実

都市交通では、これだけエコカーが流行っていて、電気自動車に舵をき
ろうとしている時代に一言も載っていない。もう少し新しい発想で２１世紀
型の思い切った戦略を打ち出して欲しい。

127 基本計画 都市基盤 安全で円滑な地域交通
の充実

エコシティを言うのであれば、もっと歩けることや自転車の施策が強くき
ちんと出るべきである。これだけ駅がたくさんあるということは、自転車の
ネットワークが作れるのか作れないのか、取り組むのか取り組まないの
か、その辺が見えない。おそらく小田原で通勤している人にとってみる
と、自転車で会社まで行こうとかいう方もいるかも知れないが、そういうこ
とに対しても、交通施策として特性を生かして、それをフォローしているの
か、それから大事なエコシティということがしっかり捉えられているのかど
うかが見えない。

128 基本計画 都市基盤 安定した水供給と適正
な下水処理

予測保全をしっかりしてもらいたいと思うので、「応急復旧体制の強化」
のところに、老朽化等入れることができたら書いてもらいたい。

129 基本計画 市民自治・地域経営 協働による地域経営 地域運営協議会に関しては、「自治会連合会単位での地域づくりを目指
し」と書いてあるが、これは自治会連合を区域としてみた場合の単位で
話し合われていると思う。この書き方だと自治会連合が主体的な単位と
いうように感じられてしまうので、「自治会連合を区域とした～」というよう
に、一つの区域という形での自治会連合というものがもう少し分かるよう
な表現の仕方の方がよい。

130 基本計画 市民自治・地域経営 協働による地域経営 市職員の地域担当制に関しては、「自治会連合を基本に」と書いてある
が、地域担当職員は、あくまでも地域のサポートという形で地域の中に
入っていくことで話し合われていると思う。下請け的な仕事を極力避ける
ような表現にした方がよいと思うので、「自治会連合を区域とした～」とい
うような表現の仕方の方がよい。

131 基本計画 市民自治・地域経営 協働による地域経営 地域資源を生かした取組が挙げられているが、協働の推進という大きな
テーマとは違うのではないか。

132 基本計画 市民自治・地域経営 協働による地域経営 地域運営協議会については、様々なテーマに取り組む仕組みであると
か、様々なテーマを解決する仕組みとか、そういう記述を加えた方がいき
いきとする。

133 基本計画 市民自治・地域経営 行財政改革の推進 「現状と課題」に書いてある財政状況については、行政案が出来上がる
頃と今の時点では普通地方交付税の交付団体になるなど状況が違って
きていると思う。したがって、もう少し厳しい状況であるということを表現し
た方がよいのではないか。
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No 委員意見該当箇所

134 基本計画 市民自治・地域経営 行財政改革の推進 競輪の関係については、19年度の「小田原市競輪事業検討委員会」か
らの報告書に基づいているということであれば、そうした趣旨を記述して
「それを踏まえてこれからも・・・」という文章に置き換えた方がよい。

135 基本計画 市民自治・地域経営 行財政改革の推進 公共施設の最適化に関しては、全市的な視点から公共施設の適正な建
設という言葉も書いた方がライフサイクルコストという言葉とも整合がと
れると思う。そこで、公共施設の適正化のところに「建設から・・・」と入れ
て欲しい。

136 基本計画 市民自治・地域経営 行財政改革の推進 今後公共施設を配分する上では、人口減少下において地域をコンパクト
化していくことになるので、できるだけ利便性が高く、空き店舗対策を含
めて、既存の施設を活用していく方向に行かざるを得ない。こうした地域
施設を整備する際の考え方を少し書いておいた方がよい。これまでの公
共施設の発想ではなく、既にあるものについては活用を一生懸命考え、
新たに地域でニーズが出てくるものについては、住民の利便性を優先し
て公共施設の適正配置を考えるというようなことを打ち出すと効率的な
行財政運営もできると思う。

137 基本計画 市民自治・地域経営 広域行政の推進 市町合併については、市長が明確に「近隣の中で申し入れがあれば真
摯に対応させてもらう」と言っているので、総合計画として曖昧な表現に
なってしまうのはおかしい。明確に市長のスタンスを書くべきではない
か。
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小田原市総合計画審議会会議日程

開催日時 内　　容

6月22日（火） 委員委嘱、会長・副会長選出、諮問

10:00～12:00 総合計画策定について説明、審議会日程調整

7月8日（木） 基礎条件説明

18:30～20:30 基本構想案説明・審議

7月15日（木） 基本計画案説明・審議

10:00～12:00 【福祉・医療】

7月22日（木） 基本計画案説明・審議

18:30～21:30 【暮らしと防災・防犯】【子育て・教育】

7月29日（木） 基本計画案説明・審議

13:30～15:30 【地域経済】

8月5日（木） 基本計画案説明・審議

13:30～15:30 【歴史・文化】

8月12日（木） 基本計画案説明・審議

13:30～16:30 【自然環境】【都市基盤】

8月24日（火） 基本計画案説明・審議

14:00～16:00 【市民自治・地域経営】

8月30日（月） 基本計画案説明・審議【先導的施策】

10:00～12:00 基本構想及び基本計画行政案についての総括審議

10月14日（木）

13:30～15:30

10月22日（金）

13:30～15:30

10月29日（金）

答申協議

答申

第11回

第９回

第６回

第７回

第８回

第10回 答申協議

第３回

第４回

第５回

第１回

第２回

16 



小田原市総合計画審議会委員名簿

（敬称略　区分別50音順）

区分 氏名 所属団体等

井原　義雄 市議会議員（新生クラブ）

植田　理都子 市議会議員（グループ創和）

大野　眞一 市議会議員（フォーラム小田原）

加藤　仁司 市議会議員（至誠）

小松　久信 市議会議員（公明党）

原田　敏司 市議会議員（日本共産党）

安野　裕子 市議会議員（緑の風）

石川　信雄 小田原市自治会総連合会長

上野代　政範 小田原市ＰＴＡ連絡協議会会長

金井　俊典 小田原箱根商工会議所小田原青年部会長

菅沼　敏文 神奈川県西湘地域県政総合センター所長

玉野　雅夫 小田原・足柄地域連合議長

出石　稔 関東学院大学法学部教授

白井　貴子 ミュージシャン・かながわ環境大使・小田原ふるさと大使

杉原　素子 国際医療福祉大学副学長・小田原保健医療学部長

杉本　洋文 東海大学工学部建築学科教授

関　幸子 NPO法人地域産業おこしに燃える人の会理事長

竹村　忠孝 関東学院大学法学部非常勤講師

名和田　是彦 法政大学法学部教授

吉田　眞理 小田原女子短期大学保育学科教授

市議会議員

地方行政機関及び
公共的団体の職員

学識経験者
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総計審第１号 
平成 28 年 12 月 22 日 

 
小田原市長 加 藤 憲 一 様 

 
小田原市総合計画審議会 

会 長 俵 鋼太郎 
 

第５次小田原市総合計画後期基本計画案について（答申） 
平成 28 年 10 月 3 日付け企第 70 号で諮問のあった第５次小田原市総合計画後期基本

計画案について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおり答申します。 
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答 申 

 

 

 第５次小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」に基づき、平成２３

年度から、基本構想に掲げる将来都市像「市民の力で未来を拓く希望のま

ち」の実現に向けた取組を進めてきているが、この間、社会経済情勢の変

化や、人口減少及び少子高齢化が進展し、様々な分野の課題や市民生活に

影響をもたらしている。こうした状況は、わが国を挙げての地方創生の取

組にもつながっており、長期的な視点に立って、地域資源を最大限に生か

し、多様な主体が連携することで、人口減少及び少子高齢化に伴う諸課題

への対応を図っていくこと、そして、幸せな暮らしを実現していくことが

求められており、その役割が総合計画に課せられている。 

 幸いにも小田原市は、森里川海が全て揃うオールインワンの都市である。

この他都市に類を見ない地域資源が基となり、産業をはじめ暮らし全般を

支えていることをまちづくりの基点として捉え、社会経済情勢の変化に的

確に対応しながら、市民のいのちを守り、将来を見据えて安全安心に暮ら

していける小田原を実現していくことが重要であり、そのことを総合計画

の中で明確に示していく必要がある。 

今後、計画に位置づけた内容を着実に推進していく必要があるが、その

推進にあたっては、厳しい財政状況も踏まえ、戦略的な歳出抑制の方策に

ついてもあわせて考えていかなければならない。そして、財政状況等につ

いて市民と共有し、計画の実現と財政健全化の両立を図りながら、持続可

能な地域社会を形成していくことを望む。 

このような基本的な考え方から、本答申では、後期基本計画案の内容に

ついて、次項のとおり大きな方針について意見を述べるものとする。  

答申は、前半で総括的な判断を述べ、後半では個別施策に対する意見集

約を図るという構成としており、全体としては、諮問された第５次小田原

市総合計画後期基本計画案の方向で概ね妥当であると判断する。 
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後期基本計画全般について 

後期基本計画は、計画期間を平成３４年度までとする基本構想の見直し

は行わずに、その実現に向けて、前期基本計画の見直しを行うものとされ

ているが、現在動いている地方創生や東京オリンピック・パラリンピック

などの時代のトレンドを的確に捉え、具体的な施策展開を明示していく必

要がある。 

これまでの市政運営において、基本構想に掲げる将来都市像「市民の力

で未来を拓く希望のまち」の実現に向け、市民の力・地域の力を核とした、

防災・防犯、環境、まちづくり、子育て支援や高齢者サポートなど多様な

分野での協働の取組や、地域コミュニティによる課題解決の取組を重点的

に進めてきた。 

こうした多種多様な取組については、今回の計画見直しの機を捉え、同

じような趣旨の取組、担い手の重複、縦割り行政の対応等について整理し、

分かりやすく市民に示していく必要がある。また、今後の財政状況も踏ま

え、企業等民間の力を活用して一緒に課題解決に取り組むことや、市の外

からの応援も取り入れていく視点を持つことを全体として打ち出してい

く必要がある。これらにより、市民の力・地域の力を核とした取組がより

一層充実することを望む。 

加えて、社会が複雑になり、価値観が多様化するなかで、政策や施策毎

に取組を進めていくだけでは解決が難しい問題が顕在化している現状を

捉え、政策・施策間の連携をより積極的に図っていくことが望まれる。計

画の表現においてもその連携について分かりやすく表現されたい。  

 後期基本計画においては、新たに施策毎に指標を設定し進捗管理を図る

こととしているが、その指標が成果指標なのか活動指標なのか明確になっ

ていない。新たな指標を開発することは難しい面もあるが、施策展開によ

る市民の実感の部分をしっかりと把握することも含め、計画を着実に推進

していく観点から、各指標については引き続き検討することが必要となる。 

 

第 1 章 重点テーマと取組の方向性 

４つのまちづくりの目標と重点テーマの関係性など、全体的に分かりや

すい表現に努められたい。重点テーマを分かりやすく示すには、なぜこの
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テーマを重点としたのかを表現すると良いのではないか。 

特に、「課題山積の時代を担う人づくり」は問題解決能力や問題を発見

できるような能力をもった人材育成を進めることが分かるような表題や、

内容のイメージが分かるような表現の方が受け入れやすいのではないか。  

また、人材育成については、学んだことを活かしてまちづくりを進める

方向性が重要であるとともに、人と人がつながることや、どう関係性をつ

くっていくかということを重視して取組を進めていってほしい。 

「「分かち合いの社会」の創造」については、誰がこの社会を目指すの

かといったことや、このテーマがなぜ必要なのかといった背景等を含めて、

もう少し分かりやすい記述が必要と考える。 

 なお、災害への対処は小田原市にとって重要な課題であり、市民の関心

も高い事項なので、防災について重点テーマの中で取り上げることが望ま

しい。 

 

第２章 施策の展開 

（１）いのちを大切にする小田原 

 ①福祉・医療 

 ケアタウン構想を一層推進していくためには、地域に対して色々な施策

をばらばらに投げかけるのではなく、地域コミュニティ組織が中軸となっ

て取り組めるよう、行政が各施策を連携させていく必要がある。また、地

域福祉の活動において、施策が違っても同じ担い手が関わることも多く、

住民が関わりやすくするための体制や行政組織の見直しが求められる。あ

わせて、高齢者や障がい者の就労支援などの視点も重要である。少子高齢

化から生じる様々な課題を、後期基本計画の中で解決していくという方向

性を示してほしい。 

 

 ②暮らしと防災・防犯 

 福祉避難所の整備や、防災教育、安心安全情報の提供などにも力を入れ

ていくべきだと考える。 
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 ③子育て・教育 

 妊娠期から学校教育を終えるまで、相談体制に切れ目のない一貫した支

援を行ってほしい。それにより、小田原で安心して子育てができるという

ことにつながってくると考える。スクールコミュニティとコミュニティ・

スクールについても、市民に分かりやすく、取り組みやすい整理が必要で

ある。また、教育施設の活用を含め、学校が地域に開かれていく施策の推

進が重要である。 

 

（２）希望と活力あふれる小田原 

 ①地域経済 

 幸せな暮らしを考えていくうえで、ワーク・ライフ・バランスの視点は

重要になる。企業への啓発を含め、積極的に取り組んでいってほしい。ま

た、小田原には様々な観光資源があるが、関係者間で横の連携を図り、総

合力として観光客を入れ込む仕掛けづくりをはじめ、シティプロモーショ

ンやメディア戦略など情報発信にも力を入れ、より多くのファンを増やし

ていくことが必要である。加えて、農業経営者と一般市民のつながりの強

化や ICT の活用等により、農林業、水産業の担い手不足の解消や質の改革

を図られたい。 

 

 ②歴史・文化 

 歴史資産についても観光の資源としてしっかり活用できる形を検討さ

れたい。また、地域交流を生み出すのは福祉やまちづくりだけの役割だけ

ではなく、文化の役割でもある。地域交流を促すような文化施設の働きを

期待する。また、後期基本計画の期間中に行われるラグビーワールドカッ

プやオリンピック・パラリンピックなどの機会を捉えて施策を推進するこ

とを明記されたい。 

 

（３）豊かな生活基盤のある小田原 

 ①自然環境 

 環境都市・小田原のブランドについて、何を目指しているのか分かりづ

らい。もう少し具体的なイメージが伝わるような形で記述した方が良いの
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ではないか。また、廃棄物の減量化については事業者の果たす役割が大き

いと考える。基本方針を達成するための道筋が分かる計画であってほしい。 

 

 ②都市基盤 

 少子高齢化あるいは人口減少に対する備えの姿勢が感じられない。もう

少し踏み込んだ表現があっても良いのではないか。また、集約型の都市形

成については、施策の基本方針での表現や地域交通の充実との関連も含め

て打ち出されるべきと考える。 

 

（４）市民が主役の小田原 

 ①市民自治・地域経営 

 「市民」の概念について、一般的には自然人である市民と法人の両方が

含まれているかと思うが、市民活動の促進において、民間企業にも担い手

として地域で役割を果たしていただくこともあってしかるべきだと考え

る。そのような考えも盛り込んでもらいたい。また、市民との協働の推進

に関して、「対等」という言葉は非常に重要である。そのためには、お互

いが「尊重する」「立場の違いを理解したうえで協力する」ということが

必要であり、それが本来の協働ではないかと考える。 

 地方分権については、ただ権限や機能を強化するのではなく、それをし

っかり活用していくことが重要である。それを踏まえて、自ら考える職員

の育成につなげてほしい。 

また、近隣の地域、市町、県との連携が広域行政として位置づけられて

いるが、大規模災害を考えた場合、近隣に限らず他の関係ある自治体との

協力や支援体制も重要になることから、そのような視点も盛り込むべきと

考える。 

 

■個別施策に対する意見 

 答申には、個別施策に対する１１４の意見を付している。 
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No 該当箇所 委員意見

1 全体

全体として、時代性をもう少し反映した内容にする、民間の力を活
用して一緒に取組む内容を記載するなど、内容を充実していった
らどうか。

2 全体

企業、NPO、各種団体との協働について、もう少し全体で打ち出し
た方が良いのではないか。例えば「33 情報共有の推進」では、
ビッグデータの提供などが創業支援につながることもあるので、そ
ういうことがこれからは非常に重要だと思う。

3 全体
共同の指標を設ける、あるいは他のページにある関連する施策を
示すなどの項目を跨いだ工夫が必要なのではないか。

4 全体 施策の指標
活動指標を設定しようとしているのか、成果指標を設定しようとし
ているのか明確になっていない。もう少し整理していただきたい。

5 全体 施策の指標

例えば、男女共同参画社会の実現や安全安心の地域づくりは、
「市民がどう感じているか」ということが重要である。指標も、でき
れば市民意識調査等において、市民が実際にどう感じているのか
というところを拾い上げ、その割合をどの程度まで引き上げること
を目指すのかといった設定の仕方が望ましいのではないか。

6 全体 施策の指標

例えば「7 共生社会の実現」のところに詳細施策が4つあり、想定
事業が並んでいる中で指標の「1審議会などへの女性参画率」「2
多言語対応している市発行印刷物数」が挙げられているが、なぜ
この2つがここに出てきているのか。他の全ての施策についてよく
わからない。

7 全体 施策の指標

相談の仕組みをつくる、情報を提供するなどの取組があるが、相
談に来れない人たちへのアウトリーチをどう考えていくかの方が大
事ではないか。指標が、「就労ができた」「進学した」というポイント
ではなく、「相談件数が増えた」という方が大事ではないかと思って
いる。

8 序論 計画の基礎条件 (3)財政状況

歳出をしっかりと抑制していくということがあまり見えてこない。戦
略的に抑制していくことを考えないといけないのではないか。色々
なところと連携しながら財政の面でも健全化を図っていくところが、
若干弱いのでは。そういう視点を市民と共有していくべきではない
か。

9 重点テーマ
4つのまちづくりの目標に合わせて、9つの重点テーマを分けて標
記した方が見やすいのではないか。

10 重点テーマ

市民が求める施策を重点テーマに掲げていくべきではないかと思
い、防災の視点を入れるのは同感である。重点テーマとして取り
上げるべきではないか。

11 重点テーマ

重点テーマを分かりやすく表す際に、「なぜこれを重点テーマとし
たのか」を表現すると良いのではないか。また、重点テーマと方向
性と言いながら、なんとなく全方位的に見える。どれが重点で、ど
れが重点でないかが分かりづらい。

12 重点テーマ
(1)豊かな自然や環
境の保全・充実

参考資料

「環境活動の経済性を伴った仕組みづくり」とあるが、環境関係の
活動は必ずしも採算性が合わない場合もあり、経済性を追求して
いたのでは十分な環境保全につながらないこともある。経済性を
伴う仕組みを充実していく必要性はあると思うが、それだけでな
い、自発的なボランタリーな活動や、その活動を支える仕組みづく
りも必要なので、その部分が落ちてしまわないような表現の工夫
が必要ではないか。

13 重点テーマ
(2)課題山積の時代
を担う人づくり

表題が、「課題山積の今を若者たち、子どもたちに託す」ととられ
かねない。問題解決能力や、問題を発見できる能力が、若者に
とっても大事で、教育の現場でもそういったところを育てているの
で、そのような表現に変えた方が受け入れられやすいのではない
か。

14 重点テーマ
(2)課題山積の時代
を担う人づくり

学校教育、特に子どもに対しての様々な機会の提供が必要だと思
うが、教育現場まで踏み込んで、全体の体系化を図ろうとしている
のか。どのあたりを視野に入れてようとしてるのか分からないの
で、そのイメージがクリアになるような表現の工夫が必要ではない
か。

個別施策に対する意見
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No 該当箇所 委員意見

15 重点テーマ
(2)課題山積の時代
を担う人づくり

学んだことを生かして地域を作っていくという中で、生涯学習政策
が大きく転換しているという印象を受けた。人材を育成するという
方向としては正しいし、色々な自治体で成功が生まれてきている
ので頑張ってほしい。

16 重点テーマ

(2)課題山積の時代
を担う人づくり
(3)地域コミュニティモ
デルの進化
(4)いのちを育て・守
り・支える

地域コミュニティ、地域包括ケア、人づくりなどは、つながりづくりと
いうのが重要な政策群である。まだ仲間でない人と、どこかで出
会ってつながりをつくるという難しいことが求められている。つなが
りづくりという視点で、まだ見知らぬ人、孤立している人と、どう関
係性を作っていくかといった政策的な方向性を重視してほしい。

17 重点テーマ

(3)地域コミュニティモ
デルの進化
(4)いのちを育て・守
り・支える

地域コミュニティと、地域包括ケア、ケアタウンは非常に関連して
いる。地域政策課と、地域福祉等を担う課で、横の連携を持って
一体的に進めた方が良いのではないか。

18 重点テーマ
(4)いのちを育て・守
り・支える

「妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援」とある
が、教育分野が入っていない。教育から18歳、福祉のところまで含
めた支援体制が必要ではないか。

19 重点テーマ
(4)いのちを育て・守
り・支える

セーフティネットの充実も主な取組に含める必要があるのではない
か。

20 重点テーマ
(4)いのちを育て・守
り・支える

災害への対処などをこの中に含めなくて良いのか。

21 重点テーマ
(5)「分かち合いの社
会」の創造

参考資料

説明文に主語が無い。誰が取り組むのか明確にしておいた方が
良い。また、行財政改革の取組の施策のどこに関連してくるのか
分かりづらいので、もう少し分かる表現にしておいた方が良い。
「分かち合いの社会」づくりという言葉自体が目新しいので、内容
が分かるような解釈文を入れるなど、加筆すると良くなるのではな
いか。

22 重点テーマ
(6)「観光」による地域
経済活性化

参考資料

定住促進の取組の中で、文末に「ひとの流れを生み出します。」と
あるが、交流人口を増やすイメージに取れてしまい、定住までつな
がらない締めくくりになっている。文末は「その先に定住を目指しま
す。」と入れた方がいいのではないか。

23 重点テーマ
(9)基礎自治体として
のあり方の見極め

定住人口が増えなければ基礎自治体としての条件も成立できなく
なることから、定住促進は、「(9)基礎自治体としてのあり方の見極
め」に含めた方が良いのではないか。

24 基本計画 1 地域福祉の推進 詳細施策

「ケアタウン構想の推進」のように、地域そのものをつくっていく施
策もある。各施策が連携して取り組めるように、市が地域に投げ
かけていかなければならない。地域政策課が所管している地域コ
ミュニティ組織を中軸にして整理していくことが適切ではないか。

25 基本計画 1 地域福祉の推進 詳細施策

地域福祉の推進に関して、想定事業では「交流の場づくり事業」が
あるが、小田原はもともと他自治体に比べて各コミュニティ地区に
拠点を整備するということが弱かった。もう少し、拠点について工
夫をするような方向性が今後望ましいのではないか。

26 基本計画 1 地域福祉の推進 詳細施策

「ケアタウン構想の推進」「地域福祉活動の充実」の双方に係る
が、双方で同じ担い手が携わっている。社会福祉協議会の活動や
民生委員・児童委員の活動などとケアタウンの活動も被っているこ
とがあり、住民が関わりやすい組織のシンプル化が必要ではない
か。

27 基本計画 1 地域福祉の推進 詳細施策
生活保護世帯への支援として、入進学時のランドセルや洋服な
ど、通年の費用ではなく特別費用的な支援を考慮してほしい。

28 基本計画 2 高齢者福祉の充実 現況と課題

現況と課題の「平成37年度には、高齢者人口56,500人」とあるが、
指標の目標年が異なるので、平成34年度で統一した方が良いの
では。

29 基本計画 2 高齢者福祉の充実 詳細施策

「1高齢者がいきいきと活動できる環境づくりの促進」では、高齢者
の生きがい対策ということのみならず、高齢者の就労支援も考え
る必要があるのではないか。

30 基本計画
3 障がい者福祉の充
実

詳細施策
難病患者についての施策を考えた方が良いのではないか。
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No 該当箇所 委員意見

31 基本計画
3 障がい者福祉の充
実

詳細施策
難病を持つ子どもの親の苦労を軽減できるような施策を考えても
良いのではないか。

32 基本計画
3 障がい者福祉の充
実

詳細施策
「4就労と社会参加の促進」で、障がい者の特性を生かした新たな
起業を支援するというような視点も必要ではないか。

33 基本計画 4 健康づくりの推進 詳細施策

スポーツについての言及が出てこない。健康づくりの重要な柱に
なるはずなので、スポーツの記述も入れていただきたい。

34 基本計画
5 地域医療体制の充
実

施策の指標

指標「1休日・夜間急患診療の受信患者」の目標値が基準値より
上がっているが、健康であって適切に受診するといううえで、「受信
患者数が増える」というのが目標値になるのはいかがか。

35 基本計画
6 市立病院の機能拡
充と健全経営

詳細施策
「3産科・小児科医療の確保と充実」に児童精神科医も入れてほし
い。

36 基本計画
6 市立病院の機能拡
充と健全経営

詳細施策

「5病院の再整備の推進」に関する指標が無いが、平成34年度に
病院の再整備についてどういう形になるという目標なのか、分かり
やすく書いてほしい。

37 基本計画
6 市立病院の機能拡
充と健全経営

詳細施策
「5病院の再整備の推進」の「再整備」という言葉の意味が分かり
づらいので、分かりやすく示してほしい。

38 基本計画 7 共生社会の実現

「暮らしと防災・防犯」というところに、なぜ「7 共生社会の実現」が
含まれるのか。施策8、9、10は比較的我々の命に関わるような問
題が並んでいるが、共生社会の実現はそれほど緊急度があるよう
に見えない。

39 基本計画 7 共生社会の実現 施策の指標
「多言語化している市発行印刷物数」が指標となっているが、これ
で正しく測れるのか。

40 基本計画
8 災害に強いまちづ
くり

詳細施策
福祉避難所の整備はどのようになっているのか。計画されている
ようであれば、この中に記していただいた方が良いのではないか。

41 基本計画
8 災害に強いまちづ
くり

詳細施策
「2地域防災力の強化」について、防災教育の充実にも力を入れて
いくべきではないか。

42 基本計画
10 安全・安心の地域
づくり

詳細施策
安全安心メールといった情報の提供に力を入れるべきと考える
が、施策に盛り込まれているか。

43 基本計画
11 子育て環境の充
実

基本方針
基本方針に「国の支援の新メニューも柔軟に活用していく」といっ
た方向性を打ち出しておくべきではないか。

44 基本計画
11 子育て環境の充
実

詳細施策

乳幼児健診から保育園、幼稚園に行くまで、絶え間がない支援体
制をつくってほしい。相談体制に切れ目のない一貫したケアの仕
組みを、「11 子育て環境の充実」「12 青少年育成の推進」「13 学
校教育の充実」の分野で連携してつくってほしい。学校での支援と
学童の支援、あるいは保育園から学童への支援の引継ぎも視野
に入れて、子どもの支援を考えてほしい。

45 基本計画
11 子育て環境の充
実

詳細施策
「5発達に課題がある子どもへの支援」で、保育所においても保育
士の加配に取組んでいくべきではないか。

46 基本計画
12 青少年育成の推
進

詳細施策

スクールコミュニティとコミュニティ・スクールについて、対象となる
のは「子どもの育ち」である。学校という一つのエリアの中での関
わり方として、共通点も多々ある。市民に分かりやすい、取り組み
やすい整理をしなければいけない。方針として、スクールコミュニ
ティはずっと後期基本計画の期間中やりきるのか。

47 基本計画 13 学校教育の充実 詳細施策
学校自身が地域に開いていく、出ていくということも含んだ表現と
して、施策を推進していくことが重要ではないか。

48 基本計画 13 学校教育の充実 詳細施策

学校教育の充実は、専門家との支援・連携や、第3者の目を入れ
ていくことが大事ではないか。心理専門職の活用を考え、常勤に
近い心理専門職が地域にも出ていき、母親や先生の支援もして、
また学校につなぐというような仕組みができればと考える。できれ
ば保健センター、健康づくり課、障がい福祉課、教育関係にも専門
職を置いていただき、常勤で連携をとってもらいたい。
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No 該当箇所 委員意見

49 基本計画 13 学校教育の充実 詳細施策

「12 青少年育成の推進」の中でのスクールコミュニティの形成と、
「13 学校教育の充実」の中でコミュニティ・スクールを推進していく
というところで、共通しているものと役割が違うところがある。この
あたりの整理が後期基本計画では必要ではないか。

50 基本計画 13 学校教育の充実 詳細施策

「5安全・安心で快適な教育環境の整備」について、「新たな教育
ニーズへの対応が求められる施設の整備と充実に努めます。」と
いう文言はどのようなことを指しているのか理解しにくい。もうすこ
しわかりやすい表現にした方が良いのではないか。

51 基本計画 13 学校教育の充実 詳細施策
施設の複合的な活用を国が打ち出しつつある中、教育施設の新
たな活用も考えていかなければいけないのではないか。

52 基本計画 13 学校教育の充実 施策の指標

指標「1国語や算数・数学の授業がわからないと感じている児童生
徒の割合」について、目標値が10％あるいは11％とされているが、
この10％、11％の子どもに対して「こういうケアを考えている」と記
述してほしい。

53 基本計画
14 産業振興と就労
環境の整備

詳細施策

ワーク・ライフ・バランスの視点を、もっと市内の企業の方たちに啓
発していくことが大切である。詳細施策の「①働きやすい環境づく
り」にその視点を盛り込むべきではないか。男女の働き方につい
て、どこかの部署が責任をもって進めていかなければならないの
ではないか。

54 基本計画
14 産業振興と就労
環境の整備

施策の指標

指標「①「創業支援事業計画」に伴う市内での創業件数」、「②市
内企業拡大再投資件数および市外からの新規立地件数」につい
て、増えていくところを捉えることは大切だが、減っていく数字も捉
えて、そのプラスマイナスで指標を作った方が現実的なのではな
いか。

55 基本計画 16 商業の振興 施策の指標

指標②にある「商店街活性化アドバイザー」について、どのような
仕組みなのか。また、良い効果を上げているようであれば、今後も
力を入れてほしい。

56 基本計画
17 観光まちづくりの
推進

詳細施策

水産業など、色々な観光資源があるが、各種イベントなどの横の
連携を図り、総合力として観光客を入れ込むなどの仕掛けづくりが
必要なのではないか。

57 基本計画
17 観光まちづくりの
推進

詳細施策

バリアフリーの環境の整備や、多言語表示についての考えは？ま
ち歩きアプリケーションを開発するにしても、障がい福祉課と連携
して障がい者団体の人たちの意見を聴かないと、使い勝手が悪い
ものになってしまわないか。バリアフリーの観点も忘れずにやって
いただきたい。

58 基本計画 18 農林業の振興 詳細施策

農業経営者と一般市民のつながりを強化するための取組につい
て、どのように考えているか。継続的に関われる取り組みについて
も検討いただきたい。

59 基本計画 18 農林業の振興 施策の指標

施策が5本あり、特に詳細施策①は多岐にわたる要素が盛り込ま
れているが、施策の指標は2つしか設定されていない。この2つの
指標で施策の進捗状況が把握できるものなのか。もう少しブレイク
ダウンした指標の設定が必要ではないか。例えば③安全・安心な
農作物の安定供給で言えば、学校給食での地場産農産物の提供
割合など、個別計画で位置付けられている数値があるはずなの
で、施策全体の状況が分かるように落とし込んでもらいたい。

60 基本計画 18 農林業の振興 詳細施策
「小田原いちばやさい」について、小田原という地域のブランド力
の向上を考えると、市場にとらわれない方が良いのではないか。

61 基本計画 19 水産業の振興 詳細施策

他市でのサンマ食べ放題のイベントのように、今年はカマスの食
べ放題、あるいはアジの食べ放題など、そのようなPRも良いので
はないか。

62 基本計画
18 農林業の振興
19 水産業の振興

詳細施策
農業、水産業の担い手不足や質の改革のため、ＩＣＴを活用した質
の改革や企業、大学との連携が必要ではないか。

63 基本計画
20 歴史資産の保存
と活用

詳細施策

実際のところ、城址公園の利用や観光と、歴史資産の保存という
ところがバッティングするような感覚がある。歴史資産として整備、
管理するのであれば、観光の資源としてしっかり活用できるような
形を考えてほしい。観光と保存活用のところについては、しっかり
と連携をとって考えた計画にしてほしい。
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64 基本計画
20 歴史資産の保存
と活用

詳細施策

詳細施策「③博物館構想の推進」の内容について、詳細な説明を
聞きたい。ハコモノをどこかに建てるということなのか、フィールド
ミュージアムを推進していくのか。後期基本計画の計画期間の中
で、どこまでを着地点として考えているということが分かるような表
現をしておくべきではないか。

65 基本計画 21 文化・芸術の振興 詳細施策

由緒ある建築物の保存・活用など、どの建築物がどちらの所管な
のかというところをしっかり整理して進めてほしい。連携して進める
のは非常に良いが、どちらの所管かはっきりしなくて、どちらも手を
出さないということは避けてほしい。

66 基本計画 21 文化・芸術の振興 詳細施策

地域交流を作り出すのは福祉やまちづくりだけの役割だけではな
く、文化の役割でもある。地域コミュニティのためにも、地域交流を
促すような文化施設の働きを期待する。

67 基本計画 21 文化・芸術の振興 施策の指標

アウトリーチの意味するところが全く分からない。中身が見えてこ
ないのだが、誰が誰に対するアウトリーチを行い、そこで何をする
のか。

68 基本計画 22 生涯学習の振興 施策の指標

指標①に「生涯学習講座受講者数」があるが、学んだ成果を生か
す環境づくりが非常に重要なため、必ずしも指標にせよという意見
ではないが、受講が終わった後、実際に活動を始められた方の割
合にも着目してほしい。

69 基本計画 22 生涯学習の振興 詳細施策

「④図書館の機能と役割の充実」について、図書館にパソコンを置
いたり、インターネットを活用できるというような状況を整備すると
いうことも、生涯学習の1つとして非常に有効だと思われる。市で
も、図書館へのパソコンの配置というものを検討してほしい。端末
の数が非常に限られており、もう少し広くなれば検索以外のコン
ピューターの機能として活用できるのではないか。

70 基本計画 22 生涯学習の振興 詳細施策

市民活動が活発になってくると活動の場の提供が必要になってく
るが、そのあたりの考えを聴きたい。市民が活動するときに施設が
不足しており、予約がなかなか取れない。例えば学校の空き教室
や図書館、保健センターなど、規制緩和をしなければ使えない状
況だが、今後の課題として取り組むべきではないか。

71 基本計画

20 歴史資産の保存
と活用
21 文化・芸術の振興
22 生涯学習の振興

詳細施策

博物館、芸術文化創造拠点、図書館といった施設の整備に関する
ことが、別々の施策で記載されているが、今後実際の整備にあ
たって施設の合築・複合化というのは考えられないのか。もし考え
られるとしたら、それを明記した方が良いのではないか。

72 基本計画
23 生涯スポーツの
振興

詳細施策

現況と課題のところではオリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップといったことが書かれているのだが、詳細施策にな
るとそのあたりが消えてしまっている。例えば、パラリンピックのた
めにどういうことを準備していくのかなど、あまり見えてこない。ま
ちづくりのせっかくの機会なので、観光的な部分だとか、重点的、
象徴的なところが詳細施策の中に出てくると良いのではないか。

73 基本計画
23 生涯スポーツの
振興

詳細施策

ツーデーマーチは非常に象徴的な事業で素晴らしいが、鉄道各社
などは「駅からウォーキング」などで多くの参加者を集めているの
で、連携して取り組んでいったらどうか。

74 基本計画
23 生涯スポーツの
振興

施策の指標
「ツーデーマーチ」の中身が分からないので説明いただきたい。

75 基本計画
24 環境再生・保全活
動の推進

詳細施策

「森里川海オールインワン」という概念について、後期基本計画の
特徴として前面に打ち出し、16ページの基本理念に入れたらどう
か。

76 基本計画
24 環境再生・保全活
動の推進

詳細施策

詳細施策③「環境学習・環境配慮行動の推進」中、小田原市独自
の環境認証基準の詳細が分からないので伺いたい。58ページの
表現だと、厳格な認証制度が作られるような印象を受けてしまう
が、すでに行われている環境保全に資する取り組みを市としてゆ
るやかに支援していくのであれば、それが正確に伝わるような工
夫が必要ではないか。合わせて、例えば認証制度ができた場合、
認証件数が市民活動の進捗を図れる指標になり得るのではない
か。
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77 基本計画
24 環境再生・保全活
動の推進

詳細施策

通常、ブランドと言うと地域の活性化を目指したものになるが、詳
細施策①にある「環境先進都市・小田原のブランド」について、目
指しているものは何があたるのか。「ブランドを確立します」と言っ
ているが、もう少し具体的なイメージが出るような形で記述した方
がよいのではないか。

78 基本計画
24 環境再生・保全活
動の推進

施策の指標

「市民の主体的な」という観点からいうと、指標②は公共施設への
再生可能エネルギーよりも市民に関する指標の方がよいのではな
いか。

79 基本計画
25 廃棄物の減量化・
資源化の推進

基本方針

これからは事業者の果たす役割が大きいと考えているが、行政は
事業者の役割をどう考えているのか。こういう基本方針を達成して
いくために、どのような施策を行うのかという施策展開の道筋が分
かるような計画であってほしい。

80 基本計画
25 廃棄物の減量化・
資源化の推進

施策の指標

現況と課題に「1人1日当たりのごみ排出量は、全国平均よりも多
い状況が続いている」という現状認識があるが、最終的に1人あた
りのごみ排出量はどうなったかの指標が無い。「1人あたりのごみ
排出量」の指標をここに載せていただきたい。

81 基本計画
27 自然環境の保全
と再生

施策の指標
「自然環境の保全と再生」ということで言えば、「木材流通量」より
もふさわしい指標が検討できるのではないか。

82 基本計画
27 自然環境の保全
と再生

施策の指標

詳細施策の中で里山の再生が謳われているが、想定事業の方で
は具体的なものが見えない。そういう施策があるのであれば、指
標②のところで植林をした本数や面積などで表現をすると、里山
の再生について目標が立てやすいのではないか。

83 基本計画
28 快適で魅力ある
生活空間づくり

この施策は、非常に多岐にわたる項目が盛り込まれていて、都市
構造の話も空間スケールの違うものが含まれている。項目を分け
ることはできるのか。また、これだけ書かれていながら指標が一つ
ということも気になるところである。49ページにある「小田原城天守
閣入場者数」など、共同の指標でも構わないので設定した方が良
いのではないか。

84 基本計画
28 快適で魅力ある
生活空間づくり

基本方針
集約型の都市形成について、基本方針のところも含めて打ち出さ
れるべきではないか。

85 基本計画
28 快適で魅力ある
生活空間づくり

詳細施策

少子高齢化あるいは人口減少に対する想いのようなものが感じら
れない。もうちょっと踏み込んだ表現があっても良いのではない
か。

86 基本計画
28 快適で魅力ある
生活空間づくり

詳細施策
生産緑地の期限が2020年に迫っているが、それへの対応を検討
するということを記載しておいた方が良いのではないか。

87 基本計画
28 快適で魅力ある
生活空間づくり

施策の指標

詳細施策④「快適に暮らせる住環境の形成」があるが、指標の中
に空家をどれだけ活用したかを設定できないか。あるいは、それ
ができないとしてもP40「10 安全・安心の地域づくり」にある指標③
「空家率」を再掲したらどうか。

88 基本計画
29 安全で円滑な地
域交通の充実

詳細施策

前の施策では集約型都市構造について書かれているが、施策29
ではそれに触れられていない。「都市構造にどう影響するかという
観点から見直す」ということを入れていただきたい。また、交通であ
るともう少し指標が設定できる気がする。渋滞率や渋滞解消率な
ど、そういった数字があるとここに書いてあることが計れるのでは
ないか。

89 基本計画
29 安全で円滑な地
域交通の充実

詳細施策
バスの減便の問題や新たな交通手段の施策について、後期基本
計画では取り組んでいくべきではないか。

90 基本計画
30 安定した水供給と
適正な下水処理

施策の指標

災害上、水の問題は非常に重要な問題だと思う。例えば、38ペー
ジ「8 災害に強いまちづくり」にも「管路の耐震化率（水道）」を入れ
るなど、他の項目と連携した指標設定でも良いのではないか。ま
た、指標③「料金回収率（水道）」の目標値が100％を超えているの
はなぜか。

91 基本計画
30 安定した水供給と
適正な下水処理

施策の指標
指標①「管路の耐震化率（水道）」について、もう少し高い目標値を
設定した方が良いのではないか。
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92 基本計画
30 安定した水供給と
適正な下水処理

施策の指標

指標②「下水道人口普及率」があるが、下水道以外の地中型排水
や合併処理浄化槽といった手法も含めて表現すると、適正な下水
処理という趣旨に適うのではないか。下水道だけで表現するので
あれば、下水道区域内の普及率、処理人口とした方が正確なので
はないか。

93 基本計画
31 協働による地域
経営

目指す姿

市民と行政は違った立場であり、「対等な立場で」というのは素朴
な疑問を感じる。なぜこの言葉を入れたのか。また、現状どのよう
に思っているのか。この言葉が入っていること自体が不自然な感
じで、市はどう考えているんだろうと疑問が出てきてしまうのではな
いか。

94 基本計画
31 協働による地域
経営
32 市民活動の促進

目指す姿

協働の推進において、本当に相互の信頼関係を築いていくために
は、いったんそういう立場を横に置いて話し合っていかなければな
らない。そういった場合に「対等」というのが謳われていると、行政
側も自己抑制するし、市民の側も自信を持って話をするという関係
が築かれる。この「対等」という言葉は現時点で非常に重要だと思
う。

95 基本計画
31 協働による地域
経営

現況と課題

「地域コミュニティ」という言葉が分かりづらい。「自治会」という言
葉との違いが分からない。市民の方に、「地域コミュニティで仕事
をしているんだぞ」という気概を持っていただけるような、意味のあ
る積極的な言葉であってほしい。

96 基本計画
31 協働による地域
経営
32 市民活動の促進

詳細施策

「市民」の概念について、一般的には自然人である市民と法人の
両方が含まれていると思うが、「32 市民活動の促進」の詳細施策
②「協働事業の実施」の中では、事業者と企業にも担い手として地
域で役割を果たしていただくこともあってしかるべきだと考える。そ
ういった考えも盛り込んでいただきたい。「市民活動団体」だけで
は、企業や事業者が読み取れない。

97 基本計画
31 協働による地域
経営

詳細施策
地域コミュニティ組織の拠点について、多様な形で活動拠点を確
保していくということで、ぜひ頑張っていただきたい。

98 基本計画
31 協働による地域
経営

詳細施策

地域別計画の中の取組が所管にまたがっているので、窓口の一
本化ということも必要なのではないか。

99 基本計画
31 協働による地域
経営

施策の指標
指標②「地域コミュニティ組織参加者数」について、目標値が1,500
人というのはかなり意欲的な数字だと思う。ぜひ頑張ってほしい。

100 基本計画
31 協働による地域
経営

施策の指標

指標③「自治会加入世帯数」について、自治会の本質的な数字は
加入率となるが、加入率が目に見えて上がったという実践結果は
全国的に無い。そうした中では、「仲間が増えた」ことで自治会活
動の輪を広げていくことが大事だと考えている。そういう意味で
は、加入世帯数を大事にしていくという態度は適切だと考える。小
田原市の実情を勘案して、きちんとした数字にしていただきたい。

101 基本計画 32 市民活動の促進 詳細施策

横浜市や川崎市では、少しずつ民間の中間支援組織が育つと
いった経過を辿っている。組織を育成していくという視点をぜひ
持ってもらいたい。

102 基本計画 33 情報共有の推進 施策名

「情報共有の推進」という施策名について、「共有」というと若干内
向きな印象を持つ。地域外への発信も含んでいるので、「情報の
発信と共有の推進」などの方が良いのではないか。

103 基本計画 33 情報共有の推進 詳細施策

詳細施策①の、データを積極的に提供していくことは大変結構で、
最近オープンデータという言葉もあるのでぜひ進めていただきた
い。ただ、庁内外のスキルアップが必要になると思うので、施策と
してITの推進を打ち出しても良いのではないか。

104 基本計画 33 情報共有の推進 詳細施策

施策の指標①には「フェイスブックの『いいね！』数」とありながら
詳細施策①には「ホームページ」としかない。ITを含めたメディア戦
略という考え方が弱いと思われるが、どのように認識されている
か。「メディア戦略的な部分に力を入れていきます」という部分が見
えてこないのではないかと思う。

105 基本計画 33 情報共有の推進 施策の指標

フェイスブックのようなサービスは、5年経つと古めかしくなってしま
う。ホームページは無くならないと思うので、指標②の方が重要度
は高いのではないか。順番を入れ替えていたらどうか。
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106 基本計画 33 情報共有の推進 施策の指標

施策の指標②「ホームページアクセス数」は、場合によっては必要
な情報にすぐたどり着かないため、アクセス数が増えている場合
がある。単純に増えればいいものではないということは、ぜひ念頭
に置いてほしい。

107 基本計画
34 自立した行財政
運営の推進

基本方針

基本方針の「より効果的かつ効率的な行財政運営」という言葉が
あるが、これを実現していく上で、民間活力をどのように導入する
のかという視点が読み取れない。そのような趣旨も盛り込んでい
ただきたい。

108 基本計画
34 自立した行財政
運営の推進

詳細施策

詳細施策③「規律ある財政運営」の償還元金以内で決められてい
る投資的経費の部分の考えについて、なぜそのように具体的に決
めてしまうのか。歳入を増やしていくための投資的経費、「投資に
力を入れていきます」という姿勢が見えない。

109 基本計画
34 自立した行財政
運営の推進

詳細施策
国から、公会計処理の方法を複式簿記の形にするよう求められて
いるのではないかと思う。計画の方に記載した方が良いのではな
いか。

110 基本計画
34 自立した行財政
運営の推進

詳細施策

複式簿記の関係について、公会計や財政の状況を市民に示すの
は大事なことだと思われる。そういった取組については今後も継続
して、工夫をしながら進めてほしい。

111 基本計画
35 自ら考えて行動
する職員の育成

施策の指標

「新採用職員の人事評価の評点」と「職員研修参加者アンケート結
果」は、内部で評価された結果だと思われるが、外部から見て職
員がどう見えるかということが指標になる必要があるのではない
か。

112 基本計画
35 自ら考えて行動
する職員の育成

施策の指標

人事評価について、外部評価をする、しないということは十分に説
明責任を果たすという観点からしてもかなりコストがかかる。事務
局の回答でも、それは一つの見識なのではないかと思う。

113 基本計画
35 自ら考えて行動
する職員の育成

施策の指標

このようなものを指標において、それがどう動くかをしっかり見るの
は、それとして意味はある。ただ、数字が独り歩きすることは往々
にしてあるので、数字が上がった、下がったで一喜一憂するので
はなく、中身をよく見るための指標として扱っていただきたい。

114 基本計画 36 広域行政の推進 施策の指標

近隣の地域、市町、県といったところの連携が広域行政として括ら
れているが、大規模災害を考えた場合、遠距離の自治体との協
力・支援体制も重要なので、遠距離自治体との要素を入れられな
いか。
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小田原市総合計画審議会会議日程 

 開催日時 内容 

第１回 
8 月 1 日(月)  

10:40～12:00  
委員委嘱、会長・副会長選出、審議会日程調整 

第２回 
8 月 30 日(火) 

13:30～15:30  

序論（計画の基礎条件、計画の視座）、 

前期基本計画の振り返りの説明 

第３回 
10 月 3 日(月) 

18:00～20:00  

基本計画案諮問 

基本計画案説明・審議【いのちを大切にする小田原】 

第４回 
10 月 13 日(木) 

10:00～12:00  
基本計画案説明・審議【希望と活力あふれる小田原】 

第５回 
10 月 24 日(月) 

10:00～12:00  
基本計画案説明・審議【豊かな生活基盤のある小田原】 

第６回 
10 月 27 日(木) 

10:00～12:00  
基本計画案説明・審議【市民が主役の小田原】 

第７回 
11 月 7 日(月) 

13:30～15:30  
基本計画案説明・審議【重点テーマと取組の方向性】 

第８回 
11 月 16 日(水) 

18:00～20:00  
基本計画案総括審議 

第９回 
11 月 28 日(月) 

13:30～15:30  
答申について協議 

 12 月 22 日(木) 答申 
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小田原市総合計画審議会委員名簿 

（敬称略 区分別 50音順） 

区分 氏名 所属団体等 

市議会議員 

浅野
あ さ の

 彰
しょう

太
た

 市議会議員（誠風） 

神永
かみなが

 四郎
し ろ う

 市議会議員（創政会） 

川崎
かわさき

 雅一
まさかず

 市議会議員（政和） 

小松
こ ま つ

 久
ひさ

信
のぶ

 市議会議員（公明党） 

俵
たわら

 鋼
こう

太郎
た ろ う

 市議会議員（新生クラブ） 

安野
や す の

 裕子
ゆ う こ

 市議会議員（志民の会） 

吉田
よ し だ

 福
ふく

治
じ

 市議会議員（日本共産党） 

地方行政機関及び

公共的団体の職員 

大川
おおかわ

 良則
よしのり

 小田原市青少年育成推進員協議会会長 

木村
き む ら

 秀昭
ひであき

 小田原市自治会総連合会長 

下川
しもかわ

 光男
み つ お

 小田原・足柄地域連合議長 

鈴木
す ず き

 大介
だいすけ

 小田原箱根商工会議所青年部会長 

星
ほし

﨑
ざき

 雅司
ま さ し

 神奈川県県西地域県政総合センター所長 

学識経験者 

出石
いずいし

 稔
みのる

 関東学院大学副学長 

奥
おく

 真
ま

美
み

 首都大学東京都市教養学部教授 

小倉
お ぐ ら

 直子
な お こ

 小田原短期大学保育学科講師 

高田
た か だ

 寛
ひろ

文
ふみ

 政策研究大学院大学教授 

谷山
たにやま

 牧
まき

 国際医療福祉大学看護学科准教授 

中西
なかにし

 正彦
まさひこ

 横浜市立大学国際総合科学部准教授 

名和田
な わ た

 是彦
よしひこ

 法政大学法学部教授 

湯川
ゆ か わ

 恵子
け い こ

 神奈川大学経営学部准教授 
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