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Ⅰ  はじめに 
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二俣川地区には、がんセンターや自動車運転免許試験場など、県内でも特に県施設が数

多く集まり、総面積で約２６.７haという広大な規模を有している。 

現在、この地区では、「がんへの挑戦･10か年戦略」に基づくがんセンターの整備をはじ

め、一部の施設で老朽化した建物への対応や、がんセンターや自動車運転免許試験場への

来場者の車両による渋滞の発生などが課題となっている。 

これらの課題への対応にあたっては、地区全体での交通動線の確保など、施設ごとの対

応にとどまらず、地区内における県有施設の現状の配置の見直しも含めた検討が必要とな

ってきている。 

そこで、こうした状況を踏まえ、二俣川地区県有地全体を対象に、一部の施設の地区外

移転も視野に入れた総合的な検討を行い、「二俣川地区県有地利活用計画」を取りまとめ

ることとした。 

また、検討を進めるにあたっては、有識者による委員会を設けるとともに、県民から広

く意見の募集を行ったところである。 

この利活用計画では、地区内での県有施設配置の将来図や駐車場をはじめとした交通対

策について、その概要を定めることを目的としている｡ 

また、将来図に向けてのスケジュール等についても、現段階で可能な限り想定を行った。 

今後、この計画で示された新たな県有施設配置をもとに、がんセンターをはじめとした

各施設の整備について、必要な調査など具体の検討を進めていく。 

計画の目的 

 

○県有施設の再配置 

○駐車場等交通対策 

○全体スケジュール 

二俣川地区利活用計画 

「利活用計画」を踏まえ、今後、

施設ごとに整備計画を策定 
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Ⅱ  二俣川地区県有地の現況 

１ 地勢・行政計画 

 

２ 県有施設の配置状況 

 

３ 建築等にかかる規制 

 

４ 地区における課題 
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二俣川・鶴ケ峰副都心では、交通ターミナルとして広域拠点性を高めていくために、区民・
企業・行政の協働により、道路などの整備と一体的に駅周辺の再開発などのまちづくりを
進め、商業・業務機能の集積と、文化施設や福祉施設などの区民利用施設の整備・誘導を
はかります。 
また、神奈川東部方面線の整備にあわせ、相模鉄道本線の南北に併走する厚木街道（横
浜厚木線）と鴨居上飯田線とを結ぶ南北連絡道路（鉄道との立体交差）を整備し、南北市
街地の連絡強化と踏切による交通混雑の解消をはかります。 
違法駐車、駐輪対策として、利用者のマナーの向上や監視体制の強化をはかるとともに、

駐車・駐輪スペースを確保します。 
さらに、区民、企業及び行政が共にまちづくりについて話し合う場を設けるとともに、
二俣川・鶴ケ峰両地区のそれぞれの地域特性や地域ニーズを踏まえて、適切な機能分担を
しながら連携を強化していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二俣川地区周辺 

の交通状況 
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二俣川地区県有地は、横浜市旭区中尾～二俣川にかけて位置し、総面積は２６.７ha

にも及んでいる。 

最寄の相鉄線二俣川駅は本線といずみ野線が分岐する交通の要となっており、同地区

は駅から徒歩15分程度の距離に位置している。また、国道16号線「保土ヶ谷バイパス」

本村インターに近く、県内各地からの車によるアクセスにも優れ、来場する県民にとっ

て利便性の高い地区である（12ページ参照）。 

周辺では、昭和30、40年代に宅地の開発が盛んに行われ、二俣川地区県有地内の県有

施設は、同じ時期に自動車運転免許試験場やがんセンターの前身である成人病センター

などが整備されたのが始まりである。 

なお、地区は、行政計画としては、横浜市が平成12年3月に「二俣川・鶴ヶ峰副都心

構想」を策定しているほか、旭区が平成16年８月に「横浜市都市計画マスタープラン・

旭区プラン」（参考資料34ページ参照）を、平成16年８月に策定している。 

１ 地勢・行政計画 

副都心（二俣川駅、鶴ヶ峰駅周辺）の整備方針 

二俣川地区県有地 

二俣川駅 
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１ 県有施設の配置図 

 

２ 県有施設の概要 

(1) がんセンター 

本県のがん治療における拠点を担う病院・研究施設のほか、医療従事者公舎、第２駐車場、

あゆみ園（保育施設）などが地区内にある。また、元衛生研究所の敷地については、がんセン

ターにおいて臨時駐車場として暫定利用を行っている。 

(2) 自動車運転免許試験場 

自動車運転免許にかかわる試験､更新等の業務全般を実施。本県の免許の保有者数は、東京

都についで全国第２位となっている。 

(3) 産業技術短期大学校 

東西のキャンパスに分かれており、主に東キャンパスが短大校の施設、西キャンパスが公

共・民間連携による能力開発事業の推進のための施設としての機能を有している。 

(4) よこはま看護専門学校 

看護師を養成する県立看護専門学校の再編により、元衛生短期大学の校舎を改修し、保健福

災害救助用備蓄物
資保管倉庫 

自動車運転免許試験場

スカウト会館用地 

がんセンター 
二俣川看護福祉高校 

公文書館 

県職員二俣川
南ｱﾊﾟｰﾄ･寮

ライトセンター 
元衛生研究所

よこはま看護 
専門学校 

神奈川県国際
研修センター 県職員二俣川 

北アパート 

がんセンター医療
従事者公舎 

産業技術短期大学校
（東キャンパス） 

産業技術短期大学校 
（西キャンパス） 

元身体障害者更生指導所 
(がんセンターあゆみ園) 

がんセンター第２駐車場 

二俣川地区クラブハウス

 

二俣川地区県有地は、全体的には、ほぼ一団の土地としての形状をなしており、中央

を東西に貫く試験場通りなどの道路により、いくつかの区画に分かれている。 

地区内における県有施設の現在の配置状況は次のとおりである。 

２ 県有施設の配置状況等 

試験場通り 
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祉大学実践教育センターとともに、平成17年９月に中区根岸町から現在地に移転した。 

(5) 二俣川看護福祉高校 

県立高校改革推進計画に基づき、平成12年度から衛生短期大学付属高校を改編し、新たに福

祉科を設置した。 

(6) ライトセンター 

視覚障害者を対象とした点字図書館、運動施設で、ボランティアの育成も行っている。 

(7) 公文書館 

歴史資料として重要な公文書、古文書等の記録類を、収集、保存するとともに閲覧サービス

などを行っている。 

(8) 国際研修センター 

県が受け入れる海外技術研修員等に良好な生活環境を提供し、地域に根ざした国際交流の推

進に寄与するために設置。 

(9) 県職員公舎 

世帯用のアパートが北と南の２箇所、単身者用の寮が１箇所ある。 

(10)災害救助用備蓄物資保管倉庫 

災害救助用物資（毛布）の保管倉庫。 

(11)スカウト会館用地 

「財団法人神奈川県少年少女育成指導協会」が所有するスカウト会館の敷地として貸し付け

ている。 

施設名 主管課 敷地面積 延べ床面積 
がんセンター 病院事業庁 18,276.30㎡ 33,443.21 ㎡ 
元衛生研究所 財産管理課 8,969.41㎡ － ㎡ 
自動車運転免許試験場 警察本部 92,981.10㎡ 17,437.33 ㎡ 
産業技術短期大学校（東キャンパス） 35,630.93㎡ 17,275.82 ㎡ 
         （西キャンパス） 

雇用産業人材課 
16,034.65㎡ 6,630.26 ㎡ 

県職員二俣川南アパート・寮 8,403.62㎡ 5,216.16 ㎡ 
県職員二俣川北アパート 2,822.85㎡ 2,310.36 ㎡ 
二俣川地区クラブハウス 

給与厚生課 
1,068.57㎡ － ㎡ 

元身体障害者更生指導所(がんセンターあゆみ園) 財産管理課 1,045.65㎡ 230.94 ㎡ 
がんセンター医療従事者公舎 2,187.23㎡ 3,125.75 ㎡ 
がんセンター第２駐車場 

病院事業庁 
2,804.77㎡ － ㎡ 

スカウト会館用地 青少年課 665.67㎡ － ㎡ 
災害救助用備蓄物資保管倉庫 保健福祉総務課 1,950.18㎡ 717.41 ㎡ 
神奈川県国際研修センター 国際課 3,792.04㎡ 3,582.25 ㎡ 
公文書館 広報県民課 17,268.24㎡ 9,956.32 ㎡ 
ライトセンター 障害福祉課 9,014.78㎡ 6,540.97 ㎡ 
よこはま看護専門学校 地域保健福祉課 9,182.86㎡ 9,711.82 ㎡ 
二俣川看護福祉高校 教育財務課 35,216.88㎡ 8,831.80 ㎡ 
その他（防災倉庫の敷地として貸付）  63.90㎡ － ㎡ 

計 267,379.63㎡ 125,010.40 ㎡ 
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主要建物一覧 

施 設 名 建物名 建築年月 延べ床面積 備 考 

Ａ棟 Ｓ59.10 16,518.82㎡  

Ｂ棟 Ｓ44.３ 7,556.25㎡  

管理･医局棟 Ｈ11.７ 2,109.85㎡  

研究所棟 Ｓ38.２ 2,814.75㎡  

放射線治療棟 Ｓ41.２ 1,436.83㎡  

機械棟 Ｓ44.３ 1,900.73㎡  

がんセンター 

医療従事者公舎 Ｈ４.11 3,125.75㎡  

本館庁舎 Ｓ38.８ 2,218.94㎡  

１号館 Ｓ57.９ 3,818.56㎡  

２号館 Ｓ54.12 5,481.75㎡  
自動車運転免許試験場 

３号館 Ｓ38.８ 1,933.83㎡  

本館 Ｈ２.３ 7,820.57㎡  

実習棟 Ｓ63.３ 6,677.54㎡  東キャンパス 

体育館 Ｓ63.３ 2,030.35㎡  

共同訓練棟 Ｓ45.６ 2,399.94㎡  

訓練実習棟 Ｓ44.８ 1,416.06㎡  

産業技術短期

大学校 

西キャンパス 

訓練棟 Ｓ44.８ 2,330.94㎡  

１号棟 Ｓ42.１ 1,349.29㎡  

２号棟 Ｓ42.１ 1,349.29㎡  県職員二俣川南アパート･寮 

二俣川寮 Ｈ７.３ 2,352.33㎡  

４号棟 Ｓ48.３ 1,134.00㎡  
県職員二俣川北アパート 

５号棟 Ｓ48.３ 1,134.00㎡  

災害救助用備蓄物資保管倉庫 倉庫 Ｓ38.３ 701.88㎡  

宿泊棟 Ｓ62.３ 1,802.92㎡  
神奈川県国際研修センター 

研修棟 Ｓ62.３ 1,779.33㎡  

公文書館 本館 Ｈ５.７ 9,956.32㎡  

本館棟 Ｈ５.８ 4,529.46㎡  
ライトセンター 

体育館 Ｈ５.８ 2,011.51㎡  

校舎 Ｓ40.10 3,785.29㎡  

特別教室棟 Ｓ41.３ 1,258.26㎡  

実習棟 Ｓ41.３ 1,523.55㎡  
二俣川看護福祉高等学校 

体育館 Ｓ42.３ 1,177.99㎡  

よこはま看護専門学校 本館 Ｓ42.３ 9,548.06㎡ 耐震補強済み 

 

３ 二俣川地区県有地の特徴 

 (1) 医療、福祉の視点 

二俣川地区の県有施設の特徴として、医療、福祉に関連した施設が多く集まっていることが

挙げられる。地域においても、二俣川駅からの点字ブロック等の整備が進んでおり、地元の商
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店街が全国に先駆けて「福祉の街づくり宣言」を行っている。 

 

 

二俣川銀座商店街において、二俣川北口再開発にともなって商店街の環境整備事業を

推進する際、障害をもった方々に安心して来てもらえる「人に優しい躍動感のある街」

をテーマにし、福祉の街づくり宣言が行われた。 

平成９年に環境整備事業が完成し、商店街には「二俣川フォルテ」という愛称が付け

られ、バリアフリーの街路整備などによって歩きやすい街づくりが進められた。 

 

 (2) 地形による制約 

   二俣川地区県有地は、全体が平面ではなく丘陵の形状をしており、最も高い尾根に当たる部

分に主要な道路である試験場通りが通っている。県有地内では、道路との間に段差があり、接

道部分が限定された施設が多く、また、敷地内に段差や傾斜地を有する施設も少なくない。 

   このため、土地利用にあたり、こうした地形的な条件が制約となる場合が生じることに留意

する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県有地内もしくは道路境界で段差や傾斜地となっている主な部分 

福祉の街づくり宣言 
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 (3) 周辺交通の状況 

   二俣川地区は、鉄道などの公共交通の便とともに、県内各地からの車でのアクセスも、周辺

交通が混雑することがしばしば生じるものの、比較的よい位置にある。 

ア 鉄道 

最寄り駅は相鉄線の二俣川駅で、当駅は、本線といずみ野線が分岐するとともに、横浜か

らの急行列車の最初の停車駅でもあるなど利便性の高い駅であることも相まって、一日あた

り８万人弱の乗降人員を有している。二俣川駅から二俣川地区県有地までは相鉄バスの利用

のほか、徒歩で15分程度である。 

イ 道路 

県内各地からは、国道16号線保土ヶ谷バイパスの本村インターで主要地方道横浜厚木線

（厚木街道）に降りた後、二俣川駅前で交差する試験場通りを利用するのが、一般的である。 

なお、厚木街道の試験場通りが交差する地点の交通量は、１日あたり３万台を超えており、

曜日や時間帯によって渋滞がしばしば生じている。 

試験場通りは、駅から二俣川県有地の手前までの間は商業地となっていることもあり、交

通量が多いものの、ニュータウン通り等の別の道路へ向かう車両が少なくないことから、県

有地内の交通量はさほど多くはない。 

しかしながら、県有施設の来場者の車により道路の両側に駐車場待ちの車列が発生するな

どの問題が、現状で発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                           

                                            

                                              

                                               

                                               

                                               

                                              

厚木街道 

保土ヶ谷バイパス 

試験場通り 

ニュータウン通り 

相鉄線二俣川駅 

二俣川地区県有地 

商業施設 

本村インター 

県有地 商業施設 
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１ 用途地域  

 二俣川県有地においては、第１種住居地域が大部分を占める。その他では、第１種中高層住

居専用地域と第１種低層住居専用地域があるが、第１種低層住居専用地域は、二俣川看護福祉

高校のごく一部が該当しているのみである。 

 

 第１種住居地域（第４
種高度地区） 

第１種中高層住居専用
地域（第３種高度地区） 

第１種低層住居専用地
域（第１種高度地区） 

建ぺい率 ６０％ ６０％ ５０％ 

容 積 率 ２００％ １５０％ １００％ 

最 高 限 ２０ｍ １５ｍ １０ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
第１種住居地域 

 第４種高度地区 
 
 
 
 
第１種中高層住居専用地域 
第３種高度地区 
 
 
 
 
第１種低層住居専用地域 
第1種高度地区 

 

二俣川地区県有地は、住居用の土地利用が想定されており、県有地周辺には住居が密

集している。なお、二俣川地区県有地に近い二俣川駅周辺では商業地としての土地利用

が展開されており、また、主要地方道である横浜厚木線が相鉄線と並んで走っているこ

とから、周辺からの流入交通や通過交通も多く、駐車場に関しては建築基準法に定めら

れたもののほか、横浜市条例による規制の対象区域となっている。 

３ 建築等にかかる規制 
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建築物の用途制限 
第１種低層住
居専用地域 

第１種中高層
住居専用地域 

第１種住居地
域 

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 ○ ○ ○ 
幼椎園、小学校、中学校、高等学校 ○ ○ ○ 
大学、高等専門学校、専修学校等 × ○ ○ 
図書館等 ○ ○ ○ 
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 ○ ○ ○ 
病院 × ○ ○ 
公衆浴場、診療所、保育所等 ○ ○ ○ 

老人ホ－ム、身体障害者福祉ホーム等 ○ ○ ○ 

公
共
施
設
等 

老人福祉センター、児童厚生施設等 ▲600m2以下 ○ ○ 
 

２ 横浜市市街地環境設計制度 

(1) 制度の概要 

昭和48年に制定された、敷地内に公共的に役立つ空間（公開空地）や施設を確保した建築

物について、高さや容積率を緩和する制度。建築計画について審査を行い、この制度の趣旨

に適合していると認められるものは、建築審査会の同意を得て市長による許可がなされる。 

   （参考資料36ページ参照） 

(2) 根拠法令 

建築基準法第59条の2、横浜国際港都建設計画高度地区、横浜都心機能誘導地区建築条例 

(3) 二俣川地区県有地における制度の活用 

二俣川地区県有地は、第１種中高層住居専用地域（第３種高度地区）及び第１種住居地域

（第４種高度地区）が占めており、高度地区（最高限）制限については、次の緩和措置の活

用が可能である。ただし、敷地の形状や建物の条件によっては必ずしも有利とはならないた

め、施設の機能、将来対応

などの条件を十分に検討

する必要がある。 

 

 

３ 建築・開発に関するその他の規制等 

 (1) 横浜市 

  ・宅地造成等規正法にかかる協議 

  ・福祉のまちづくり条例にかかる協議 

  ・建築物環境配慮計画の届出 

  ・建設リサイクル法にかかる届出 

  ・中高層建築物等の建築及び開発事業にかかる措置 など 

 (2) その他 

      道路内及び開発区域内の埋設物にかかる、電気、ガス事業者との協議 など 

 

 公開空地率 ０％ １５％ ２０％ 

第３種高度地区 １５ｍ ２０ｍ ３１ｍ 最
高
限 第４種高度地区 ２０ｍ ３１ｍ ３１ｍ 

※ ○建築可、×建築不可、▲一部可 
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４ 駐車場にかかる規制 

 (1) 用途地域によるもの 

建築物たる駐車場については、同一敷地内で建築物に附属する「付属駐車場」と、それに

該当しない「独立駐車場」とで規制の内容が異なる。また、付属駐車場は、一団地の敷地内

について別に制限がある。 
用途地域 付属駐車場 独立駐車場 

第１種住居地域 車庫部分を除いた建物の延べ床面積
の１／２以内かつ２階以下 

床面積300㎡以内かつ２階以下 

第１種中高層住
居専用地域 

床面積3,000㎡以内で、建物の延べ床
面積の１／２以内かつ２階以下 

床面積300㎡以内かつ２階以下 

第１種低層住居
専用地域 

床面積600㎡以内で、建物の延べ床面
積の１／２以内かつ１階以下 

禁止 

  (2) 駐車場法、横浜市条例によるもの 

ア 駐車場法 

次の３つの要件に全て該当する駐車場については、駐車場法の規定により、定められた

構造基準に基づいて設置し届け出る必要がある。 

① 一般公共の用に供されるもの（一時預かり駐車場、時間貸し駐車場等） 

② 駐車料金を徴収するもの 

③ 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500㎡以上のもの 

求められる基準については、道路交通法などに定められており、代表的なものを次にあ

げる。 

 

 
出入口 

○交差点の側端、道路の曲がり角、横断歩道・自転車横断帯の側端、横断歩道橋（地
下横断歩道を含む）の昇降口から５ｍを超えていること 

○バスの停留所、標示柱、標示板から10ｍを超えていること 

○坂の頂上付近、勾配の急な坂に設けないこと 

○前面道路は、幅員６ｍ以上かつ縦断勾配10％以下であること 

○駐車スペースが6,000㎡以上の場合は、出入口を分離し、それらの間隔を10ｍ以上
とすること 

など 

 
車路 

○相互通行は5.5ｍ、一方通行は3.5ｍ以上の幅員をとること 

○駐車場の梁下高さ（配管、標識、照明等も含む有効高さ）は、車路では2.3ｍ以上、
車室では2.1ｍ以上とること 

○屈曲部においては、5.0ｍ以上の内のり半径を確保すること 

○傾斜部においては、縦断勾配が17％以下で、粗面又は滑りにくい材料とすること 

○車路の路面10ルックス以上、車室の床面２ルックス以上の照明装置を設けること 

など 

駐車場の基準 
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イ 横浜市条例 

横浜市域内で一定の要件を満たす建物を新築、増築、用途変更する場合には、横浜市駐

車場条例に基づく附置義務駐車施設の設置が義務づけられている。 

市条例に拠れば、「周辺地区又は自動車ふくそう地区」に指定されている場合、次に挙

げた特定用途の延べ面積が2,000㎡を超える場合に条例の対象となり、一定規模の駐車場

の設置が義務付けられ、二俣川地区県有地は、全域がその指定を受けている。 
 
《特定用途》 
○百貨店・その他の店舗，事務所 
○倉庫，工場  
○その他の特定用途 
劇場，映画館，演芸場，観覧場，放送スタジオ，公会堂，集会場，展示場， 
結婚式場，斎場，旅館，ホテル，料理店，飲食店，待合，キャバレー，カフェー，
バー，ナイトクラブ，舞踏場，遊技場，ボーリング場，体育館，病院，卸売市場 

 
特定用途として、現在二俣川県有地で該当する施設はがんセンターのみと解されるが、

仮に地区内で新たにがんセンターを建てる場合の駐車場附置義務台数の算定方法は、延べ

床面積を250㎡で除した（小数点以下切り上げ）数となる。 

 

(3) その他 

  延べ床面積が１万㎡以上の施設については、警察との事前協議が必要。 
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主な課題 
(1) がんセンター 

○ 平成17年３月に策定した「がんへの挑戦・10か年戦略」を踏まえ、放射線検査・治療施設

の整備、病床の見直しや外来治療機能、臨床研究所機能の充実等を図るため、がんセンター

の総合的整備が必要となっている。（参考資料44ページ参照） 

○ 病院事業庁において平成17年度に検討された計画案（現計画案）では、業務を継続しなが

ら、現敷地と隣接する元衛生研究所敷地に順次建替えることとしており、整備期間の長期化

や整備費が増大すること、さらに、整備期間中の騒音や振動による入院患者等への負担が懸

念されている。 

○ 現計画案では、現がんセンター及び元衛生研究所を合わせた約２万７千㎡の敷地に整備す

ることとしているが、この面積では、求められる入院患者等の安らぎやくつろぎの場として

の緑地等の確保が困難となっている。 

 

(2) 自動車運転免許試験場 

○ 施設については老朽化が著しく、耐震化されていない建物が多いことから、その対応が必

要となっている。また、増築を重ねたことによる利用者動線の混乱やバリアフリー化の遅れ

などの問題が生じている。 

○ 運転免許にかかる行政処分者に対する講習等の業務については、一部が神奈川区六角橋に

ある交通安全センターでも実施されており、業務の分散化が生じ、非効率となっている。 

○ 道路交通法の改正に伴う免許区分の変更により、新大型免許技能試験コースの整備が必要

となっている。（参考資料49ページ参照） 

 

 

 

 

 

二俣川地区県有地（約26.7ヘクタール）には、がんセンター、自動車運転免許試験場及

び産業技術短期大学校など15施設が設置されている。 

このうち、がんセンターは｢がんへの挑戦・10か年戦略｣に基づく整備計画の策定作業を

進めており、自動車運転免許試験場についても機能の見直しや老朽化対策などが必要とな

っているほか、元衛生研究所や県職員公舎の再編に伴う跡地の利活用についても課題とな

っている。 

また、がんセンター及び自動車運転免許試験場の利用者用駐車場が不足しているため、

駐車待ちの車列による交通渋滞が発生していることから、当面の対応として元衛生研究所

を暫定駐車場として活用しているが、今後の整備に伴い、恒久的な駐車場対策が求められ

ている。 

４ 地区における課題 

道交法改正に伴う新たな大型免許について 
・ 現行の免許制度では、車両重量８t（積載量５t）を境に普通免許と大型免許に分かれている。 
・ 平成16年の道路交通法改正により、平成19年６月１日以降は、新たに中型免許(車両重量５t以
上11t未満)が設けられ、３段階の免許制度となる。 

・ このため、警察庁交通局長通知により示された基準にあった、新たな大型技能試験コースが必
要となる。 
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(3) その他の施設 

ア 産業技術短期大学校 

○ 西キャンパスについては、施設の老朽化が著しく、耐震化されていない建物であること

から、その対応が必要となっている。 

○ 東キャンパスについては、土地の有効利用の観点から施設規模について検討が必要とな

っている。 

イ 職員アパート 

平成25年度に廃止予定である県職員二俣川南アパートの利活用の検討が必要となってお

り、その他の施設についても、職員公舎の再編整備計画の見直し等を踏まえた利活用の検討

が必要となっている。 

ウ その他 

元身体障害者更生指導所（がんセンターあゆみ園として利用中）や災害救助用備蓄物資保

管倉庫等の各施設については、適正配置や敷地面積等の適否について検討が必要となってい

る。また、計画が策定された後、跡地となる施設については、その後の利活用の検討が必要

となっている。 

 

(4) 交通対策 

○ 元衛生研究所の敷地に暫定駐車場として60台分の駐車スペースを確保したが、現在でも、

駐車台数は十分ではなく、曜日や時間帯によって公道上に駐車場待ちの車列が発生しており、

その解消策が必要となっている。 

○ 駐車待ちの車列が道路上に滞留していることから、路線バスの運行など周辺交通に影響を

及ぼしており、交通動線も含めた抜本的な交通対策が必要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がんセンター及び自動車運転免許試験場の常時利用されている駐車場 

がんセンター駐車場 約 300台 

(暫定駐車場 約 60台) 

自動車運転免許試験場駐車場 約 200台 
駐車場入口が向かい合っ
ているため、道路の両側に
駐車場待ちの車列が発生
し、交通の妨げとなる。 


