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支所窓口など カ所 廃止方針

上府中・下曽我・片浦・

のは、大窪・早川・豊川・

■廃止予定の支所等窓口
廃止が予定されている
ドの５カ所となります。

み・こゆるぎ・アークロー

本庁舎・マロニエ・いず

■廃止の背景と理由
市議会 月定例会での

廃止する方針です。

用状況が低いとの理由で

分館・図書館分館も、利

年７月

の多くは施設の老朽化が
■新たなサービスの導入

場所でもある拠り所がな

あり、以前から施設の再
使用）や廃止される住民

（マイナンバーカードを

ら、市内のコンビニ店
なマイナンバーカードの

明書を受けるために必要

▼コンビニや郵便局で証

くなります。

編や集約化を検討してき
窓口の最寄りの郵便局

日か

た。また国では、マイナ
局（小田原・板橋・早川・

２０１９年１月

ンバーカードを活用した
下曽我・曾我・成田・根

進んでいるなどの課題が

コンビニ店での証明書交
府川・国府津駅前・栢山

代替できることから、施

により一定のサービスが

れることになった。これ

は、国の財政支援を得ら

度までに導入した場合に

入する方針です。
■地域住民への説明
すでに市では、 月に
■課題・問題点
▼コンビニ、郵便局では 、 ３回の市民説明会を開催

受けられるサービスを導

どの各種証明書の交付を

写しや印鑑登録証明書な

駅前・酒匂）で住民票の

が必要です。

より低く、交付率の向上

年

交付率が
･％（平成
月末時点）で県平均

年

どを考慮し、支所等の再
転出などの届出を受け付

▼分館が廃止されること

編（廃止）の方針を定め
けることができません。

ります。

区で開催します。

する市民説明会」を９地

ビスと支所等の再編に関

から「新たな住民窓口サー

していますが、１月

日

身近な集会場所がなくな

で、自治会や地域住民の

た。廃止による財政効果
▼支所等窓口の廃止によっ

設の老朽化と利用状況な

額は年間約１億３千万円
て、地域住民にとって身

ました。
議結果をも一蹴したことは、道義と信
市議会本会議において、南足柄市長

義にもとる。

もある。協議が自分の考えと違う方向
は、今後は「小田原市と新たな広域連

や進め方を否定することは見当違いで

である。ここにきて任意協の設置目的

摘し軌道修正できる立場にあったはず

ろに、互いに支え合う真の連携など望

葉を述べたが「信義と誠実」無きとこ

ていきたい」と社交辞令とも思える言

機能と位置づけ⑤防災セ
ンターとしての機能⑥最
先端エネルギー（省エネ・
創エネ・エネルギー自給）
のモデルタウンからなる

年市議会９月定

明確に答えました。

補地と考えていない」と

「市立病院の建て替え候

たところ、加藤市長は

例会の一般質問で確認し

が平成

その真意について、私

新聞報道がありました。

て当面は開発しないとの

院の建て替え候補地とし

老朽化した小田原市立病

された際、敷地の一部を

候補地を否定
同社の開発計画が発表

■市長は市立病院の建設

なっています。

検証）を整備する計画と

平面駐車場（残地は今後

００平方㍍）には、一部

敷地（同県道東側２１５

本体施設が建設され、Ｂ

面積が最大４万平方㍍の

㍍）には、３階建て店舗

北線西側５９５００平方

Ａ敷地（県道小田原山

ンが配置されます。

専門ゾーン、未病改善ゾー

ン、地元商用業者などの

するために、イオンゾー

４万平方㍍
まちづくり構想を実現

■３階建て店舗面積最大

６つの柱を掲げています。

むべくもない。

査に進んでいました。

備する基本構想と基本計画を発表しました。オープ

の郊外型と一線を画したショッピングセンターを整

年８月、小田原箱根商工会議所などとともに、従来

市久野）を所有しているイオンタウン㈱は、平成

日本たばこ産業（ＪＴ）小田原工場跡地（小田原

テーマ 健康になれる多世代交流拠点

イオンタウン開発計画

次審査を通過し、２次審

共同企業体」の３社が１

あり、両市が真摯に積み上げてきた協

らも緊密な連携と関係を維持発展させ

に県西地域を支えていくため、これか

携を図る」と述べ、小田原市長は「共

に向かっていたのであれば、それを指

最高責任者であり、任意協の副会長で

そもそも南足柄市長は、南足柄市の

近な問合せ先であり相談

と試算していると答弁し

う促しており、平成

付サービスを導入するよ

15

ンは、２０２０年または 年を目指しています。
■コンセプト
「小田原ウェルネス・
リビング」とし、「地域
の人々がふだん生活の中
で楽しみ・学び・社会参
加し『健康』になれる多
世代交流拠点」をテーマ
としています。また、ま
ちづくり構想では①地域
医療体制との連携 ・健
康増進施設の推進②定住
人口増につながる良質な
住宅の提供③交流人口増
による新しい商業の需要
の創造④神奈川県の未病
を改善する拠点としての

29

小田原市は、住民窓口 カ所のうち、支所等

曽我の各支所、中央連絡
■併設の社会教育施設も
自治会や地域住民に利
私の一般質問に対して、

ていましたが、

億円 を超

億円に対して、

の建設工事の入札で、予
定価格

入札金 額が

え、不調に終わっていま
した。
このため市は、当初の
億円削減した

設計を破棄し、建設費を
当初より

億円程度として、設計・
施工一括発注方式を採用
する新たな整備方針を発
表しました。
昨年７月に行った事業
者募集には、４社が応募
し、同企業体のほかに
「梓設計・小泉アトリエ・
「前田建設工業・ヨコミ
ゾマコト建築設計事務所

10

カ所と、併設する生涯学習センター分館や図

書館分館などを、２０１９年３月 日に一斉に

廃止するとの方針を市議会常任委員会に報告し

ました。市では、住民窓口廃止に伴い、 コン

ビニでのマイナンバー カー ド使用や郵便局

（ 局）との業務提携による窓口での証明書交

付サービスを新たに導入することで、市民の利

所の８カ所と国府津駅前・
用されている支所に併設

18

12

便性を向上させるとしています。

酒匂・桜井の各窓口コー
加藤小田原市長は、支所

んでいる。また任意協で取りまとめら
れ、南足柄市長も承知した上で両市の
全世帯に配布された「協議結果の冊子」

当初「芸術文化創造セン
ター」として整備を進め

豊川支所(右)と図書館等の分館(左)

南足柄市との合併協議を終えて

には、両市の現状や課題を踏まえた上

ひ とり 言
で、合併の協議目的や合併後の新市の
姿などのシミュレーション結果が掲載
されており、協議の焦点が「合併」で
あったことは明らかである。

造スタッフ室、オープン
ロビー、情報コーナー、
カフェ、管理事務所等を
整備することを提案して

15

市民会館の建替事業は、 佐藤工業共同企業体」と

います。
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市民窓口の存続は市役所

ナー３カ所、計 カ所で 、 している生涯学習センター
加藤修平・南足柄市長は、 月の市
議会定例会において「任意協は合併の
是非を判断する場ではない」と述べ、
加えて「協議の途中から、議論があた
かも合併が目的であるかのような様相
を深めた」と臆面もなく語った。加藤
憲一・小田原市長が「理解に苦しむ」
と述べたのは、至極もっともである。
任意協の協議内容は、両市の事務レ
ベルによる事前調整から始まり、最終
的には両市長が承知した上で会議に臨

市 民 会 館 建 て替 え 実 現
市民ホール 優先交渉権者を決定
小田原市は、２０１７年 月９日、市民ホールの設計と建設工事を
行う事業者を選ぶ公募型プロポーザルの最終審査を行い、１次審査を
通過した３者のうち「鹿島建設・環境デザイン研究所共同企業体」の
提案を最高得点とし、優先交渉権者に決定しました。市では、本年１
月 日に同企業体と事業協定、設計契約を締結し、提案をもとに 年

大ホール内観イメージ

小スタジオ（３室）、創
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イオンタウン開発計画予定地

11

15

12

度に設計、 ～ 年度に建設工事を行い、 年秋のオープンを予定し
ています。

優先交渉権者となった
同企業体は、景観のテー
マを「凛とした廊」（り
んとしたろう）、キーワー
ドを「多様な回遊性」と
し、大ホール（客席数１
１１６席）、 小ホー ル
（客席３００席）、ギャ
ラリー 、 中 スタ ジオ 、
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