2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

なった部屋）の設置
■事業スケジュール

年度

▼新感染症対策 感染を
抑制して診療の継続が可

９年目

■充実 強･化される機能

８年目

２０２６年度開院予定

７年目

能な施設等の整備

６年目

ＩＣＵや手術室、病床面

５年目

積などを拡大

■整備事業費（概算）
総額２８８億円
整備事業費（概算）は、

４年目

▼患者サービス デジタ
ル化の導入

▼重症病床 ＩＣＵ（集
中治療室）を２倍の８床
に増床、救急病床合わせ
▼手術室 ８室を 室程
度まで増室
埋蔵文化財調査費などの

３年目

● 開院

などの交流拠点づくりとして進めている「小田原駅東

小田原市が小田原駅周辺の広域的な人・もの・情報
てユニークな宿泊体験が

「旅籠（はたご）」とし

が展開され、４階部分は

賃料を同倶楽部に支払い

賃貸し、公共施設部分の

市は同倶楽部に土地を

地代を支払います。

ルを建設・所有し、市に

万葉倶楽部が再開発ビ

■事業スキーム

口お城通り地区再開発事業」は、同駅東口に隣接する

のお土産店など約 店舗

田原・西湘の逸品や人気

階は商業ゾーンとして小

による４階建て、１～３

は、宿場町のような外観

お城通り沿いの木造棟

オープンしています。

２年目

ます。

石橋ー根府川間

年度末開通へ

め、本年２月に策定した
神奈川県水防災戦略に広
域農道小田原湯河原線の
整備を位置づけ、早期に
着手できる小田原石橋―
根府川交差点から優先的
に整備することにしてい
ます。
また、１９９６年に着
工された同広域農道の整
備状況については、昨年
度までに全線の ％に当

台風により海沿いの国道

県では、近年頻発する
河原線の早期の完成を望

して、広域農道小田原湯

の緊急輸送路や迂回路と
４㎞で部分的に開通でき

完了し、そのうち約６・

たる約 ・１㎞で工事が

１３５号が通行止めになっ
たとしています。

広域農道計画図

「デジタル医療情報工学」
「材料・表面工学」の３
学科、学生数は１１２０
開設者は、米マイクロ

人の予定です。
ソフト社副社長や㈱アス
キー社長などを歴任した
西和彦氏で、同氏が委員
長を務める準備委員会が
３年後の開学を目指して
います。
■関学と準備委員会が
覚書を締結
大学の新設に伴う協力
関係や小田原キャンパス
の財産の譲渡条件などに
市では、この協議の申

年８月 日に締結した覚

関学と準備委員会が本

ついて取り決め
し入れを受け入れ、７月

新設について、市に協議

パスの承継による大学の

関学から小田原キャン

■新設大学の計画

けました。

の計画について説明を受

「日本先端大学（仮称）」

８日の第１回協議会で

地、教育用機材、研究用

「小田原キャンパスの校

交流などの教育連携」

書では「教員・研究者の

会に無償で譲渡」「建物
した条件で有償譲渡」

及び構築物を両者の合意
学生数１１２０人、３

委員会が学校法人格を取

ら小田原市に対し、小田
年後の開学を目指す
新設される大学に設置

得した後」とすることな

「校地等の譲渡は、準備
することの可能性につい

される学部は工学部のみ

どを取り交わしました。

ことにより、大学を新設
て、協議を行いたいとの

で「ＩｏＴメディア」

原キャンパスを承継する

機器及び備品を準備委員
の申し入れ
本年４月 日、関学か

■これまでの経緯

「覚書」を中心に協議が行われました。

力関係や小田原キャンパスの財産の譲渡条件などの

が、本年８月 日に取り交わした大学の新設に伴う協

かが出席しました。同協議会では、関学と準備委員会

設置準備委員会（以下「準備委員会」）の西委員長ほ

して、大学開設計画を進めている日本先端大学（仮称）

（きく）学長ほか常務理事らが、またオブザーバーと

市からは鳥海副市長ほか関係部長が、関学からは規矩

について、８月 日に第２回協議会を開催しました。

東学院大学小田原キャンパスの承継による大学の新設

小田原市と関東学院大学（以下「関学」）は、関

関東学院大学小田原キャンパスの承継

大学新設の可能性について協議

石橋―根府川区間

む声が多く寄せられたた

整備を進めることを明らかにしました。

２０２２年度末の先行開通を目指し、集中的に

線の石橋―根府川区間（５・７㎞）について、

輸送路や迂回路として、広域農道小田原湯河原

５号が、台風により通行止めになった際の緊急

県では、県西地域の幹線道路である国道１３

台風時の緊急輸送路として

22

たことなどから、災害時

66

て 床程度

▼病室 病室１床当たり
の面積を現在の５・３㎡
関連事業費が 億円、総

本体事業費２７６億円、

から８㎡以上に拡大
額２８８億円と試算され
ています。
財源は、大部分が病院

▼がん医療 外来化学療
法室（通院で抗がん薬治
療を安心して受けること
事業会計が借り入れる企

が検討されます。

して、独自の取組の導入

発注する方式をベースと

設計と施工を一括して

■発注方式

とされています。

ら繰り出すことができる

分の１を市の一般会計か

の基準で元利償還金の２

返済に当たっては、国

みです。

業債（借金）となる見込

ができる専用の治療室）
のベッド数を９床から
床に増床
▼救急医療 救命救急セ
ンターに専用一般撮影と
ＣＴを設置／心臓血管疾
患、脳卒中診断・治療の
迅速化のため血管造影装
置を２台から３台に増設。
▼小児・周産期医療 ケ
アを目的とした家族が宿
泊できる室をＮＩＣＵ
（新生児の集中治療室）
に整備／ＬＤＲ室（陣
痛・分娩・回復が一体と

お城通り地区再開発事業

１年目

できます。

三つのゾーン整備 最終段階へ

年数

市所有地約１・１ヘクタールを活用して駐車場施設、
広域交流施設、緑化歩道の三つのゾーンを整備するも
のです。すでに、２０１５年秋に駐車場施設ゾーンと
して「小田原駅東口駐車場」「おだわら市民交流セン
ター」がオープンしていますが、同事業の中核となる
広域交流施設「ミナカ小田原」が本年 月４日に開業
を迎え、事業は最終段階となります。

上階 に は 「 展 望 足 湯 庭

（４階）が開業され、最

ミナカ小田原グランドオープン

■施設概要

園」 とレストラン「スカ
れます。

イダイニング」が整備さ

タワー棟と４階建て木造

６階に「小田原市立小田

地上 階・地下１階の
棟からなる複合商業施設
主な施設は、タワー棟

原駅東口図書館」と「お
だぴよ子育て支援セン

また、公共施設として

にホテル「天成園小田原

ター」が配置されおり、

広域農道小田原湯河原線
要請がありました。

＊「かけはし」は公開されない情報や見えない情報もお知らせする市政情報紙です。
＊「かけはし」は「詳細に分かりやすく」を心掛けています。お気づきの点やご意見等がありましたら、ぜひお寄せください。

11

19

16

駅別館」 ( ～ 階）、
最大３００名収容できる

19

13

26

事業者選定

10
両施設は 月 日に先行

14

19

（準備工 ３カ月）

50

12月４日
「コンベンションホール」

建設中の「ミナカ小田原」

12

10

10

20

現病院解体
駐車場整備
外構工事
建設工事
33カ月
実施設計
12カ月
基本設計
9カ月

本体事業 基本計画 発注

30
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