
施設の概要・選定理由 

●施設の位置付け・役割 

•西部地区の支所【設置条例】         
（図書館分館・国府分署との複合施設） 

•西部地区の中心（都市拠点）【まちづくり基本計画】 

●選定理由 

•人口構造や町民ニーズ等の変化とともに利用状
況も変化してきていると考えられる。施設の位
置付けや役割について検証が必要である。 

国府支所庁舎維持管理・運営事務事業 



行政評価・外部評価 
【国府支所庁舎維持管理・運営事務事業】 

 

国府支所 
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国府支所の沿革 

昭和29年 
（１９５４） 

• 大磯町と国府町が合併し、現大磯町となる 

• 旧国府町の役場が、西部地区の支所となる 

昭和54年 
（１９７８） 

• 現国府支所庁舎完成              
（支所・図書室・会議室） 

平成8年 
（１９９６） 

• 西部地区防災施設として増改築       
（国府分署、図書館国府分館） 
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国府支所の概要 

• 施設の目的 
–西部地区の行政窓口 

• 開庁時間 
–月曜日～金曜日   8時30分から17時15分まで 

–土曜日       9時から12時まで                 
※住民票・印鑑証明書の発行業務のみ 

• 付帯設備 
–会議室３室、和室１室、調理室１室、 

  駐車場９台（図書館分館などと共用） 
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国府支所庁舎の４つの役割 

• 西部地区の行政窓口、会議室３、調理室１、和室１ 

• 来庁者15,463人 

• 緊急避難所（防災計画） 

国府支所 

（庁舎） 

• 蔵書数22,202冊（203,623冊） 

• 入館者22,713人（176,326人） 

町立図書館 

国府分館 

• 西部地区の消防・防災拠点 

• 火災6件（8件）・救急648件（1,503件）・救助1件（4件） 
国府分署 

• 西部地区の総合相談、ケアマネジメント、介護予防、権利擁
護事業 

地域包括支援 

センター 
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大磯駅 国府支所 

町役場 

西部地区 国府本郷、国府新宿、月京、生沢、寺坂、虫窪、黒岩、西久保、石神台 

東部地区 高麗、東町、大磯、東小磯、西小磯 

国府支所の立地と所管区域 

西部（国府）地区 
世帯数 5,577世帯（43%） 
人口  14,224人（44%） 

東部（大磯）地域 
世帯数7,429世帯（57%） 
人口 18,211人（56%） 

（平成27年10月1日時点） 
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国府支所庁舎（１階） 

南側 
北側 

国府分署 

事務室 

供用スペース 

地域包括支援センター 
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国府支所庁舎（２階） 

南側 
北側 

図書館 
国府分館 

調理室 

供用スペース 

倉庫 

第１会議室 

第２会議室 

第３会議室 和室 
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国府支所（庁舎）の事務分掌 

〇戸籍事務 
  ・戸籍及び住民基本台帳に関すること ・身分、居住、転出等の証明 
  ・埋火葬、火葬許可及び火葬料の補助申請  ・印鑑登録  ・死産の届出 

〇国民健康保険事務 
  ・被保険者資格の取得喪失の届出                     など 

〇福祉事務 
  ・妊娠届の受理及び母子保健手帳の交付 
  ・身体障害者の一般乗合自動車運賃割引証の発行 
  ・心身、重度障害者医療助成の申請                    など 

〇税務事務 
  ・町税等の収納及び税務証明発行 

〇支所庁舎の管理 

〇主管課との事務連絡 等 
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国府支所事務分掌と取扱件数 
（平成26年度実績） 

事務分掌 取扱件数 事務割合 

戸籍事務 6,449件 54％ 

国民健康保険等の届出・申請 1,059件 9％ 

福祉事務 542件 5％ 

町税等の収納及び税務証明発行 419件 3％ 

主管課との事務連絡 等 3,485件 29％ 

計（取扱件数） 11,954件 100％ 

収納来庁者数 5,076人 

来庁者数合計 15,463人 

※西部地区人口14,224人から、年1.1回利用 
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戸籍手数料等による取扱件数と職員配置 
（平成26年度実績） 

本庁舎（戸籍係） 国府支所 計 

取扱件数（件） 23,923件 11,380件 35,303件 

取扱比率 68％ 32％ 100％ 

金 額（円） 8,442,900円 4,264,850円 12,707,750円 

金額比率 66％ 34％ 100％ 

本庁舎（戸籍係） 国府支所 計 

一般職（週5日） 3人 3人 

任期付等（週4日） 2人 3人 5人 

計（週5日換算） 4.6人 2.4人 7.0人 

配置比率 66％ 34％ 100％ 

戸籍手数料等取扱件数・金額 

職員配置状況 
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国府支所運営事務事業 

目 節 支出済額 内容 

需用費 消耗品 73,243 新聞購読料、明細地図等 

役務費 通信運搬 24,600 切手代 

使用料及び賃借料 複写機借上 115,458 複写機借上 

計 213,301 
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支所庁舎維持管理事業 

目 節 支出済額 内容 

需用費 4,397,469 

消耗品 73,243 ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、蛍光灯等 

燃料費 284,755 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 

光熱水費 2,383,255 電気使用料、上下水道使用料 

修繕料 1,687,068 修繕12か所 

役務費 通信運搬費 163,485 電話使用料、ﾘｰｽ料、通信料、
ﾏｲﾗｲﾝ使用料 

委託料 各種保守 
委託料 

2,454,950 機械警備、総合維持管理、消防設
備、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、自家用電気工作物、
浄化槽、自動ﾄﾞｱ保守点検の7件 

使用料及び賃借料 物品借上料 115,884 防犯ｶﾒﾗ、AED機器借上 

計 7,131,788 
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会議室の利用状況①（第１・２、第３会議室） 
収容 
人数 

利用 
日数 

利用目的 

第１・２ 30人 213日 
元気はつらつ運動広場、骨太体操講習会、 
ミニデイサービス、こゆるぎの会等の町事業 

第３ 4人 倉庫（器具等の常時保管） 

時間帯 月 火 水 木 金 土 日

8:30-9:00 ミニデイ

9:00-9:30 （福祉事業）

9:30-10:00 【町社協】 自習室 自習室

10:00-10:30 ＜毎週＞ (図書館事業) (図書館事業)

10:30-11:00 【町】 【町】

11:00-11:30 ＜毎週＞ ＜毎週＞

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30 運動ひろば 骨太体操教室 運動ひろば

13:30-14:00 （健康事業） （健康事業） （健康事業）

14:00-14:30 【町】 【町】 【町】

14:30-15:00 ＜毎週＞ ＜隔週＞ ＜毎週＞

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

利用状況 
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時間帯 月 火 水 木 金 土 日

8:30-9:00

9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30 昼食 昼食

11:30-12:00 スペース スペース

12:00-12:30 (図書館事業) (図書館事業)

12:30-13:00 【町】 【町】

13:00-13:30 ＜毎週＞ ＜毎週＞

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

会議室の利用状況②（２階第４会議室） 

収容 
人数 

利用 
日数 

利用目的 

8人 70日 
生活保護費の支給、図書館関連団体、 
地域包括支援センター打合せ 

利用状況 
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時間帯 月 火 水 木 金 土 日

8:30-9:00 ミニデイ

9:00-9:30 （福祉事業）

9:30-10:00 【町社協】

10:00-10:30 ＜毎週＞ おはなし会

10:30-11:00 (図書館事業）

11:00-11:30 【町】

11:30-12:00 ＜毎週＞

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

会議室の利用状況③（２階和室） 

収容 
人数 

利用 
日数 

利用目的 

20人 128日 
図書館事業、ミニデイサービス、特定健診 
アンチロコモ教室 

利用状況 
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時間帯 月 火 水 木 金 土 日

8:30-9:00 配食サービス ミニデイ 配食サービス 配食サービス

9:00-9:30 （福祉事業） 配食サービス （福祉事業） （福祉事業） （福祉事業）

9:30-10:00 【町社協】 （福祉事業） 【町社協】 【町社協】 【町社協】

10:00-10:30 ＜毎週＞ 【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体】 ＜毎週＞ ＜毎週＞ ＜毎週＞

10:30-11:00 ＜毎週＞

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

会議室の利用状況④（調理室） 

収容 
人数 

利用 
日数 

利用目的 

15人 212日 高齢者向け配食サービス 

利用状況 
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現状の評価 

•西部地区の行政窓口の多機能性 

•会議室は町主催事業等に活用 
妥当性 

•西部地域人口から１人当り年１．１
回利用 成 果 

•建物の維持管理を集約化（支所・
消防分署・図書館分館）、コストに
反映 

効率性 

•機能、コスト面において概ね良好と
判断するが、会議室等の活用を含
め改善の余地あり 

担当課に
よる評価 
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