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地域別計画の策定風景自治基本条例の検討委員会

200人の市民が参加したＴＲＹフォーラムの様子

市政の
枠組みづくり

TRY 1

　「新しい小田原」を目指す上で、最初にして最も重要な作業は、市政の

理念や到達目標を明確にするための指針であり計画書である「総合計画」

を作ることでした。「持続可能な市民自治のまち」を目指す基本構想および

基本計画案骨子をもとに、若手職員らが提案してくれた本格的な市民参画

手法を導入し、2年間かけてまとめ上げたのが「第 5次小田原市総合計画『お

だわらTRYプラン』」です。将来都市像を「市民の力で未来を拓く希望のまち」

とし、平成 23年以降の 12年間の指針としました。並行して、「市民力」と

「協働」を 2本柱とする「自治基本条例」を、こちらも市民委員による手作

り作業で創り上げて頂きました。更に、25地区の全く異なる地域性から成る

小田原のまちを踏まえ、連合自治会区ごとに「地域別計画」を策定頂きました。

自治会長さんをはじめ各地区の皆さんにはご苦労をかけましたが、これがその

後の地域コミュニティ発展の土台となりました。



36

5

「つなげよう！森里川海」の活動風景環境志民ネットワークの活動風景

環境再生プロジェクトの作業

　114㎢という市域の中に、森・里・川・海といった全ての自然環境要素を

持っているのが、小田原市の大きな特徴であり可能性です。この、いわば「環

境オールインワン」の利点を生かし、持続可能で魅力的な都市を作っていくべ

く、様々な取り組みを重ねてきました。身近な自然環境に磨きをかけ利活用を

進める「環境再生プロジェクト」、各フィールドの課題解決や自然環境の保全・

育成に取り組む諸団体が連携する「環境（エコ）シティ」の活動、その繋

がりから生まれた「おだわら環境志民ネットワーク」の立ち上げ、更に環境省

が主唱する「つなげよう！森里川海」事業の全国展開と連動し、首都圏の 6

つの大学と一緒に地域の環境課題解決を目指した「寄気（よせぎ）」事業

の実施などを、途切れることなく実施してきました。環境省からはこの間 3名の

優秀な職員を本市に派遣頂き、本市からも環境省に出向を続けるなど、環境

省とも緊密な連携関係が育っています。

TRY 2

環境の
まちづくり
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小田原箱根エネルギーコンソーシアムオスナブルック市と協定締結

辻村山林に拡がるメガソーラー

TRY 3

　東日本大震災での福島第一原発事故で、私たちはエネルギー政策の抜本

的見直しを突き付けられました。市では従前よりクリーンエネルギーの導入可能

性を研究してきましたが、震災後直ちに行動を開始。分散型の安全なエネル

ギーである再生可能エネルギーの地域自給を目指し、官民が連携して様 な々

取り組みを立ち上げてきました。飯田哲也さんと市長との公開トークを皮切りに、

環境省からのモデル事業の受託、官民協働により事業化を目指す協議会の

設置、民間出資による発電会社「ほうとくエネルギー」や販売会社「湘南

電力」の立ち上がり、市ではエネルギー政策推進課を設置し推進条例や基

本計画を順次策定。国内でも先陣を切って取り組んできた小田原の歩みに環

境省も応え、先進地であるドイツ・オスナブルック市との交流が進みました。市

長は「脱原発をめざす首長会議」の代表世話人も務め、令和 2年からは

電気自動車 100台導入による脱炭素交通モデル事業も始まります。

エネルギー
政策
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ありんこホームでの基材生産生きごみクラブの様子

小学校での学習風景

　市の廃棄物処理費用の中でも大きな部分を占める「生ごみ」を減らすとと

もに、資源化して循環ができないか、市民による検討委員会を設置、そこか

ら生まれた提案が「段ボールコンポスト」でした。おがくずなどの基材に生ご

みを混ぜ、菌や微生物の力で分解発酵させ、堆肥にしてしまう仕組みです。

市の全世帯数の 1割（8000世帯）の参加を目標に、その名も「生きごみ

クラブ」として市民有志の推進グループが大活躍。現在までに、5000を超

える世帯が参加しています。基材は、「ありんこホーム」で障害のある皆さん

による手作り。この取り組みを行う家庭では分別意識の徹底によってごみの総

量が大きく減り、実際小田原市の可燃ごみの総量は年々減少、市の歳費の

削減に繋がっています。出来上がった堆肥は、各家庭での花や緑の栽培に

活用され、資源循環と環境美化が実現。小学校などでの環境教育において

も導入されています。

TRY 4

生ごみ堆肥化
（生きごみプロジェクト）
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提案型協働事業の例UMECOまつりの賑わい

応援補助金審査会の様子

TRY 5

　小田原では以前より熱心な市民団体が数多く活動していましたが、「市民

が主役の小田原」という明確な方針のもと、市民活動の支援と育成に力を

注いできました。従前から取り組まれていた市民活動応援補助金の制度充実、

提案型協働事業の拡大、市民活動サポートセンターの設置などを行うととも

に、市政運営の様 な々場面でNPOなど市民活動団体との協働を進めてきま

した。そして、お城通り地区再開発事業の中で「おだわら市民交流センター

UMECO」を開設。オープンから4年が経過する中で、すでに 400近い市

民活動団体が登録、年間を通じて活発に市民の皆さんが利用し知恵や経験

を分かち合う交流拠点としてすっかり定着し、通りからガラス越しに見える賑わ

いの様子はまちに活気をもたらしています。市民力の高さは小田原の誇りです。

専門性の高い市民活動団体と、地域コミュニティとの交流も進めており、市全

体としての問題解決能力の向上に繋がっています。

市民活動
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自然学校での講習風景プレイパークの様子

あれこれ体験 in片浦

TRY 6

　時代と社会の課題が難化・複雑化していく中、将来この国を背負っていく

子どもたちには、郷土おだわらの恵まれた資源の中で、様々な体験を積み、

健やかに逞しく育ってほしい。そんな願いから、豊かな自然環境や人とのつな

がりを生かし、2泊 3日の共同生活を通じて生きる力を高めるための企画「あ

れこれ体験 in片浦」がスタート。旧片浦中学校や片浦小学校のグランドで

のキャンプを拠点に、周辺での様 な々体験メニューを盛り込んだ小田原ならで

はの企画として定着しました。また、提案型協働事業である「プレイパーク」を、

上府中公園や富士見公園などで開催し、地域の皆さんにも協力頂きながら昔

ながらのワイルドな野遊び空間も展開してきました。こうした子どもたちの指導を

担う人材育成講座「おだわら自然楽校」も毎年開校。学んだ皆さんは、子

どもたちの宿泊学習や野外活動の指導者として大いに活躍頂いています。

子どもの
体験や野遊び
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セカンドライフセミナー子どもの学習支援の様子

ミカン畑での作業風景

TRY 7

　人口減少と超高齢化が同時に進むこれからの時代に、いわゆるシニア世代

が健康で元気に活躍いただくことは、地域運営の中できわめて重要なテーマ

です。その際、長年蓄えた経験や知識、ネットワーク、そして郷土愛を発揮

して頂きながら、生産的に歳を重ねて頂く「プロダクティブ・エイジング」に、

市では一貫して取り組んできました。その象徴的存在である、銀行員 OBの

皆さんを中心に結成された「シニアネットワークおだわら＆あしがら（SNOA）」

では、耕作放棄されたミカン園の再生や、子どもたちの学習支援活動などを

中心に多彩な活動を拡げ、現在では 150名を超える会員が元気に活動され

ています。また小田原市老人クラブ連合会では、会の通称を「創友クラブ」

とし、生涯学習や地域活動などにも意欲的に取り組まれています。こうした動

きを踏まえ、小田原市は国の「生涯現役促進地域連携事業」に採択され、

セカンドライフ応援の取り組みを強化しています。

プロダクティブ・
エイジング
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辻村山林での講義全員が参加してのワークショップ

第 1期生の「おだわら学講座」修了式

TRY 8

　持続可能な地域社会を創っていくためには、市民生活や地域づくりにおけ

る様 な々課題解決の実践を官民協働で進めていく必要がありますが、目下最

大の問題は、いずれの実践分野においても、高齢化や人口減少などの中で

「人材」が十分に確保できない、ということ。この解決に向け、小田原市で

は数年間の準備を経て平成 30年度に「おだわら市民学校」を開設。か

つて窮乏を極めながら上杉鷹山公の指導により見事に藩を立て直した米沢藩

で、藩校「興譲館」にて多くの老若男女が学び地域を支えた故事にちなみ、

学ぶ意欲のある誰でもが参加できる2年制の学びの場としてスタート。各分野

で課題解決の実践を担う市民が講師となり、実践現場での実習を重視、学

んだ後は関心のある分野の実践の担い手として活躍頂くことが目標です。名

誉校長には「分かち合いの社会」を提唱されている神野直彦先生がご就任。

すでに 100名を超える皆さんが熱心に学んでいます。

おだわら
市民学校
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多世代が交流する万年地区の夏祭り富水地区のボランティア会による昼食会

まちづくり委員会の様子

　人口減少、超高齢化、少子化、ライフスタイルやコミュニケーションの変質

など、地域の絆がともすれば弱まりがちな現代にあって、安心して住み続け、

子どもが健やかに育ち、お互いさまの気持ちで支え合い、課題解決に力を合

わせることのできる地域コミュニティの存在は、きわめて大切なものです。小田

原では現在２６ある連合自治会エリアを基礎単位と位置づけ、それぞれに「地

域別計画」を策定頂きました。その後、これまで地域内で別々に活動してき

た諸団体（自治会、民児協、地区社協、子ども会、PTA、老人会など）

が一堂に会する「まちづくり委員会」が順次立ち上がり、現在は全地区で運

営されるに至りました。委員会の中には「環境」「防災」「福祉」といった

分科会の設置も進み、課題解決や交流などの活動が活発化しています。市

としても財源確保や地域政策課職員の担当制などで地域を支援するとともに、

今後は各地区の拠点確保に向け調整を進めて行きます。

地域
コミュニティ

TRY 9
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まちなかのフラワーバスケット東成田公園での花壇づくり

酒匂浜公園に花を植える中学生たち

　豊かな自然環境に加え、まちを彩る花や緑の存在は、暮らしに潤いを与え、

住民だけでなく来訪者をも豊かな気持ちにしてくれます。かねてより交流のある

長野県小布施町の「オープンガーデン」の取り組みに学びつつ、小田原で

もフラワーガーデンを拠点にした「花と緑」の栽培とまちなかへの展開を進め

てきました。市民の皆さんがここで育てた花木の苗を街なかに植えるとともに、

近年は中心市街地にハンギングバスケットや植栽を展開、企業やライオンズク

ラブなどの協賛も頂き、花のまちづくりが拡がっています。また地域にある数多く

の都市公園において、地域住民の皆さんが花壇の手入れや公園のデザイン

をして頂く「身近な公園プロデュース事業」が軌道に乗り、全部で 140ほど

の公園のうち60か所近くで住民の皆さんによる手入れが行われるようになりまし

た。「小田原市　緑の基本計画」に基づき、全市的な「花と緑」の充実

が目指されています。

花と緑 
公園プロデュース

TRY 10
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子育て世代包括支援センター（はっぴい）ふれあい健康フェス

おだわら総合医療福祉会館

　市では市政目標の筆頭に「いのちを大切にする小田原」を掲げ、市民の

いのちを健やかに支えていく態勢の充実を、関係諸団体の皆さんと共に進めて

きました。市立病院に救命救急センターが開設され文字通り県西地域の急

性期対応基幹病院となり、その後も医師や看護師の体制強化や地域連携に

取り組み、現在は老朽化と狭隘化の進む病院の再整備計画を策定中です。

地域医療を支えて頂いている小田原医師会とは、「おだわら総合医療福祉

会館」の建設で協働。小田原看護専門学校、小田原市社会福祉協議会、

小田原医師会、つくしんぼ教室などがこの施設に入り、拠点として活用されて

います。健康増進計画で重点事業に位置付けた「口腔からの健康づくり」

では小田原歯科医師会と様々に連携。小田原薬剤師会とは災害時に備え

た医薬品備蓄につき地域の薬局でのストックを活用する協定を締結。小田原

食品衛生協会では「適塩メニュー」の開発などを意欲的に進めて頂きました。

いのちを支える
態勢の充実

TRY 11
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生活応援隊によるお手伝い子育てサロンの様子

高齢者のサロン活動

　社会的に何らかのサポートが必要な人たちを、お互いさまの気持ちで支え

合っていく地域の姿を目指し、市ではケアタウン構想を策定。高齢者、障が

い者、子育て家庭などを見守り支える態勢づくりが進んできました。市内 26

地区では順次ケアタウンの活動体が生まれ、高齢者が気軽に集うサロン活動、

認知症予防講座、独居世帯などの見守り、暮らしの困りごとを手伝う生活応

援隊、障がいのある人を含んだ地域づくり、地区公民館などを会場にした子

育てサロンの定期開催など、民児協や地区社協を中心に自治会・老人会・

ボランティア会などの連携が拡がっています。国では「地域包括ケアシステム」

を推進していますが、小田原市では国に先駆けて取り組んできたとも言えます。

近年は、市内 11か所に拡大した地域包括支援センターの業務多忙化に対

応し、職員を各 3名から4名に増員。各分野の事業者や三師会などとも連携、

ケアタウンの充実を目指しています。

ケアタウン 
構想

TRY 12
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子ども食堂（かみふカフェ）放課後子ども教室

地域での居場所づくり

　三世代同居が激減、核家族での共働きやひとり親家庭が一般的となり、

家庭の教育力低下が課題となっている中、地域の未来を担うべき子どもたち

が逞しく健やかに育つよう、地域を挙げて子どもの育ちを見守り支えていくことが、

益々重要になってきました。小田原市では「スクールコミュニティ」（学校は地

域の核であると同時に、地域全体が学びの場でもあるという考え）の取り組み

を進めており、子どもたちの地域での居場所づくり、子どもに関する学校や地

域の行事日程などを掲載する地域広報紙の発行、放課後に学校に居残り学

習や体験を行う「放課後子ども教室」と、地域の皆さんが学校運営に係り

支える「学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の全小学校での導入な

どが進んでいます。最近は、地域の子どもたちが集まって食事を共にする「子

ども食堂」の開設が進んでおり、市としても開設資金と運営費の補助制度を

創設、この動きを応援しています。

スクール 
コミュニティ

TRY 13
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台風 19号時の災対本部自衛隊・消防の連携による救出訓練

避難所開設訓練

　東日本大震災・熊本地震といった大規模地震や、西日本豪雨や毎年起

こる台風被害など、地球的な気候変動も背景に頻発する大規模災害に対

し、従来型の「総合防災訓練」では「実戦」への備えが不十分なことか

ら、小田原市では災害発生の実際に近い状況設定の下での訓練を目指して

きました。毎年夏の終わりにひとつの会場で行っていた総合防災訓練を、全

市で一斉に広域避難所を開設する「いっせい防災訓練」に数年かけて移行。

住民の皆さんが主体となって訓練が行われるようになりました。今年からは、豪

雨による内水面氾濫が多発する状況に鑑み、「水防型」と「地震型」を隔

年で行うこととし、令和元年は初めての水防対応型訓練が全市一斉で行わ

れました。図らずも、2か月後の台風 19号時に市内各避難所で 7000人を

超える市民が無事に台風をやりすごし、山王川の溢水を消防団や建設団体

等の協力で食い止めるといった実践に繋がりました。

全市いっせい
防災訓練

TRY 14
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熊本市長への寄付相馬でのボランティア活動

釡石等への救援物資輸送

　関東大震災の震源地であり、近年は箱根山や富士山の火山活動や酒匂

川の氾濫など、複数の災害リスクを抱える小田原としては、他地域の大規模

災害による被災にはできる限り復旧・復興などの支援を行い、災害対応を学

ばせて頂くようにしてきました。東日本大震災時には、釜石市や多賀城市など

ご縁のある被災地へ物資や職員を送ったほか、報徳のご縁の深い相馬市に

一週間交代でのボランティアバスを派遣。その後も原発周辺で復興が進まな

い南相馬市・浪江町・飯舘村・大熊町への支援や職員派遣を続けました。

熊本地震の際には、激しく損壊した熊本城の姿を他人事とは思えず、小田

原城天守閣リニューアルオープン時の入館料を義援金として熊本市に寄付、

今も職員を派遣中です。今年の九州北部豪雨の災害復旧では佐賀県多久

市に、また台風 19号による被災からの復興では再び相馬市へ、それぞれ建

設部職員を派遣するなど、各被災地の支援を続けています。

被災地支援

TRY 15
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市内の戦争遺跡巡りワールドキャンプでの学習風景

広島への中学生派遣

　戦後 70年の節目に本市では市内中学生たちを広島へ派遣。平和祈念

式典への参列や、被爆者からのお話などを通じ、「平和を守る」思いを深め

るとともに、各中学校などで報告会を開き地域の皆さんにもその思いが伝えられ

ました。本来であれば、毎年広島か長崎へ中学生の派遣を続けたいところで

すが、予算的なこともあり、昨年より新たな取り組みとして、「ワールドキャンプ

in小田原」を始めました。長崎を拠点に世界的な平和活動を展開している

大学生チーム「ナガサキ・ユース」の皆さんを指導者に迎え、尊徳記念館

をベースに 2泊 3日の学習を行う企画。プログラムでは、先の大戦での悲惨

な状況や日本に落とされた核兵器の威力、現在の核兵器を巡る状況などを

学ぶとともに、小田原市内にある戦争遺跡を訪ね歩きます。そして、互いの違

いを尊重し認め合うことで「憎しみ」や「争い」を起こさないコミュニケーショ

ンを学び、「平和を創る」生き方に繋げていきます。

平和を創る

TRY 16
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日弁連からの表彰新しい保護のしおり

あり方検討委員会・井手座長からの答申

　平成 29年 1月に表面化した「生活保護ジャンパー問題」は、本市の

生活支援行政のあり方に留まらず、市民のいのちと暮らしに真摯に向き合うべ

き本市行政全体に突き付けられた重大事案でした。生活保護利用者を巡っ

ては国民の中にも意見の分断がみられる中、市民からの信頼と期待を大きく

失墜させたこの事案を正面から受け止め、生活支援行政の抜本的な立て直

しをすることで各方面からの厳しいご意見に応えていこうと、直ちに有識者による

「あり方検討委員会」を設置、そこから頂いた提言をほぼ全て、職員が一

丸となって実行に移してきました。生活保護のしおりの全面改訂、ケースワー

カーの増員、自立を支援する体制の充実、利用者アンケートの実施、少しで

も利用者と向き合う時間を生み出すための業務改善、等々。その結果、現

在では各方面から評価を頂くことが増え、当初厳しいご批判を頂いた日弁連か

らは異例というべき表彰も頂きました。

生活保護行政の
立て直し

TRY 17
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「RE農地隊」の結成式初めてのオリーブ収穫祭の様子

小田原柑橘倶楽部の商品

　温暖で自然環境に恵まれた小田原は、古くから農業も盛んでしたが、近年

は主力だった柑橘類の市況低迷、農家の高齢化や後継者不足に加え、鳥

獣害被害の拡大もあって、農業の力が衰えつつあります。市民のいのちを養う

安全で健康な食の生産は、地域の持続可能性にとって重大なテーマであり、

農の再生に向け官民での取り組みが進められてきました。有機栽培の片浦レ

モンを用いたレモンサイダーなど小田原柑橘倶楽部の取り組みを皮切りに、梅

やミカンを用いた飲料や各種加工品の開発、十郎梅などの高付加価値化、

下中たまねぎのブランド化、オリーブ栽培の推奨や苗木購入への補助、人気

の高い国産レモンへの転園など、商品の付加価値向上が進められています。

並行して、鳥獣害対策への行政からの各種支援策の充実、耕作放棄地を

開拓する様 な々民間チームの活動など、動きが活発になっています。

高付加価値化と
課題解決

TRY 18

農業
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小学校の木質化改修林青会などのイベント風景

庁舎木質化

　市域面積の 4割を占め、推定で 3万 6千棟もの住宅建設を賄える森林

がありながら、小田原では「木」を地域経済の力として生かせていなかった

ため、林野庁より新たに幹部職員を招へいし、「森林・林業・木材産業」

活性化協議会を立ち上げました。幸い、小田原はコンパクトな市域の中に、

山林所有者、森林組合、製材業者、建築業者、各種木工業者らが集積

しており、それらの皆さんが交流と連携を育てながら活動が大きく進展。木材

の活用では市役所・ハルネ・JR駅構内・いこいの森などでの木質化、赤ちゃ

んが最初に持つ木のおもちゃを地元の木工職人さんが作りプレゼントするウッド

スタート事業の開始、小学校などでの木育の授業、「全国削ろう会」の開

催などが続 と々展開。近年では小学校校舎の長寿命化を兼ねて木質化での

改修が始まり、既に東富水小と酒匂小で実施、令和 2年度以降も続きます。

並行して、100年先を見据えた「森林ビジョン」策定作業も始まりました。

TRY 19

森づくり、
木のまちづくり

林業
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「漁港の駅 ・TOTOCO」の賑わい若さあふれる地魚大作戦協議会メンバー

人気メニューとなった「かます棒」

　「小田原といえば、魚」と言われるくらい、小田原にとって水産分野は地域

経済の屋台骨と言っても過言ではありません。特に高い知名度を誇る蒲鉾・

干物・塩辛などの加工品に加え、何といってもごく近海の定置網や刺し網で

水揚げされる新鮮な魚は、市民にとっても、観光客にとっても大きな魅力です。

一方、近年では魚食離れも指摘され、魚の消費拡大に向けて、本市では小

田原の魚のブランド化を進めてきました。水産庁から担当部長級の職員を招へ

いし、オール小田原水産の皆さんで協議会を結成。「小田原城前魚」のブ

ランド立ち上げ、市内飲食店の「地魚愛用店」としての登録、「かます棒」

などのメニュー開発などを実現。また、漁業協同組合を中心に小田原漁港周

辺を整備、荷捌き施設や加工施設を設置し高付加価値化を推進。若手水

産関係者による「地魚大作戦協議会」の活動や「漁港の駅 TOTOCO

小田原」のオープンなど、水産分野の活性化が着 と々進んでいます。

TRY 20

ブランド化、
拠点整備

水産
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橘地区の「出張商店街」銀座通りでの「軽トラ市」

かまぼこ通りでの「宿場まつり」

　郊外の大型店の定着に加え、ネット通販の普及もあり、かつて市民生活を

支えてきた身近な商店街が元気を失いつつあります。高齢化社会が進み、と

もすれば地域コミュニティの絆が弱まりつつある中、徒歩生活圏の商店街はむ

しろこれから大切な存在になると考え、小田原市では各商店街が持続可能に

なるための各種取り組みに対する支援を続けてきました。「かまぼこ通り」で青

年経営者らが熱心に取り組むまちづくりや空き家・空き店舗の活用、銀座通り

南街区で意欲的に取り組まれてきた「軽トラ市」、扇町商工会が地域づくり

の視点から取り組んだ配食サービス「まいど扇町」、東通り・おしゃれ横丁・

ハルネが連携する「うましゃルネ祭」、橘地区で各商店が軽トラックで出前する

「出張商店街」、かつて政財界の元勲たちが住んだお城南通り地区のガイ

ド拠点「十字町ヒストリア」など、多彩です。各商店街それぞれの背景や個

性を生かした活性化へ、引き続き支援が必要です。

TRY 21

商店街の
活性化
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板橋・内野邸イベント風景旧松本剛吉邸の庭での古本市

今やまち歩きの拠点となった清閑亭

　明治・大正から昭和初期にかけて、政財界の大物たちが競うように別邸を

構え、あるいは終の棲家として過ごした小田原。関東大震災や戦災、あるい

は開発などでその多くは失われたものの、まだ少なからぬ貴重な歴史的建造

物や風致が遺されています。市ではそれらを可能な限り保存するとともに、歴

史的風致維持向上計画、更には地方再生コンパクトシティなどの位置づけに

より国からの財政支援を仰ぎながら、活用策を進め、歴史あるまちとしての魅

力向上に努めてきました。既に市が管理活用を行っていた松永記念館および

老欅荘、小田原文学館および白秋童謡館に加え、荒れつつあった清閑亭

を改修し「まちづくり応援団」の皆さんにより活用が進んだことをはじめ、板橋

旧街道沿いの「旧内野醤油店」の活用、西海子通りの「旧松本剛吉邸」

と清浦圭吾別邸「皆春荘」の公有化、寄贈を受けた「豊島邸」の活用

検討が進むなど、点が面へと繋がりつつあります。

歴史
まちづくり

TRY 22
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子どもたちにも人気の「NINJA館」御用米曲輪の発掘見学会

天守閣最上階の木質空間

　小田原のシンボルであり、地域経済の要である観光の大黒柱、小田原城。

昭和 35年に再建された天守閣は半世紀を越えて耐震や老朽化の課題が

生じていたため、本格的な耐震補強を行い、併せて展示環境と内容の全面

改修を敢行。平成 28年春に待望のリニューアルオープンができました。江戸

期に作られていた木造模型の詳細な調査から、天守の最上階に戦勝の神

である摩利支天像を祀る空間があったことが判り、大改修にて木造空間を再

現。久野の辻村山林から樹齢 300年クラスの杉を伐り出し、将軍柱として

設置。オール小田原木材チームでの作業により、天守閣に新たな魂が宿りま

した。以来、充実した展示内容も好評で入場者数は大幅に増加。御用米

曲輪での中世遺構の発見も話題となる中、住吉橋を架け替え、常盤木門内

のスペースは「SAMURAI館」に、二の丸広場の歴史見聞館は「NINJA

館」に改修。インバウンドの増加にも対応し、小田原城の進化が続きます。

TRY 23

小田原城
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市民会館でのシンポジウムプロジェクションマッピング世界大会

北条五代祭りでの五代協行進

　小田原のまちの祖である北条五代。初代早雲は「三大梟雄」と呼ばれ

下克上の象徴のように言われてきましたが、近年研究が飛躍的に進み、早

雲は室町幕府の申次衆という高級官僚であったこと、苛烈な戦国時代にあっ

て五代百年にわたり親兄弟争うことなく、義を重んじ、民の安寧を願い善政を

敷いた、稀有な戦国大名であったことが明らかになっています。現代に通じる

北条五代の領国経営に学び、まちづくりや人づくりに生かそうと、北条氏ゆか

りの全国 12市 2町が集まり「北条五代観光推進協議会」を設立。北条

五代祭をはじめ各地で様々な活動を展開してきました。特に平成 30年は小

田原開府 500年、31年は早雲公没後 500年にあたり、各種学術シンポジ

ウムや天守閣での特別展、さらにはプロジェクションマッピング世界大会まで、

多岐にわたる顕彰事業を展開、地域経済にも大きく貢献しました。並行して、

NHKには大河ドラマ化の要望活動を継続しています。

TRY 24

北条五代
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環境（エコ）シティのシンポジウムウォーキングタウン・小田原の活動

シネマとライブのまち・まちなか寄席

　小田原には実に多彩な地域資源、すなわち「可能性」がありますが、そ

れらを生かすには適切な活動テーマの設定と、それを実施していく熱意やノウ

ハウをもった民間活動の存在が不可欠です。そうした着眼から、民間の力を

エンジンに小田原の可能性を実現していく「無尽蔵プロジェクト」を開始。ソ

ニーで執行役員を務め民間事業の遂行に精通した蓑宮武夫さんにコーディ

ネーターを依頼し、10のテーマでチャレンジを行いました。食、ウォーキングタ

ウン、文学、ものづくり・デザイン・アート、環境、芸術文化、シネマとライブ、

住まいづくりなど。5年間の時限プロジェクトでしたが、それぞれで人的繋がり

が生まれ、交流が広がり、新たな活動領域として今もなお受け継がれています。

この取り組みは日本計画行政学会から高く評価され、第 14回計画賞で最

優秀賞を頂きました。「荒れ地は荒れ地の力で」「徳は無尽蔵にある」との

尊徳翁の訓えの実践でもあります。

TRY 25

無尽蔵
プロジェクト
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小田原ラグビースクールの練習風景さくらフィフティーン

ワラビーズ公式練習での交流

　2015年のラグビーW杯で日本代表が南アフリカから大金星を挙げ一気に

ラグビー熱が高まる1年以上も前に、当時のヘッドコーチであったエディー氏

らから、東京近郊でのキャンプ地候補に小田原を考えたいとの意向が伝えら

れました。熟慮した末に、神奈川県や日本ラグビー協会と市で 3者協定を締

結、競技場の大規模改修を実施。その後、日本代表のキャンプ地誘致には

至らなかったものの、女子日本代表、県高校ラグビー、関東大学ラグビーな

どが次 と々小田原で練習や試合を行い、マンリー市との青少年交流のご縁も

あって遂に強豪ワラビーズのキャンプ誘致が実現。世界的ホテルチェーンであ

るヒルトンの存在、オンとオフの切り替えがしやすい周辺環境、競技場の芝の

素晴らしさ、各地への交通の至便さ、そして小田原市民の温かさなどから、ワ

ラビーズの皆さん曰く「小田原は日本のホーム」として、強い絆が結ばれまし

た。未来に向けての大きなレガシー（遺産）です。

TRY 26

ラグビー
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初上映会での盛り上がり市民応援団の会議風景

酒匂川での撮影風景

　郷土が生んだ偉人・二宮金次郎については、様々な研究や書籍は膨大

に存在するもの、その映像化が本格的に行われたことはありませんでした。史

実上の人物に光を当てた作品で知られる五十嵐匠監督が二宮金次郎の生

涯に関心を持ち映画化の構想を持ち込んでくれたのが、5年ほど前。以後、

全国報徳サミットでの関係市町への協力呼びかけ、シナリオの度々のリライト、

キャストの選定、製作資金の調達など、市としても側面支援を続けました。北

海道豊頃町・日光市・本市がまず予算を組み、生誕地・小田原では「市

民応援団」を立ち上げて頂き、万葉倶楽部の高橋弘会長の強力な応援も

含め各方面からの支援体制が揃い、難産の末に素晴らしい作品として完成。

生涯で最も過酷だった桜町時代の金次郎を演じた小田原ふるさと大使の合

田雅吏さんや、同じく大使の柳沢慎吾さんらの熱演も含め、大きな感動を各

地で巻き起こしています。末永く多くの人に観て頂けることでしょう。

TRY 27

金次郎
映画化
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うめまる広場でのイベント中央通路の賑わい

リニューアルオープン式

　昭和 50年代に開業、過去に 2回の倒産を経て、小田原駅東口に接続

していながら暗く閉ざされた通路空間であった小田原地下街。「商業施設と

して再開」から「地下駐車場化」まで様々な議論が行われましたが、検討

委員会での議論を踏まえ、駅前の顔となる施設としての再開を方針決定。東

西自由通路から直接に降りることができる動線を設け、駅と小田原の各方面と

を結ぶ人の流れの結節点として、また小田原の魅力を集約・発信する拠点と

してコンセプトをまとめ、ＪＲ東日本と連携しながら再整備に着手。平成 26年

11月に「HaRuNe小田原」としてオープン。以来 5年が経過し、周辺住

民の支持も厚く客数・売上ともに安定的に推移。また、HaRuNe広場やうめ

まる広場などでは年間を通しての様々な催事や選挙時の投票所などでも利用

されており、公共的空間としても欠かせない場に。今後は増加する観光客の

利用を導きながら、更に魅力的な空間への進化を目指します。

TRY 28

小田原
地下街再生

三大案件①
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広域交流拠点の完成パース東口駐車場の稼働の様子

UMECO入口付近の賑わい

TRY 29

　小田原駅東口に隣接する広大な公有地として、その活用が早くから期待され

ていながら、30年以上にわたり時代の流れの中で紆余曲折を経てきた、お城

通り地区。バブルの頃には複合型巨大商業施設、その後 100ｍのタワー構

想などを経て、大手不動産開発会社による再開発計画が一度は決まったもの

の、リーマンショックにより同社が倒産。白紙に戻り、地権者の負担と不安が増

す中、行政として事業を着実に進めるべく、緑化歩道の整備から始め、地権

者の協力を得ながら順次事業を推進。事業を2期に分割、第 1期は東口駐

車場と市民交流センターを合築した施設を整備、平成 27年に約 370台の駐

車棟とUMECOがオープン。4年が経過し、UMECOは市民活動などの拠

点としてすっかり定着、駐車場も順調に稼働。第 2期として万葉倶楽部による

広域交流施設の整備に着手、都市ホテルや市立図書館などが入る高層棟と、

宿場町風の低層棟が令和 2年の秋以降にオープン予定です。

お城通り
地区再開発

三大案件②
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市民ホールの完成パース大ホールの完成予想図

建設現場の状況

　昭和の終わりころから整備構想がスタートした市民会館の後継施設は、「城

下町ホール」として事業計画がまとめられたものの、市民からの異議を踏まえ、

事業をいったん白紙に。検討委員会などの議論をもとに基本構想から積み直

しを行い、「芸術文化創造センター」として実施設計まで完了。ところが建

設資材や人件費高騰のあおりを受け、入札不調に。整備方針を改めて見

直すと共に、デザインビルド方式を採用し工期と費用を圧縮。環境デザイン研

究所と鹿島建設の共同企業体から、当初想定した予算規模である60億円

程度に抑えながらも、基本計画に盛り込んだ仕様のほとんどが実現できる提案

がなされ、平成 31年 4月にようやく着工に至りました。実に多くの議論があり、

紆余曲折の中、難しい舵取りが求められた事業でしたが、シンプルで使いや

すい、機能的なホールの実現に、多くの文化団体や市民からの期待が日増

しに高まっています。令和 3年 9月にオープンの予定。

TRY 30

市民ホール

三大案件③
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環境事業センター外観農道からの斎場外観と進入路建設現場

斎場エントランス付近

　昭和 47年の稼働から半世紀近くが経過し老朽化の著しい小田原市斎場

は、当初近隣 2市 5町が共同で行う広域事業での建て直しを協議してきま

したが、様々な状況を踏まえ小田原市が事業主体となって PFI方式で再整

備することを決定。各市町の協力のもとに建設を進め、令和元年 7月に火葬

棟が供用開始となり、同年度中には新たな進入路も完成し全面供用となりま

す。ごみ焼却施設である環境事業センターも同様に老朽化が進み、４つの炉

のうち稼働している3炉の焼却炉や関連設備の大規模修繕が待ったなしの

課題になっていました。平成 28年度から改良工事に着手、令和元年度には

ほぼ全てが無事に完了予定です。3大案件の進捗と共に財政支出がかなり

大きくなる局面でしたが、いずれの施設も市民生活に不可欠であり1日も停止

がゆるされない施設である以上、後年度への財政負担を極力抑える計画のも

とに、整備を敢行。ほぼ終えることができ安堵しています。

TRY 31

斎場、環境
事業センター
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公共施設ワークショップの様子中河原配水池築造

建設部職員による橋梁点検

　我が国の道路・橋梁・上下水道などの社会インフラ、庁舎・出先機関・

小中学校などの公共建築物など、いわゆる公共インフラは一斉に老朽化の局

面を迎えています。小田原でも同様であり、インフラにしても公共建築物にして

も、これまでと同じように維持修繕や新設を続けることは財政的に不可能であ

り、可能な限りの長寿命化と、施設等の統廃合が不可避となっています。そ

うした中、橋梁や道路の劣化状況把握のためのパトロールと早期かつ適切な

維持修繕の実施などにおいて、建設部職員らが様々な工夫や日常管理など

に粘り強く取り組み、効果を上げてきました。上下水道の老朽管渠更新や施

設耐震化も優先順位を付けて各部局が計画的に取り組んでいます。市民生

活に身近な各公共施設や小中学校の統廃合についても、市内 2地域でワー

クショップを行い、どのような考え方で取り組んでいくかの議論が重ねられました。

得られた知見や成果は今後の展開に活用されます。

TRY 32

各種
インフラ更新
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成田出張署の完成パース広域消防の様子

県西部広域行政協議会の様子

　県西地域 2市 8町では、半世紀近い広域連携の歴史があります。小田

原市はその中心的存在として、広域連携の取りまとめや各事業推進の事務

局機能を担ってきたところです。「平成の大合併」の時期には当圏域でも協

議が行われましたが、合併への機は熟さず、またその後も今後の人口減少や

財政見通しの悪さなどから合併への可能性が検討されましたが、いずれも実

現には至りませんでした。そうした中でも、「神奈川県西部広域行政協議会」

を設置し、定例的に首長間で政策議論を深め必要な連携事業について意

見を交わしてきたことに加え、特に消防事業では足柄消防組合と小田原市消

防を合併し広域消防が発足、小田原市斎場の整備についても2市 5町の

協力のもとに進められるなど、必要な事業については広域行政が進展してきま

した。広域消防については平成 25年 3月スタートから既に 6年以上が経過

し、現着時間の短縮や設備の充実など、所期の目的を達成しています。

TRY 33

広域行政
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第 1期パートナー登録式ＳＤＧｓ実行委員会の顔触れ

総理官邸での SDGs未来都市認定式

　国連が 2015年 9月に提唱した SDGs（持続可能な開発目標）は、環

境・経済・社会の各分野が相互に連関しながら持続可能な世界を創ってい

くための、17分野における目標を定めたものです。総合計画に基づき一貫し

て「　持続可能な地域社会」づくりに取り組んできた小田原市は、内閣府

が認定する「SDGs未来都市」「自治体 SDGsモデル事業」の双方にエ

ントリーし、令和元年 7月にその両方の認定を頂きました。取り組みのテーマ

は「人と人とのつながりによる『いのちを守り育てる地域自給圏の創造』であり、

その眼目は「おだわら市民学校」などを通じた課題解決の担い手育成です。

9月には民間の皆さんにより実行委員会が立ち上がり、11月には市内企業

等 37団体との第 1期パートナー協定を締結。国の財政支援を頂きながらま

ずは 3年間の事業に取り組みます。5月には環境省の「地域循環共生圏」

実施自治体の認定も受けており、環境課題の解決にも力を注いでいきます。

SDGs、地域
循環共生圏

TRY 34
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債務総額を圧縮しつつ、財政調整基金は積み増し 資料提供：広報小田原

健全化判断比率の推移（低いほど健全）

行財政改革
（財政の健全化）

　平成 19年の時点で市の債務総額は約 1500億円であり、貯金である財

政調整基金はわずかに 15億円ほどでした。積年の大型事業投資などによっ

て債務が重なり、貯えを取り崩してきた状況でした。市では当面する3大案

件などについて方針の検討を重ねつつ、「返す以上に借りない」との原則を

堅持し公債費を抑えるとともに、余財を少しずつ積み増し、令和元年現在、

市の債務残高は 1100億円程度に減り、財政調整基金は 60億円ほどに回

復。各種財政指標も健全であり、自治体の財政ポジションとしては全国の中

でも上位に位置すると思われます。ただし、3大案件の事業進展、斎場や

環境事業センターの整備費など投資的経費が増える局面にあるほか、年々

増嵩する扶助費等によって歳出圧力は高まっています。南足柄市との合併が

破談となった中、直面する課題解決や地域づくりの推進と、これまで以上に厳

しく行財政改革を断行していくことのバランスが重要になります。

TRY 35
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職員運動会の風景ＦＩの発表会（生活支援課）

コーチング研修

　人口減少等により税収が頭打ちとなる中、年々複雑化・難化する地域課

題の解決に向けては、職員の数を増やすことができない以上、一人ひとりの

能力と意欲、さらには組織としての対応力や効率を高めることが欠かせません。

市民との協働や職員間の意思疎通をスムースにするコミュニケーション能力を

培うコーチング研修、民間との連携をスムースに行える事業感覚を磨くための

異業種交流研修、当たり前として取り組んできた日々の業務の見直しや効率

化を図るフィールドイノベーション（FI）、スクラップ＆ビルドなどへのチャレンジ、

人物重視への採用方法への転換など、市役所全体で様 な々トライアルを積み

重ねてきました。並行して、風通しやコミュニケーション不足が不祥事の背景

になるとの考えから、職員間のコミュニケーションの機会を増やすべく、互助会

主催の運動会なども支援。明るく意欲的な、そして能力の高い職員から成る

組織集団を目指しています。

TRY 36

職員の進化




