
No. テーマ 課題 解決策

1 まちづくり・インフラ 買う人が増えないとお店を開けない。人口増加

2 まちづくり・インフラ 出来るなら小田原の商店街の営業時間をのばす

3 まちづくり・インフラ 酒匂川のゴミ問題

4 まちづくり・インフラ 電車の本数が少ない

5 まちづくり・インフラ シャッターが閉まっている店が多い

6 まちづくり・インフラ 小田原の街の回遊性が少ない。インフラ整備か。

7 まちづくり・インフラ 関東学院のあと地対策

8 まちづくり・インフラ 買い物が都内にくらべてしずらい

9 まちづくり・インフラ そもそも小田原は観光優先？

10 まちづくり・インフラ 城下町らしくない

11 まちづくり・インフラ 早川駅ＪＲの対応が悪い

12 まちづくり・インフラ 二宮金次郎　松　桜

13 まちづくり・インフラ 商店街が閉まるのが早い！！（町がくらい！！）

14 まちづくり・インフラ
巡礼街道の混雑を何とかしてほしい。また、道路・歩道等を整備をしないと安心して散歩
に行かれない。

15 まちづくり・インフラ 小田原の市の魅力づくり。かまぼこ通り。お地蔵さん。無電柱化。並木づくり。

16 まちづくり・インフラ
新幹線が止まるのでもっとポイントがあっても良いと思う。荻窪インターもあり早川にもあ
り、その近くに有名なものがない！

17 まちづくり・インフラ 行政が悪い。行政に危機感が無い。

18 まちづくり・インフラ すじちかい道のせいで松本走り

19 まちづくり・インフラ たばこのゴミ捨て

20 まちづくり・インフラ 街が汚い（タバコのせいで　）

21 まちづくり・インフラ 公共の場があまりきれいじゃない

22 まちづくり・インフラ 喫煙ゾーンを作る。その他罰金を取る。

23 経済・観光 海外からの観光客を迎える仕組みが少ない

24 経済・観光 名産品が分かりずらい

25 経済・観光 事業継承者不足

26 経済・観光 利点を若者にＰＲする。自店のアピールを動画等で。

27 経済・観光 うまい日本酒がほしい

28 経済・観光 観光客を増やす方策（魅力ある町づくり）

29 経済・観光 看板メニュ（名産品）のアピール

30 経済・観光 小田原の独自の教育　二宮尊徳　　小田原のまち　梅

31 経済・観光 小田原警察の対応が悪い（自転車盗難など）

32 教育・子育て・医療 道徳（尊徳・教育思想）の小田原独自の教育システム

33 教育・子育て・医療 大変な仕事など時給を上げて

34 教育・子育て・医療 子育ての選択肢が少ない

35 教育・子育て・医療 小学校が古い

36 教育・子育て・医療 教育に小田原の世界的な偉人　二宮金次郎を生かす

37 教育・子育て・医療 中学校の先生　中学の教育がひどい（公務員思考！）

38 教育・子育て・医療 どういう街にしたいかの方向性がわかりずらい

39 教育・子育て・医療 市会議員の人数が多い

40 教育・子育て・医療 市会議員を減らす

41 教育・子育て・医療 体育部のある高校が少ない。だから市外の学校に行く。

42 教育・子育て・医療 いい学校がない

43 教育・子育て・医療 安心できる病院がない。私立病院は市民の病院なのに。

44 教育・子育て・医療 濃-料

45 教育・子育て・医療 美術館・博物館を増やす

46 教育・子育て・医療 職人を増やす　学校

47 教育・子育て・医療 学園都市（私立とか）にする⇒若者が増える　観光を強くする⇒観光地のＰＲ

48 教育・子育て・医療 ガンダム・新幹線発祥の地等のＰＲが出来ていない

49
エネルギー・環境・農林
水産・文化・スポーツ 行政が頑張らないと

50
エネルギー・環境・農林
水産・文化・スポーツ エネルギーを作れない

51
エネルギー・環境・農林
水産・文化・スポーツ 自然を生かしきれていない

52
エネルギー・環境・農林
水産・文化・スポーツ 公共施設のトイレは和式が多い
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53
エネルギー・環境・農林
水産・文化・スポーツ 役所の対応がテキトー

54
エネルギー・環境・農林
水産・文化・スポーツ 若者のあそぶところ、お店が少ない

55
エネルギー・環境・農林
水産・文化・スポーツ 道路ＩＣの付近で調整区域の所を地区計画で建築（ロードサービス）できるようにする
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No. テーマ 課題 解決策

1 まちのビジョン 東海道快速を鴨宮に停車させること

2 まちのビジョン 災害時避難　老人等

3 まちのビジョン お母さんを支える場がこちらから行かないとない

4 まちのビジョン 福祉分野がタテ割り

5 まちのビジョン 全ての地域包括支援センターが委託

6 まちのビジョン 働く人がいない　雇用しにくい 外国人の雇用

7 まちのビジョン コミュニティの今後 外国人と日本人のコミュニティの場

8 まちのビジョン 活動状況の共有

9 まちのビジョン 夜若者が少ない 夜間無料Ｐ

10 教育・防災 駅前に送迎ステーションがない

11 教育・防災 駅前の新ビルに送迎ステーションを作る

12 教育・防災 防災のボランティア受け入れ

13 教育・防災 子供会

14 教育・防災 子育てに優しくない

15 教育・防災 避難場所・避難ルートが不明すぎる（安全性）

16 教育・防災 住宅街　新しく出来たところに消防車が入っていけない（道路が狭い）

17 教育・防災 高齢者、子どもの関わりが少ない

18 教育・防災 小中学生の道徳心がない

19 教育・防災 雷親父の復活

20 教育・防災 仕事と子育てで自分が選べない

21 教育・防災 子育てにお金がかかりすぎる

22 経済 調整区域が多すぎる 農振農用地の転換手続きの緩和

23 経済 法人税を払う大企業が無い

24 環境・文化 カラス・イノシシ等の畑の荒しについて対策なし

25 環境・文化 農業後継者がいなくなり荒れ地が多くなりつつあり、将来展望での方向性が必要

26 環境・文化 古い市営住宅が多い

27 環境・文化 公園が小さい

28 環境・文化 幹線道路の街灯が暗い

29 環境・文化 子ども達の遊び場

30 環境・文化 遊び場が少ない 公園のフェンス付　ボール可

31 環境・文化 バスの本数が少ない

32

33 若者が少ない 夜間駐車場の無料化

34 子供の遊び場が少ない 公園にフェンスを付ける（ボール可）

35 駅前に送迎ステーションがない 駅前の新ビルに送迎ステーションを作る

36 小中学生の道徳心が少ない 雷親父の復活　学校の先生への教育

37
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No. テーマ 課題 解決策

1 まてづくり 空家をグループホームに利用できないか？

2 まてづくり 人口減少

3 まてづくり 農地の有効利用

4 まてづくり 空家が増加

5 まてづくり 調整区域で障がい者や認知症の人が働ける施設が作れないか？

6 まてづくり 調整区域利用

7 まてづくり 駅前が調整区域のまま

8 まてづくり 小田原を代表するアーティストを支援する　活動の場＋人が　協力体制が乏しい

9 まてづくり 規制緩和←行政に望むもの

10 まてづくり シャッター街

11 まてづくり 駅前の人口増

12 まてづくり まちのビジョンがない

13 教育・子育・医療 調整区域に障害のための施設ができないか？

14 教育・子育・医療 車イスの方が移動しやすい工夫が必要かと思う

15 教育・子育・医療 地域コミュニティーの場が少ない　子供～老人まで

16 教育・子育・医療
道がガタガタで障害者（特に車椅子ユーザー）の方が一人で出かけられるようなところま
ではできていないことが多い

17 教育・子育・医療 みんなで参加できる企画がほしい⇒障害者レストラン

18 教育・子育・医療 病院・老健・特養⇒一か所に設置

19 教育・子育・医療 障がい者が自立して生活していく為の補助金が他の市町村より少ない

20 教育・子育・医療 生活保護者の活用

21 教育・子育・医療 障害者を雇用して小田原の特産品をつくる

22 教育・子育・医療 障害者の職業として事業として成り立つように

23 教育・子育・医療 地域で見守る

24 教育・子育・医療 役所に場所をわかりやすく説明して頂く専門受付

25 教育・子育・医療 認知症の家族に明るい家庭を考える

26 教育・子育・医療 居場所づくり　子供食堂

27 教育・子育・医療 障がい者　一つの作特化　いかした仕事

28 教育・子育・医療
将来への不安として出てくるあらゆること（介護・子育・結婚・年金など）を早くから教育が
進んで

29 教育・子育・医療 グループホームの家賃補助が少ない→市は現状知らない　言えば動いた

30 教育・子育・医療 神戸　400円で生活困窮者の救済

31 教育・子育・医療 ジョブコーチの育成

32 教育・子育・医療 民生委員を増やす

33 教育・子育・医療 小人も発達障害増えている⇒働く場がない

34 教育・子育・医療 重度の障害の受け入れ施設がつくれない⇒グループホーム⇒近隣の反対

35 教育・子育・医療 グループホーム　地域の理解

36 教育・子育・医療 135,000円　障害者年金⇒生活できない⇒家賃補助が少ない

37 教育・子育・医療 民生委員の育成・質の向上

38 教育・子育・医療 認知症の人が働ける場所を作る

39 教育・子育・医療 障害者の作業所をもっと仕事として成立させる

40 経済・観光 生活　働く

41 経済・観光 企業誘致

42 経済・観光 働く場を増やす

43 経済・観光 社会減　-働く場　-住宅　-住みやすい仕組み

44 経済・観光 自治会の人数が減っている

45 経済・観光 生活困窮者に対するアドバイス

46 経済・観光 若者が少ない

47 経済・観光 観光客がお金を出したくなる施設がない

48 環境・農林水産 役所にお金を請求するよりその仕組みを考える

49 環境・農林水産 50年後の青果市場の改善が必要

50 環境・農林水産 ゴミ出し設置場所　増やしてもらいたい

51 環境・農林水産 箱根細工体験工房

52
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No. テーマ 課題 解決策

1 地域・経済 市民ホールは究極の無駄遣い 建設後の管理費を公表する

2 地域・経済 行政改革、市職員が多過ぎる

3 地域・経済 イオンの開店 入札内容を市民に公開する

4 地域・経済 労働人口減

5 地域・経済 固定資産税が高過ぎる。市街化調整区域の見直し

6 地域・経済 小田原のネガティブなことを発言しにくい風土 南足柄との合併が流れた後の説明

7 地域・経済 何でも反対する商店→皆が利権主義 市民とのキャッチーボールをする→説明会の開催

8 地域・経済 駅前のシャッター街、　栄町地域のシャッター街は見た目に悪い

9 地域・経済 大企業に不遇な小田原市。個人商店に手厚い

10
教育・福祉・医療

防災・子育て
コミュニティバスが無い→高齢者、障碍者の足になる術がない 守屋さんにお願いし現実化してもらう

11
教育・福祉・医療

防災・子育て
災害時の要配慮者への対策→避難所での対応は市ができるのか？機能するのか？ 行政にベースを構築してもらう

12
教育・福祉・医療

防災・子育て
災害時のペット対策は？市民に浸透しているか？同行避難は可能か？

13
教育・福祉・医療

防災・子育て
男性介護（息子や夫）の大変な現状

14
教育・福祉・医療

防災・子育て
生産性のない福祉にお金をかけられない？

15
教育・福祉・医療

防災・子育て
母子家庭の母子手当が小田原は少ない。他市に転居できない母子がいる

16
教育・福祉・医療

防災・子育て
助成金、補助金は目的に合わせて確実に実行されているのか？

17
教育・福祉・医療

防災・子育て
自治会、子ども会、PTA加入が減少 自治会加入特典を設ける→コミュニティバスが利用できる等

18
教育・福祉・医療

防災・子育て
市立病院の件→マンパワー不足→人命を粗末にするな

19
エネルギー・環

境
農林水産

1次産業従事車の高齢化→農地が荒れている 行政とJAが協力して若い労働者を受け入れる

20 経済・観光 ガンダムの原作者は小田原出身

21 地域の担い手がいない

22 箱根町との観光、経済連携

23 公共施設の使い方→管理費の予算減
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No. テーマ 課題 解決策

1 経済・観光・地域 人口増に向けた施策

2 経済・観光・地域 小田原駅東口の区画整理

3 経済・観光・地域 首都圏への都市セールス 新幹線の増便

4 経済・観光・地域 新幹線の本数増

5 経済・観光・地域 交通インフラ→EV、自動運転、小田原ならでは

6 経済・観光・地域 一方通行が多い

7 経済・観光・地域 付加価値が高い未来型起業

8 経済・観光・地域 食文化の町→小田原らしさ→・・・・・・

9 経済・観光・地域 お城をシンボルとした駅前都市計画

10 経済・観光・地域 森、川、海→連環テーマ→原体験 森にある公共＆民間施設をトータルコーディネイトしてお洒落なスタイルの提案

11 経済・観光・地域 御幸の浜の・・・→ビーチパーク→砂浜復活 砂浜→県西部港湾→市が管理する→パークPR

12 経済・観光・地域 目玉を造る（探す） 観光産業を伸ばす基幹産業の構築→観光客が溢れる街

13 経済・観光・地域 市街地の景観 グランドデザイン→スマート街（景観・住宅）、駅周辺の高さ制限、容積率制限

14 経済・観光・地域 空家対策＆活用→小規模開発回避

15 経済・観光・地域 魚市場の再整備について 港の駐車場の立体化

16 経済・観光・地域 環境と観光を統合させたプロモーション 既存の施設の利用→JT、お城、海水浴場

17 経済・観光・地域 アプリを使う（観光） JR、小田急と小田原市がコラボし周辺のプロモーションを提案

18 経済・観光・地域 踏切がボトルネックになっている→拡幅が必要 アンパンマンパークを作る

19 教育・医療 高校までの教育環境の充実が欲しい ドーム型の恐竜テーマパークを作る

20 教育・医療 産婦人科が少ない 市長と経営者たちとの意見交換の場をつくる

21 教育・医療 一貫した病院施設が少ない→市立病院は古い

22 教育・医療 未病を活かす

23 教育・医療 泉中、酒匂中の学区の評判が悪い（公営住宅の・・・・・） 市営住宅のリノベーション、カフェ併設→モデルケース

24 教育・医療 大学一貫中高がない 有名校に来てもらう

25 防災・自治 自治会館80箇所の活用

26 防災・自治 将来を見据えた水道インフラ
地下水の豊かさを活かした特徴あるまちづくり→飲料水・熱エネルギー・小田原用水の活
用・見える化（水路・噴水・湧水口・・・）

27 急傾斜地で開発できない土地の見直し 飯泉取水堰の大改造→砂が自然に流れるようにする

28 関改地区 JTとイオンのコラボ→商業施設とケア施設の融合

29 海の管理者あいまい 若い夫婦、子どもが住みやすい街→産婦人科、大病院、一貫校（アンパンマン）

30 特区の設置　職業訓練校など　用地 消費税の少ないまち小田原市→ふるさと納税に代わる

31 農業特産物オンリーワンの　鬼柳・曽我地区・江の浦など

32 災害に強いまちづくり 小田原子どもの歴史学習強化→そのための整備　校橋

33 森←→里まち←→海　を家族内で繰り返し楽しめる観光提案

34
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No. テーマ 課題 解決策

1 定住人口 地域の意見の吸い上げ

2 駅前オフィスビル不足 住民意見の集約

3 地元にお金が循環する仕組みが構築されていない 市とタッグを組んだ企業誘致

4 住宅に関して行政と消費者と意識の乖離がある 小田原の良い点（自然がある）（都心部新幹線がある）をゾーニングしアピールする

5 災害に強いまちづくり
スピーディーで抜本的な都市計画。観光エリア、住居・商業それぞれが輝きつつ、バラン
スの取れた住み分け。

6 ペット防災対策 具体的で魅力的なプラン

7 大規模小売店舗に人が集まり過ぎている
小田原の気候・自然・文化歴史・食・観光立国に必要な条件を洗い出す。観光立国宣言
を掲げる！

8 都市計画のスピード 観光客へ向けた取組　１，総合案内板の設置（音声）　２、日本一計画（食・景観等）

9 交流人口増につながる政策が具体的になっていない

10 外国人向けの案内看板が不足している 外国人観光案内にAIを使う

11 交通（電車・バス）の本数が少ない 鉄道が無理なら路線バスの自動運転→公民連携

12 景観条例の強化→川越（小江戸）

13 都心部に働きに行く人へのフォローがない 情報の交通整理→ゾーニング

14 若い世代の勤め先　大手質の受け皿がない CABE制度の購入を検討

15 今あるものを有効活用　（バスなどインフラ）

16 制限が整理になる

17 規制緩和をお願いする

18

F グループ



No. テーマ 課題 解決策

1 子育ての連携 親と子ども・地域（老人・・・etc）

2 待機児童対策 小規模保育所等設立（行政）　→　課題　（質の良い保育所でない）

3 元気なお年寄り 要介護度を上げない

4 横断型の行政づくり

5 ファミリーサポート　保育士経験者の人財バンク作り

6 遊べる公園 良質の公園を増やす　（出会う場として）

7 職員から変える

8 包括支援センターの活用

9 学校図書司書の育成　（学び学習に対応できるように）

10 リハビリテーションセンターへ通う足を用意（コミュニティバスのような）

11 「１８９　（いちはやく）」の周知

12
西宮の報徳学園のような学校を作っては（小田原生まれの金次郎が世界に広まっていく
ような）

13
小・中学校から、福祉・教育・子育てに関われる事ができる（見学・インターンシップ等）所
を増やす

14

Gグループ

子育て

教育

住みやすいまち



No. テーマ 課題 解決策

1 首都圏に通いやすい所 【ITのまち】

2 避難所の設置 IT工業地域

3 ＩＴ請地 IT教育機関

4 企業の誘致　ＩＴ関連　ＪＴ跡地 IT雇用

5 人口減少 産婦人科 IT企業家の育成

6 産後働きやすい環境 老人が使えるIT開発

7 災害時の避難所 小中学校の質の向上

8 ニューファミリーを 無人タクシー構想

9 No.1の特産物・農作物

10 太陽光エネルギー 【人口を増やすためには】

11 海を利用した 働く親への補助

12 海洋資源の活用 働く場所を増やす

13 自宅用の蓄電 公立小中学校の合併をすすめる

14 新しい農産物（オリーブ等） 子ども　預かる所があるか？

15 水の活用　海の活用 公立が荒れている→私立

16 湘南ゴールド、新しいブランド 教員の養成

17 住みやすい、育てやすい環境づくり 小中高校の無償化

18 税収増やす　←→住みやすいまちにする 中高一貫のメリット

19 教育の質の低下　当たり外れ

20

21 市立病院に市民が求めるものは？ 小児医療・産科　対策

22 先端医療

23 バイオ企業の研究所

24 医療を利用したインバウンド 医療（健診）を利用したインバウンド

25 高齢者住宅を低層階へ（生保・独居）

26
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