小田原駅東口駐車場に地下１階地上８階建ての
再開発ビルを建設する計画が大きな問題になって
います︒
予定地の約８割は市有地︵ 億円余で取得︶で
市民の大切な土地です︒市は事業者に決まった㈱

員会では﹁事業関連の補正予算を
削除すべき﹂との﹁修正案﹂が採
択される事態も起きていました︒

アーバンコーポレイションに︑ビル
建設用地を 年間︑駐車場用地を
年間貸付け︑専有させようとしてい
ます︒このようなやり方は全国に例
がありません︒
50

昨 年 ７月 小田 原市 は ︑村 井敬 合同 設 計に 委託 し
て作成した基本設計を︑㈱アーバンコーポレイショ
ンが 大 幅に 変更 ︑事 業 規模 を拡 大し 商 業︵ サー ビ
ス︶ 施 設を ３倍 化︑ 駐 車場 を立 体化 し た案 を議 会
に報 告 しま した ︒こ の 計画 変更 は議 会 のま とも な
論議 を 経ず ︑事 業主 体 の﹁ お城 通り 再 開発 準備 組
合﹂ の 正規 の手 続き も 踏ま ずに 進め ら れ︑ 議会 で
大問 題 とな りま した ︒ ９月 議会 の建 設 経済 常任 委

史 跡保 存の ため 平面 駐車 場に する と し た当 初 の
計画 を立 体駐 車場 に変 更し ︑市 は新 た に 小田 原 市
土地開 発公社 から ︑用 地取 得に 億円 余の 巨額 な
費用を支出することになりました︒
25

億円から

億円に ︑なん と

倍 にな
1.5

小田原駅

ラスカ

http://jcpodawara.kun.jp/

㈱アーバンコーポレイションの提案でサービス施
設を３倍化したことで︑駅前の７商店会から︑営業
に大きな影響を受けるとして︑見直しの陳情が出さ
れ︑続いて の商店会から要望書が出されました︒
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日本共産党小田原市議団

議会活動報告紙

日本共産党小田原市議団ホームページ

㈱アーバンコーポレイションは︑将来再開
発ビルを証券化し売却する考えを持っていま
す︒いま不動産証券化はアメリカのサブプラ
イムローンの焦付きで大問題となっています︒
一民間企業の利潤追求に市有地を提供し︑万
一事業が破綻すると市民が大きなリスクをか
かえることになります︒

２００８年２月 号外

66

事業 規模の 拡大で ︑ 市・ 県・ 国 から の補 助金 は
これまでの
りました︒
15

昨年８ 月 に市内で ３回 開催 された市 民説 明会 で︑ 市民が 参加 し にく い﹂ ﹁次 々計 画が 変わ る︒ この
市 民から ﹁ コン ベン ショ ンへ の補 助金 や会 議室 使 際白紙 に戻 し 市民 の声 をも っと 聞く べき だ﹂ など
用 料など 重 要な 情報 が示 され てい ない ﹂﹁ 事業 が の意見 が続 出 しま した ︒し かし 参加 した 市民 が納
成 り立つ と いう 裏付 が何 もな い﹂ ﹁お 盆の 時で は 得できる回答はありませんでした︒
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13

法律相談・市政・生活相談は下記へご連絡ください

郵便局

㈱アーバンコーポレイションの提案に
よる︑ビル施設の用途別面積は下記の通
りです︒その中で商業などのテナントが
入るサービス施設が３倍化され︑全体面
積の３分の１強を占めています︒駅周辺
の商店会にとっては大変な脅威となりま
す︒市民会館の代替機能としてのコンベ
ンションは大幅に縮小されました︒

お城通り

小田原市が経営に深くかかわってきた︑小田原駅前地下街商店
会﹁オダチカ﹂が︑駅ビル﹁ラスカ﹂開店後間もなく︑事業破綻
に追い込まれました︒現在の計画では再開発ビルが第二の﹁ラス
カ﹂になる恐れがあります︒

小 田原 市民 会館 は 取り こ わ し︑ 代 わ りに 再 開 発ビ ル に コ ンベ ン
ショ ン・ 会議 室等 を 設け る 市 の計 画 で すが ︑ 多 くの 問 題 が 指摘 さ
れています︒

①①①① 会議室の利用料金が大幅に引き上げられる︒
②②②② 会議室の数や大きさが市民会館より縮小され定員も半減する︒
③③③③ 人気の高い市民活動サポートセンター︵無料︑会議室等約百名
利用可能︶は無くなる︒
④④④④ 市民会館は公益事業協会が運営しているが︑再開発ビルは民間
企業が管理運営するため公共性が保たれにくい︒

コンベン ション ホールは 全国で破 綻す る事 例が 続出 して いま す
が ︑小田原 市はコ ンベンシ ョンホー ルに 赤字 補填 の負 担金 ︵補 助
金︶を毎年９千万円︑ 年間で 億円も出そうとしています︒

お堀

ラスカ
小田原駅

小田原駅

小田原市民会館の小ホールや
会議室は再
再開発ビルに移す
小田原市民会館の大ホー
ルは城
城下町ホールに移す

ホテル
４,４３０㎡
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ
１,８５０㎡
ﾌｨｯﾄﾈｽｻﾛﾝ
３,１００㎡
サービス施設 ９,９８０㎡
屋内駐車場
４,６２０㎡
全体共用
４,３７０㎡
合計
２８,３５０㎡

日本共産党小田原市議団はこれまで︑税金の無駄使い
になるような大型公共事業に対し︑一貫して見直しを主
張してきました︒福祉・教育・くらし・営業など︑住民
生活に密着した予算を増やすためにも︑税金を無駄使い
し︑地元商業者の営業を圧迫する︑小田原駅東口お城通
り地区再開発事業の︑白紙撤回を強く求めています︒

tanakarieko@nifty.com
Ｅメール（代表）

小田原市民会館
（市議団控室は ３３−１７８９）

国道１号

関野たかし ４２−０３１６ 曽我岸90
原田としじ ４８−４９３１ 南鴨宮2‑24‑14
田中りえ子 ３５−５３８９ 扇町1‑6‑2

裁判所

住所
℡/Fax
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お堀端通り

原田としじ議員 関野たかし議員
田中りえ子議員

20

小田原城

