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横浜市都市計画マスタープラン・旭区プラン 

「旭区のまちづくり」（抜粋） 

 

まちづくりの目標 

身近な生活圏に必要な機能が充実したまちとなるよう、くらしを大切にしたまちをまちづくりの目標としま

した。具体的にはつぎのようなまちをめざします。 

●水と緑に囲まれて自然と身近にふれあえるまち 

 帷子川や丘陵地の緑を大切にし、自然とふれあうことのできるまちをめざします。 

●交通ネットワークが整って気軽に外出できるまち 

 駅や公共施設などまでの道路や交通手段が整っており、歩行者が安全で快適に歩ける環境が

整ったまちをめざします。 

●駅周辺がにぎわいくらしが便利で楽しいまち 

 二俣川・鶴ヶ峰駅周辺には副都心にふさわしい機能が集積し、その他の駅周辺では区民の日

常生活を支える施設や機能が整っているまちをめざします。 

●地域で支えあい安心して住み続けられるまち 

 災害に強く、子供からお年寄りまで誰もが安心して住み続けられる生活環境が整ったまちを

めざします。 
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駅周辺のまちづくり方針 

目 標  駅周辺がにぎわい くらしが便利で楽しいまち 
＜現況と課題＞ 

相模鉄道線が本線といずみ野線に分岐する二俣川駅は、一日の平均乗降客数が約８万人とな 

っており、区内で一番利用者数の多い駅です。周辺には、こども自然公園、県立がんセンター、 

ライトセンター、運転免許試験場などの広域利用圏をもつ公共施設が多数立地しています。北 

口では、再開発や駅舎改良、二俣川銀座商店街のモール化が完了するなど、周辺の基盤整備が 

進んでいます。 

一方、南口は、駅ビル等の老朽化や、駅周辺の高度利用が進まないなどの課題があります。 

 

＜まちづくり方針＞ 

エネルギッシュに活動する二俣川駅周辺 

・厚木街道（横浜厚木線）や自然公園通りの交通混雑を解消し、自動車による移動が円滑にできる 

よう鴨居上飯田線の早期実現をはかります。 

・南口周辺は、鴨居上飯田線の整備にあわせ、駅前広場の整備や商業・業務機能の集積をはかるた 

め再開発を行います。 

・バリアフリー遊歩道や休憩施設（ポケットパーク、ベンチ等）の整備により、安全で快適な歩行 

環境づくりを進めます。 

・仕事や買い物だけでなく、人々が集い楽しめる賑わいの場づくり（シンボル広場、滞在空間の整 

備等）を進めていきます。 

 

道路・交通のまちづくり方針 

＜まちづくり方針＞ 

 (1)安全で渋滞のない道路ネットワークづくり 

①まちの骨格となる幹線道路や地区幹線道路を整備します 

②住宅地内の生活道路を広げます 

③道路の交通渋滞をなくします 

 
(2)だれもが安心なバリアフリーの交通環境づくり 

①安全・快適に歩けるようにします 

②交通のバリアフリー化を進めます 

 
(3)気軽に外出できる公共交通の実現 

①電車やバスなどの公共交通網を充実していきます 

②新たな交通環境を工夫していきます 
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横浜市市街地環境設計制度 住宅地（住居系地域）適用対象及び緩和基準  
 
次の要件を全て満たし、かつ、既存の住宅地の街並みや住環境との調和が十分に図られるものに限り、

緩和を行う。 
 
１ 敷地規模及び空地率 
（１）敷地規模  第１表の敷地規模を有すること。 

第１表 必要敷地規模 
用途地域 必要敷地規模

第１種・第２種低層住居専用地域 3,000㎡以上 
第１種・第２種中高層住居専用地域、第１種・第２種住居地域、準住居地域 2,000㎡以上 
※敷地の過半が属する用途地域による。 

 
（２）空地率  第２表の空地率を確保すること。 

第２表 必要空地率 
基準建ぺい率（Co） 必要空地率 
55％ ＜Co≦ 100％ （100%－Co）＋20%以上 
50％ ＜Co≦ 55％ 65%以上 
Co≦ 50％ （100%－Co）＋15%以上 
※空地率････ 100－計画建ぺい率（％） 

 
２ 前面道路の幅員等 
前面道路の幅員が６ｍ以上であり、６ｍ以上の幅員を有する道路に有効に接続しており、かつ、原

則として敷地外周の１／７以上が１箇所で当該道路に接するものとする。 
ただし、高度地区（最高限）制限のみの緩和の場合に限り、周囲の状況により、交通上、安全上支

障がなく、かつ、周辺環境の維持向上に寄与するものについては、接続する道路の幅員を５．５ｍ以

上とすることができる。 
 
３ 有効公開空地面積率 
有効公開空地面積率を、形態制限の緩和の内容に応じて次の数値以上確保するものとする。 

（１）容積率制限の緩和を行う場合は、２０％以上、かつ、第４表による数値以上 
（２）高度地区（最高限）制限による絶対高さの緩和を行う場合は、１５％以上、かつ、第５表による

数値以上 
（３）容積率制限と高度地区（最高限）制限の同時緩和を行う場合は、次の式による数値以上 

容積率の割増と高さ制限の  容積率の緩和に  高さ制限の緩和に 
緩和を同時に行う場合の  ＝ 必要な有効公開 ＋ 必要な有効公開  －１０％ 
必要な有効公開空地面積率  空地面積率    空地面積率 

 
４ 環境条件 
次の各号に定める環境上の要件をすべて満たすこと。 

（１）絶対高さ制限を超える建築物は、圧迫感に対する配慮、通風の確保を図るため、建築物の長さに

十分配慮すること。 
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（２）市長が特に重要と認める公園や公共施設等からの見晴らしに配慮すること。 
（３）建築物の形態、外壁の材質や色彩等において質の高い建築デザインであること。 
（４）「ハートビル法（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律）」

に定める特定建築物に該当するものは、利用円滑化基準に適合する計画であること。 
（５）建築物の規模・用途に応じた駐車施設、駐輪施設、集会場等付帯施設の整備を行うこと。 

なお、住宅を含む計画については原則として住戸数分以上の駐車施設及び住戸数の１．５倍以上

の駐輪施設の整備を行うこと。 
（６）駐車施設の出入り口は通行上支障のないよう計画すること。なお、建築物に集中する交通が待ち

行列を生じる場合、周辺交通に影響を与えない計画とすること。 
（７）外壁面からの水平距離が、当該外壁面の高さの平方根の１／２以内で落下物のおそれのある部分

においては、危険防止対策を講じること。 
（８）消防活動上有効な施設として防火水槽を設置すること。また、災害時に備えた食料の備蓄庫及び

飲料水の貯留施設の設置等の措置を適切に講じること。 
（９）敷地内の空地には、敷地面積の５％以上の緑地を設けること。 
（10）住宅を含む計画については、各住戸の一以上の居室の開口部（バルコニーがある場合はその先端
部分）で、冬至日の真太陽時午前８時から午後４時までの間で第３表に掲げる数値以上の日照時間

を得られる計画とし、将来にわたり日照を確保できること。ただし、周囲の状況等によりやむを得

ない場合は、敷地外の建築物等からの日影は考慮しないことができる。 
また、敷地が二以上の用途地域にわたる場合は、建築物の部分が属する用途地域の日照時間を確

保すること。 
第３表 自己日照時間 
用途地域 日照時間 
第 1種・第 2種低層住居専用地域、第 1種・第 2種中高層住居専用地域 ４時間 
第 1種・第 2種住居地域、準住居地域 ３時間 

（11）次の各号に定める事項を満足するよう努めなければならない。 
ア 「横浜市福祉のまちづくり条例」の表示板交付基準に適合した計画であること。 
イ 「横浜市街づくり協議要綱」等に定める街づくり協議指針の内容に適合した計画であること。 
ウ 横浜市生活環境の保全等に関する条例第９章の２（建築物の建築に係る環境への負荷の低減）

第１４１条の４第１項の適用を受ける建築物は、その規定における建築物環境配慮計画の届出に

おいて、「CASBEE横浜」での評価値がＡランク以上となること。 
（12）建築協定の区域内及びその隣接地にあっては、当該協定の内容に配慮した計画であること。 
 
５ 緩和基準 
（１）容積率の割増 

容積率の割り増しは、児童福祉施設等の地域のまちづくりに資する施設について、その貢献度に

応じ、第４表に従い緩和する。 
第４表 割増容積率と有効公開空地面積率 
基準容積率（Vo） 割増容積率（Ｖ） 割増容積率の上限

100%≦Vo＜300% Ｖ＝Ａ 100％ 
Vo＜100% Ｖ＝Vo×Ａ／100  
Ａ：有効公開空地面積率（％） 
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（２）高度地区（最高限）制限の緩和 
次の基準を全て満たし、かつ、既存の住宅地の街並みや住環境との調和が十分に図られるものに

ついて、緩和する。ただし、第１種及び第２種低層住居専用地域内の建築物については、原則とし

て緩和しない。 
ア 建築物は隣地境界線及び道路中心線から５ｍ以上離して建築しなければならない。ただし、自

動車車庫、駐輪場その他これらに類する用途に供し、かつ、軒の高さが２．３ｍ以下であるもの

は除く。 
イ 北側斜線制限は原則として緩和しない。 
ウ 高度地区ごとに、第５表に掲げる有効公開空地面積率を確保すること。 
第５表 絶対高さ制限の緩和と必要有効公開空地面積率 

必要有効公開空地面積率 高さ 
第３種 第４種 

15m＜Ｈ≦20m １５％以上 ― 
20m＜Ｈ≦31m ２０％以上 １５％以上 
緩和限界 ３１ｍ ３１ｍ 

エ 高度地区ごとに、第６表に掲げる斜線制限に適合していること。 
第６表 周辺配慮斜線制限 
高度地区 周辺高度地区 周辺配慮斜線 周辺北側斜線 

第１種・第２種 10m＋0.6L1 5m＋0.6L2 第３種 
第３種・第４種 15m＋0.6L1 7m＋0.6L2 
第１種・第２種 10m＋1.0L1 5m＋0.6L2 
第３種 15m＋1.0L1 7m＋0.6L2 

第４種 

第４種 20m＋1.0L1 7.5m＋0.6L2 
L1：建築物の各部分から敷地境界線までの最小距離 
L2：建築物の各部分から真北方向の高度地区の境界線までの水平距離 



（対象・区分） （基本料金） （超過料金）

①外来患者 免除

②一般 100円／30分

①外来患者 免除

②一般 150円／30分

①患者 3時間まで200円 以後1時間100円
②面会者 1時間まで300円 以後1時間100円
③業者 1時間まで300円 以後1時間200円
④一般利用 1時間まで500円 以後30分300円

独立行政法人国立病院機構
南横浜病院 － 無料

①患者・付添 3時間まで100円 以後1時間100円

②身障者・付添 無料

③見舞・面会 1時間100円 以後1時間200円

④一般利用 1時間400円

都立松沢病院 （利用者限定） 無料

都立清瀬小児病院 無料

①患者・付添 3時間まで100円 以降１時間毎に100円

②入院患者 1日　600円

③身障者、連携医 無　料

④見舞・面会 1時間まで100円 以降１時間毎に200円

⑤一般利用 1時間毎に400円

埼玉県 埼玉県立がんセンター － 無料

千葉県 千葉県がんセンター － 無料

茨城県
茨城県立中央病院
茨城県地域がんセンター － 無料

①外来患者 1回100円 （処理後1時間100円）

②身障者 無料

③面会 30分まで無料 以後1時間100円

群馬県 県立がんセンター － 無料

①外来患者 無料

②その他 40分まで無料 以後30分ごとに100円

利用者一律 30分以内無料 30分を超え、4時間以内100円

4時間を超えた場合、4時間ごと100円

①外来患者 無料

②その他 有料

①外来患者・付添 無料 （処理後30分以降1時間100円）

②一般 30分まで無料 以後1時間100円

①外来患者・家族面会 3時間まで200円 3時間を越え6時間まで200円／時間

6時間を越える時200円／30分

②一般面会者 1時間まで400円 1時間を越える時200円／30分

③身体障害者 無料

川崎市立井田病院 － 無料

横浜市立脳血管医療センター ①利用者一律 30分まで無料 3時間まで300円

横浜市立みなと赤十字病院 以後1時間100円

横浜市立市民病院 ②身体障害者等 無料

横浜市立大学付属病院

横浜市立大学附属
市民総合医療センター

39

神奈川県近隣及び県内の公立病院の駐車場整備状況

国立

病院名
駐車料金

県立

県立足柄上病院

循環器呼吸器病センター

静岡県

栃木県

山梨県

静岡県立静岡がんセンター

山梨県立中央病院

新潟県立がんセンター新潟病院新潟県

愛知県がんセンター愛知県

川崎市立多摩病院
(聖マリアンナ医科大学管理指定）

川崎市立川崎病院

横浜市

川崎市

東京都

(財）東京都保健医療公社
荏原病院

栃木県立がんセンター

国立がんセンター中央病院

都立広尾病院、大塚病院、駒込病院、墨
東病院、府中病院、神経病院



添付図書 技術的基準

□ 交差点の側端から５ｍを超えているか （国土交通大臣が認めたものを除く）

□ 道路の曲がり角から５ｍを超えているか

□ 横断歩道、自転車横断帯の側端から前後５ｍを越えているか

□ トンネルに設けていないか（国土交通大臣が認めたものを除く）

□ 安全地帯の範囲から前後１０ｍを超えているか

□ バスの停留所、標示柱、標示板から１０ｍを超えているか

□ 踏切の側端から前後１０ｍを超えているか

□ 軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂に設けていないか

□ 横断歩道橋（地下横断歩道を含む）の昇降口から５ｍを超えているか

□

□

□ 前面道路の幅員が６ｍ以上か　（　　　　ｍ）

□ 前面道路の縦断勾配が１０％以下か　（　　　　％）

□

□

□ 自動車の出入りに伴う回転を容易にするため、必要がﾞある場合、１．５ｍ以上の隅切りがあるか

□

車路
（施行令第8条）

□

※ 右の「技術的基準」の各項目

　　 を満たしていることを表示した

　　 図面を添付して、レ点チェック

　　 してください。

道
路
交
通
法
関
係

出入口
(施行令第7条）

      【自動二輪車専用駐車場】 は
    大型及び普通自動二輪車専用
    の路外駐車場又はその部分の
　　ことです。

駐車スペースが６，０００平方メートル以上の場合、出入口を分離し、それらの間隔が１０ｍ以上あるか
（前面道路に中央分離帯等がある場合を除く）

小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短
期治療施設、児童公園、児童遊園、児童館の出入口から２０ｍを超えているか

出口から２ｍ 【１．３ｍ】 後退した車路の中心線上１．４ｍの高さで、道路中心線に直角に向かって左右60度以上見渡
せ、歩行者等視認できるか （図１　参照）　※ 自動二輪車専用駐車場は、【】内の数値とする。

　必須

□ 地形図（案内図）

　　 1/10000以上

□ 平面図

　   1/200以上

橋に設けていないか（国土交通大臣が認めたものを除く）

前面道路が２以上ある場合、自動車交通に支障を及ぼす恐れの少ない道路に設けているか
（歩行者の通行に著しい支障を及ぼす恐れがある時などを除く）

路外駐車場の届出図書チェックシート [１] ・・・必ず記入してください。

駐車場の名前

　　

　チェックシート作成者　（お名前、連絡先、法人の方は部署名も記載してください。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（　　　　　）　　　　　－　

　　※　次の各項目の基準を満たしていることを確認して、レ点チェックしてください。

車路の幅員が相互通行は５．５ｍ 【３．５ｍ】 以上あるか、一方通行は ３．５ｍ 【２．２５ｍ】 以上（駐車料金の徴収施設が
設置されており、歩行路の兼用しない箇所については２．７５ｍ 【１．７５ｍ】 以上）あるか
※ 自動二輪車専用駐車場は、【】内の数値とする。
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添付図書 技術的基準
車路・車室
（施行令第8,9条） □

□

□

避難階段
（施行令第10条） □

防火区画
（施行令第11条） □

換気装置
（施行令第12条） □

照明装置
（施行令第13条） □

警報装置
（施行令第14条） □

特殊の装置
（施行令第15条） □

車路の屈曲部において、５．０ｍ 【３．０ｍ】 以上の内のり半径を確保しているか （図２　参照）
※ 自動二輪車専用駐車場は、【】内の数値とする。

　建築物の場合

□ 各階平面図

　　　　換気装置、照明装置が

　　　　基準を満たしていることを

　　　　表示してください。

□ 2面以上の立面図

□ ２面以上の断面図

□ その他必要な図面

 　 いずれも1/200以上

　特殊の装置が有る場合

□ 大臣認定書

※ 右の「技術的基準」の各項目

　　 を満たしていることを表示した

　　 図書を添付して、レ点チェック

　　 してください。

　　

　　※　次の各項目の基準を満たしていることを確認して、レ点チェックしてください。

路外駐車場の届出図書チェックシート [２] ・・・建築物の場合のみ記入してください

特殊の装置を用いる場合、大臣の認定があるか

駐車場の名前

給油所その他の火災の危険がある施設を附置する場合は、耐火構造の壁又は特定防火設備で区画しているか

１時間に１０回以上直接外気と交換できる換気装置を設けているか、又は、換気に有効な開口部の面積がその階の床面
積の1/10以上あるか

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ているか

自動車の出入り及び道路交通の安全確保のために必要な警報装置を設けているか

直接地上へ通ずる出口のない階には、建築基準法施行令に規定する避難階段又はこれに代わる設備を設けているか

　　　　　　　　　　入口　　　出口 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相互通行５.５ｍ以上

 図 １　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図 ２
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一方通行３.５ｍ以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　60° 60°　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 内法回転半径
　前面道路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　    ５ｍ
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中心線

車路の傾斜部において、縦断勾配が17％以下で、粗面又は滑りにくい材料か　（　　　　　％）

駐車場の梁下高さ（配管、標識、照明等も含む有効高さ）が、車路では２．３ｍ以上、車室では２．１ｍ以上あるか
（車路　　　　ｍ）（車室　　　　ｍ）
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要綱及び指導方針 概要・確認申請事務等 担当窓口

1

横浜市都市計画法施行細則
横浜市開発審査会条例
開発事業の調整等に関する
条例

開発許可の手引き

市街化区域500㎡以上の開発
開発事業構想の周知及び住民の意見聴取
手続、周辺環境への配慮等に関する協議、
整備すべき施設等の基準
【事前届・開発構想書・状況説明等報告書】

まちづくり調整局建築・宅地指導
センター
宅地審査課　045-210-9813
中区山下町193-1　昭和シェル
山下町ビル

2
開発事業等の計画立案に
当っての環境配慮の調整等
手続き

横浜市開発事業等の計
画の立案に係る環境面か
らの調整等に関する要綱

開発事業の計画立案に当って環境情報の提
供、環境配慮の調整等

環境創造局
環境影響評価課　045-671-4101
中区真砂町2-22　関内中央ビル

3
宅地造成等規正法
横浜市宅地造成等規正法施
行細則

宅地造成の手引き

宅地造成規制区域内で一定の造成工事を
行う場合は同法８条許可要（都道府県が行う
場合は許可に代わる協議）
【許可通知書・検査済証】

まちづくり調整局建築・宅地指導
センター
宅地審査課　045-210-9813
中区山下町193-1　昭和シェル
山下町ビル

4
建築基準法
横浜市建築基準条例

建築確認申請、検査及び相談
まちづくり調整局建築・宅地指導
センター
建築審査課　045-210-9857

5
横浜市中高層建築物等の建
築及び開発事業に係る住環
境の保全等に関する条例

日照阻害、工事騒音、電波障害等近隣対策
【近隣説明等報告書・審査終了通知書】

まちづくり調整局総務部
中高層調整課　045-671-2350
中区港町1-1　横浜市庁舎

6
横浜市環境影響評価条例
横浜市環境の保全及び創造
に関する基本条例

横浜市環境評価技術指
針

建築物の建築に際して、建築主の総合的な
環境配慮の取組みを促す制度。床面積
5,000㎡以上

まちづくり調整局建築・宅地指導
センター
建築環境課　045-210-9926

7 横浜市福祉のまちづくり条例
横浜市福祉のまちづくり
条例施設整備マニュアル

官公庁・福祉・医療・教育・集会・金融・公益
は全施設、住宅・事務所等は1,000㎡以上
【協議終了通知書】

まちづくり調整局建築・宅地指導
センター
建築環境課　045-210-9926

8 建築物省エネルギー法 省エネルギー計画書
省エネルギー計画書の提出。床面積2,000
㎡以上
竣工後３年毎に報告

まちづくり調整局建築・宅地指導
センター
建築環境課　045-210-9926

9 ハートビル法

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる
特定建築物の建築の促進に関する法律第６
条の規定による認定。
【認定書】

まちづくり調整局建築・宅地指導
センター
建築環境課　045-210-9926
中区山下町　横浜ニューポートビ

10
建築基準法
横浜市建築基準条例

横浜市市街地環境設計
制度

建築基準法及び建築基準条例の制限を越
える許可、認定

まちづくり調整局建築・宅地指導
センター
建築環境課　045-210-9926
中区山下町　横浜ニューポートビ

11
建築基準法
横浜市建築基準条例

建築基準法上の道路の判定、相談、位置の
指定

まちづくり調整局建築・宅地指導
センター
建築道路課　045-210-9879

12 駐車場条例

横浜市駐車場条例施行
規則
横浜市駐車場条例取扱
基準

附置義務駐車場の届出、前面道路の幅員、
駐車施設の区画等の基準
【設置届出受理書】

まちづくり調整局建築・宅地指導
センター
宅地審査課　045-210-9813
中区山下町193-1　昭和シェル
山下町ビル

13 駐車場法
一般公共の用に供し、料金を徴収し、駐車ス
ペース500㎡以上は届出を要す

都市整備局
企画課　045-671-3853
中区港町1-1　横浜市庁舎

14 緑の環境をつくり育てる条例
建築物を建築する際に、緑化協議書を締
結。
敷地面積500㎡以上

環境創造局
開発調整課　045-671-3946
中区真砂町2-22　関内中央ビル

15 横浜市屋外広告物条例
良好な景観を形成し、若しくは風致を維持す
るための屋外広告物の規制
【屋外広告物許可書】

環境創造局
環境管理課　045-671-2648
中区真砂町2-22　関内中央ビル

16
下水道法
横浜市下水道条例

横浜市排水設備要覧
雨水流出抑制施設の設
置・維持管理の手引き

下水施設等に関する同意、協議
環境創造局
開発調整課　045-671-3946
中区真砂町2-22　関内中央ビル

17 地下排水槽設置の事前指導
地下排水槽の設置等に
関する指導規準

地下排水槽を伴う排水設備の計画確認は事
前協議要
【確認通知書】

環境創造局
管路保全課　045-671-2829
中区真砂町2-22　関内中央ビル

18
廃棄物等の減量化、資源化
及び適正処理に関する条例

事業用大規模建築物に
おける廃棄物の保管場所
及び再生利用等の対象と
なる廃棄物保管場所の設
置に関する指導規準

事業系大規模建築物廃棄物保管場所設置
基準
床面積3,000㎡以上
【廃棄物保管場所設置届出書】

資源循環局
事業系対策課　045-671-3814
中区住吉町1-13　松村ビル

19
地域冷暖房推進指針の手続
き

エネルギーの効率的な利用の推進、及び地
球温暖化の防止、大気汚染の防止などの環
境への負荷の低減を図る

資源循環局
温暖化対策課　045-671-4103
中区住吉町1-13　松村ビル

20 建設リサイクル法
建築物の解体工事に係る
指導要綱

すべての解体工事、新増築500㎡。修繕模
様替１億円、工作物土木工事等500万円以
上となる工事について、分別解体、再資源化
等が義務付け

資源循環局
産業廃棄物対策課　045-671-
2511
中区住吉町1-13　松村ビル
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要綱及び指導方針 概要・確認申請事務等 担当窓口

二俣川地区の開発・建築規制の状況
許可・協議項目（法令・条例）

21
消防法
横浜市火災予防条例

建築物等の新築、増改築、用途変更及び消
防用設備等の設置、変更等に係る手続き
階数５以上又は床面積3,000㎡以上

安全管理局
指導課消防設備係　045-334-
6633

22 受水槽施設設置事前指導 受水槽施設設置基準
設置箇所、点検スペース、安全対策、水槽構
造等
口径７５以上の工事の場合は配水センター

旭福祉保健センター
生活衛生課　045-954-6101
旭区鶴ヶ峰1-4-12

23 ビル管理法
建築物環境衛生管理基
準

建築物衛生環境確保、床面積3,000㎡以上
【特定建築物事前指導票・福祉保健センター
長意見書】

旭福祉保健センター
生活衛生課　045-954-6101
旭区鶴ヶ峰1-4-12

24 水道施設事前審査
直結方式φ75㎜以上、受水槽方式１日120
ｍ3以上

横浜市水道局
西部配水管理所　045-363-1541
瀬谷区二ツ橋町553

25
大規模施設の駐車施設県警
協議

床面積10,000㎡以上、事前協議要
神奈川県警本部
交通規制課協議係　045-211-
1212

26 特定建築物の事前指導

横浜市特定建築物事前
指導に関する事務手続
要領
特定建築物の届出等事

特定建築物の衛生的な維持管理に適した構
造設備を確保する
床面積3,000㎡以上、事前協議及び竣工後、
特定建築物の使用開始届

旭区役所生活衛生課
環境衛生係　045-954-6168
旭区鶴ヶ峰1-4-12

27 受水槽施設等の事前指導
横浜市受水槽等事前指
導に関する事務手続要
領

「受水槽等給水設備の設計、施工に関する
衛生上の指導指針」にそって、受水槽等施
設の設置計画に対して事前に指導

旭区役所生活衛生課
環境衛生係　045-954-6168
旭区鶴ヶ峰1-4-12

28 電波法
高さ31ｍを超える建築物、工作物は電波法
の手続きを要す

総務省関東総合通信局無線通
信部
陸上第一課　03-5220-5527

29 埋設管協議　電気
道路内及び開発区域内の地中線の解体撤
去及び敷設協議

東京電力横浜支社横浜制御所
配電保守グループ　045-314-
9201

30 埋設管協議　ガス
道路内及び開発区域内の埋設管の解体撤
去及び敷設協議

東京ガス㈱神奈川導管保全照会
工事グループ
照会工事チーム　045-313-8004

31 埋設管協議　ケーブルテレビ
道路内及び開発区域内の地中線の解体撤
去及び敷設協議

横浜ケーブルビジョン㈱
施設課　045-366-7911
横浜市旭区二俣川2-91
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平成19年１月11日記者発表資料(抜粋) 

 

「がんへの挑戦・10か年戦略」第２ステージに向けたアピール 
～ がん克服に向けて県・県民会議・支援する会が連携して取り組みます ～ 

 

 
○ 高度で先進的な治療が受けられるように 
① 県立がんセンターについては、増加するがん患者への対応や最新のがん医療に対応することを目的とし
て、ＰＦＩ手法により、総合整備に着手します。 
② 県立がんセンターの総合整備に合わせて、重粒子線治療装置について「がん医療と患者・家族を支援する
会」と連携しながら導入を図ります。 

○ 患者や家族ががんに正面から向き合うことができるように 
がんの臨床研究と県内医療機関の情報提供を充実するとともに県行政だけでなく「神奈川がん克服県民会
議」や「がん医療と患者・家族を支援する会」と共同して、患者や家族ががんに正面から向き合えることがで
きる環境づくりに努めます。 
○ 県民の皆様へ 
県民の皆様には、引き続き、がんにならないよう自らの生活習慣の見直しを行うともに、早期発見に向けが
ん検診の受診をお願いいたします。 

平成19年１月11日   神奈川県知事 松沢 成文 
   神奈川がん克服県民会議会長 田中 忠一 
   がん医療と患者・家族を支援する会会長 藤木 幸夫 

【参考資料】 

１ 県立がんセンター整備について 
神奈川県立がんセンターの機能強化については、「がんへの挑戦・10か年戦略」に位置付け、重点的に取り組
むこととしておりますが、このたび、整備手法につきましてＰＦＩ方式を活用することといたしました。 
(1) 課題 
① 待機患者が常時300名を超えており、待機患者の解消が喫緊の課題である。 
② 増加する外来化学療法及び放射線治療に速やかに対応する必要がある。 
・外来化学療法件数 平成12年度 4,290件 → 平成17年度 8,998件 
・放射線治療件数 平成12年度36,014件 → 平成17年度42,387件 
③ 建物が老朽化・狭あい化し、導入が困難となっている最新の医療技術の導入や患者のプライバシー保護な
どに配慮する必要がある。 

(2) 整備にあたっての基本的な考え方 
①  増加する待機患者への対応 
・外来診察室の増室 
・手術室の増室 
②  外来化学療法件数の増加への対応 
・外来治療室の増室 
③  診断・検査用の医療機器、内視鏡や放射線治療機器の技術革新に対応した、最新技術の導入 
・最新のＣＴ・ＭＲＩの導入 
・リニアックを中心とした放射線治療装置の増設 
④  療養環境の改善とともに患者さんに優しい、患者さん中心の医療の実現 
・4床室を中心に整備及び個室の充実 
・1床当たり面積の増加 
⑤  新しいがんの診断法、治療法を神奈川から発信 
・臨床研究機能の充実 
・がんに関する情報の収集・提供の充実 

(3) 整備規模について 
病床数 現状の415床程度 
延床面積 45,000～50,000㎡程度（現状 33,233㎡） 
総工事費 200～250億円程度 
平成24～25年度中のオープンを目指す 
(今後のＰＦＩの導入によって整備規模は変動します) 

 
２ 重粒子線治療装置の導入について 
「がんへの挑戦・10か年戦略」の中で、国が開発を進めている、普及型の重粒子線治療装置を県立がんセンター
へ導入を図ります。 

第２ステージに向けたアピール 
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横浜地区地域保健医療計画（抜粋） 
 
二次保健医療圏 
○ 横浜市は，横浜北部，横浜西部，横浜南部の３つの保健医療圏に分かれ
ています。 
横浜北部は、鶴見区，神奈川区，港北区，緑区，青葉区，都筑区 
横浜西部は、西区，保土ヶ谷区，旭区，戸塚区，泉区，瀬谷区 
横浜南部は、中区，南区，港南区，磯子区，金沢区，栄区 
となっています。 

 
医療施設数 
○ 横浜市の医療施設数は病院143施設、一般診療所2,376施設、歯科診療所
1,784施設となっています。このうち，病院の種別は，一般病院が125施設
で90％近くを占めています。 
二次保健医療圏別では，病院，一般診療所，歯科診療所とも北部保健医
療圏が最も多くなっています。西部保健医療圏は病院数では北部保健医療
圏に次ぎますが，診療所数はむしろ南部保健医療圏で多くなっています。 
 

保健医療圏別にみた医療施設数（平成12年10月１日現在） 

病 院 一般診療所  

総数 一般 精神 その他 総数 有床 無床 

歯科診

療所 

総数 143 125 18 0 2,376 213 2,163 1,784 

北部保健医療圏 55 52 3 0 929 74 855 718 

西部保健医療圏 49 39 10 0 657 56 601 478 

南部保健医療圏 39 34 5 0 790 83 707 588 
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コースの種類 基準 

周回コース 

一 おおむね長円形で、八〇メートル（大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあ
っては、六〇メートル）以上の距離を直線走行することができる部分を有し、幅八メートル（大型二
輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあっては、七メートル）以上であること。 

二 総延長の二分の一以上に相当する部分が舗装されていること。 

幹線コース 

一 おおむね直線で、周回コースと連絡し、幅七メートル以上であるコースが相互に十字形に交差する
ものであること。 

二 一以上のコースが舗装されていること。 

坂道コース 

一 二以上の坂道を有すること。 

二 幅は、七メートル以上であること。 

三 こう配の起点から頂上までの高さは、一・五メートル（大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習
に用いるコースにあっては、一メートル）以上であること。 

四 こう配は、緩坂路において六・五パーセントから九・〇パーセントまで、急坂路において一〇・〇
パーセントから一二・五パーセントまでであること。 

五 頂上平たん部の長さは、四メートル（大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースに
あっては、三メートル）以上であること。 

六 舗装されていること。 

一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 

教習に係る免許の種類 

図示の記号 
大型第二種免許 大型免許 

普通免許及び普通
第二種免許 

大型二輪免許及び
普通二輪免許 

幅 Ａ 四・五メートル 四・五メートル 三・五メートル 二メートル 

曲角間の長さ Ｂ 一五メートル 一五メートル 一二メートル 一〇メートル 

出入口部の長さ Ｃ 六メートル以上 六メートル以上 四メートル以上 三メートル以上 

図表 
(略) 

すみ切り半径 Ｄ 二・五メートル 一・五メートル 一メートル 一メートル 

備考 一 すみ切り半径とは、曲角部の内側を円形に切った場合の、その円の半径をいう。 

二 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあっては、立体障害物をコース
の内側に接して一メートル間隔に二十四個設けているものであること。 

三 立体障害物は、高さがおおむね〇・四五メートルの円すい形のものであること。 

屈折コース 

二 舗装されていること。 

一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 

教習に係る免許の種類 

図示の記号 
大型第二種免許 大型免許 

普通免許及び普通
第二種免許 

大型二輪免許及び
普通二輪免許 

幅 Ａ 五メートル 四メートル 三・五メートル 二メートル 

半径 Ｂ 
一二・二五メート
ル 

一〇メートル 七・五メートル 五・五メートル 

図表 
(略) 

弧の長さ Ｃ 円周の八分の三 円周の八分の三 円周の八分の三 円周の八分の三 

備考 半径は、図示のＣを円周の一部とする円の半径をいい、弧の長さは、その円の円周の八分の三 
の長さとする。 

曲線コース 

二 舗装されていること。 

 

技能試験コースの形状及び構造に関する基準 

「道路交通法施行規則」別表 
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一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 

教習に係る免許の種類 

図示の記号 
大型第二種免許 大型免許 

普通免許及び普通
第二種免許 

幅 Ａ 五メートル 五メートル 三・五メートル 

奥行 Ｂ 一〇メートル 八メートル 五メートル 

出入口部の長さ Ｃ 一〇メートル以上 八メートル以上 五メートル以上 

図表 
(略) 

すみ切り半径 Ｄ 二・五メートル 一・五メートル 一メートル 

備考 一 すみ切り半径とは、曲角部を円形に切った場合の、その円の半径をいう。 

二 図の上側及び下側のいずれの出入口部からも進入することができるもので
あること。ただし、上側の出入口部からだけ進入することができるコースと
下側の出入口部からだけ進入することができるコースの双方を設けることに
より、これに代えることができる。 

  
方向転換コ
ース 

二 舗装されていること。 

次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 

図示の記号 寸法 

〇・三メートル以上 
幅 Ａ 

〇・四メートル以下 

〇・〇三メートル以上 
高さ Ｂ 

〇・〇五メートル以下 

一三メートル以上 平たん部分の長
さ 

Ｃ 
一五メートル以下 

〇・三メートル以上 

直線狭路コ
ース 図表 

(略) 

傾斜部の長さ Ｄ 
〇・四メートル以下 

  

一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 

図示の記号 寸法 

二メートル以上 入口及び出口の
幅 

Ａ 
三メートル以下 

四メートル以上 
Ｂ 
六メートル以下 

二六メートル以上 

図表 
(略) 

立体障害物間の
距離 

Ｃ 
二八メートル以下 

  

備考 コース中央に高さがおおむね〇・七メートルの立体障害物
を五個設け、コースの入口及び出口に高さがおおむね〇・
四五メートルの立体障害物をそれぞれ二個設けているもの
であること。 

 

連続進路転
換コース 

二 舗装されていること。 

 



48 

上記は、道路交通法第99条の「指定自動車教習所」の指定を受けるのに必要な基準である。 

一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 

図示の記号 寸法 

長さ Ａ 九・五メートル 

幅 Ｂ 〇・七メートル 

突起部の間隔 Ｃ 一・三メートル 

突起部の間隔 Ｄ 一・〇メートル 

突起部の間隔 Ｅ 一・一五メートル 

突起部の幅 Ｆ 〇・一四メートル 

突起部上部の幅 Ｇ 〇・〇六メートル 

突起部の高さ Ｈ 〇・〇五メートル 

傾斜部までの高さ Ｉ 〇・〇一メートル 

図表 
(略) 

傾斜部の角度 Ｊ 四十五度 

備考 
コースの側端は、白色の線又は金属製の枠により表示され
ているものであること。 

  
波状路コー
ス 

二 舗装されていること。 

一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 

教習に係る免許の種類 

図示の記号 
大型第二種免許 普通第二種免許 

幅 Ａ 五メートル 三・五メートル 

切取線の長さ Ｂ 一メートル 〇・一メートル 

図表 
(略) 

角度 Ｃ 六十度 六十度 

備考 一 切取線の長さとは、コースの内側の曲角部を直線に切
った時に生じる切取線の長さをいう。 
二 コースの外側の曲角部については、教習に使用する自
動車の構造及び性能に応じ、コースの内側の曲角部の切
取線と平行に切ることができる。 

  鋭角コース 

二 舗装されていること。 

大型特殊自
動車コース 

教習に使用する大型特殊自動車の構造及び性能に応じた形状を有すること。 

牽引コース 
教習に使用する牽引自動車（法第七十五条第一項の重被牽引車を牽引しているものに限る。）の構造及
び性能に応じた形状を有すること。 

備考 一 全長一〇・〇メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して大型第二種免許に係る
教習を行う場合におけるコースの形状及び構造に関する基準（以下「コースの基準」という。）について
は、大型免許に係る教習のコースの基準によるほか、鋭角コースについては、図示のＢを〇・五メートルと
する。ただし、障害物の設置その他これに類する措置を講じたコースを走行することによりこの項の本文の
基準を満たすコースを走行することによるのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、屈折
コース、曲線コース、方向変換コース又は鋭角コースに係るコースの基準は、大型第二種免許に係る教習の
コースの基準によるものとする。 

二 一のただし書の規定は、大型免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において、「こ
の項の本文の基準」とあるのは「大型免許に係る教習のコースの基準」と、「、方向変換コース又は鋭角コ
ース」とあるのは「又は方向変換コース」と読み替えるものとする。 
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道路交通法の改正について  
 
平成16年の道路交通法改正で中型免許を新設し、現在の「普通」「大型」という免許の

種類は平成19年から「普通」「中型」「大型」となる。  
 

   

区分の基準 
 自動車の種類  

車両総重量  最大積載量  乗車定員  

大型自動車 ８トン以上 ５トン以上 １１人以上 現行 

普通自動車 ８トン未満 ５トン未満 １１人未満 

大型自動車 １１トン以上 ６．５トン以上 ３０人以上 

中型自動車 
５トン以上  
１１トン未満 

３トン以上  
６．５トン未満 

１１人以上  
３０人未満 

改正後 

普通自動車 ５トン未満 ３トン未満 １１人未満 
  

   

試験車両の基準 
 免許の種類  

車の長さ  車の幅  車軸の長さ  

第二種 
８ .２０m～  
９ .３０m 

２ .４０m～  
２ .５０m 

４ .２０m～  
４ .４０m 大

型 
第一種 

７ .００m～  
７ .８０m 

２ .２５m～  
２ .４０m 

４ .１０m～  
４ .４０m 

 
 
現行 

普 通 (第二種・第一
種 ) 

４ .４０m～  
４ .９０m 

１ .６９m～  
１ .８０m 

２ .５０m～  
２ .８０m 

第二種 
10.00m～  

11.00m 
２ .４０m～  
２ .５０m 

５ .１５m～  
５ .３５m 大

型 
第一種 

11.00m～  
12.00m 

２ .４０m～  
２ .５０m 

６ .９０m～  
７ .２０m 

第二種 
８ .２０m～  
９ .３０m 

２ .２５m～  
２ .５０m 

４ .２０m～  
４ .４０m 

改正後 

中

型 
第一種 

７ .００m～  
８ .００m 

２ .２５m～  
２ .５０m 

４ .１０m～  
４ .４０m 

 
普 通 (第二種・第一
種 ) 

変更なし 
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１ リーフレットの配布場所 
(1) 神奈川県のホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/zaisan/hutamata/index.html 
（ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ[組織と仕事案内] ＞ 総務部 ＞ 財産管理課 からアクセス可能） 

(2) 県政情報センター、各地域県政情報コーナー等の県の窓口 
(3) 二俣川地区の次の県有施設 
  がんセンター、自動車運転免許試験場、産業技術短期大学、公文書館、国際研修センター 
(4) 旭区役所、二俣川駅行政サービスコーナー 
 
２ 意見の提出方法 
【郵送】〒231－8588 横浜市中区日本大通１ 

 神奈川県総務部財産管理課（財産企画班） 
【FAX】０４５（２１０）８８１１ 
【e-mail】hutamata@pref.kanagawa.jp 
 
３ 意見の募集期間 
平成18年11月９日から12月22日まで 
＊ なお、意見募集の一環として、次のとおり説明会を開催いたします。 
開催日：第１回 日時 平成18年11月９日(木) 午後７時から 

第２回 日時 平成18年11月11日(土) 午後２時から 
会 場：県立公文書館（横浜市旭区中尾1-6-1） 

平成18年11月６日 

記者発表資料 

ﾊﾛｰﾌｧｯｸｽﾎﾞｯｸｽ番号 ２２０１２ 

ホームページアドレス http://www.pref.kanagawa.jp/press/0611/22012/index.html 

問い合わせ先  
総務部財産管理課 
担当者名 課長代理 若林 

財産企画班 主幹 中島 
電話 045-210-2503、2518  
e-mail hutamata@pref.kanagawa.jp 
 

横浜市旭区に位置する二俣川地区県有地には、がんセンター、自動車運転免許試験場など
多くの県有施設が設置されています。 

県では、がんセンターの総合的な整備や地区内で発生している交通渋滞などへの対応を図
るため、地区全体を視野に入れ総合的に検討し、「二俣川地区県有地利活用計画」として平
成18年度末までに策定する予定です。 

利活用計画の策定に先立ち、別添のリーフレットにより、県民からの意見を募集します。 

二俣川地区県有地・県有施設の利活用に向け、県民意見を募集します 



神奈川県

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
総務部財産管理課財産企画班 
横浜市中区日本大通り１ 〒231-8588 
電 話 (045)210-2518（直通） 
F A X (045)210-8811 

 

 

二二俣俣川川地地区区県県有有地地・・県県有有施施設設のの利利活活用用にに向向けけてて  

皆様のご意見・ご提案をお寄せください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成18年11月 

神奈川県総務部財産管理課 

二俣川地区県有地（横浜市旭区二俣川、中尾）を上空から望む｡ 



二俣川地区の主な県有施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     施設名の後の（ ）は、現状の敷地面積です。これらの施設のほか、小規模な施設がいくつかあります。 

①がんセンター（病院 27,245.71㎡ その他6,037.65㎡） 
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）などが地区内にあります。 

②自動車運転免許試験場（92,981.10㎡） 
自動車運転免許にかかわる試験､更新等の業務全般を行っています。本県の免許の保有者数は、東京
都についで全国第２位となっています。 

③産業技術短期大学校（東キャンパス 35,630.93㎡ 西キャンパス 16,034.65㎡） 
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の、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ます。 

⑨県職員公舎（南アパート・独身寮 8,403.62㎡ 北アパート 2,822.85㎡） 
世帯用のアパートが北と南の２箇所、単身者用の寮が１箇所あります。 

⑧国際研修センター（3,792.04㎡） 
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
するために設置されています。 

⑦公文書館（17,268.24㎡） 
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
っています。 

④よこはま看護専門学校（9,182.86㎡） 
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、保健福祉大学実
践教育センターとともに移転してきました。 

⑤二俣川看護福祉高校（35,216.88㎡） 
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
置しました。 

⑥ライトセンター（9,014.78㎡） 
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なっています。 

二俣川地区県有地（全体） 

所 在 地 横浜市旭区二俣川、中尾 

土   地 267,379.63㎡ 

用途地域 住居地域、 

第一種中高層住居専用地域
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 二俣川地区の県有地の利活用や施設の配置、駐車場を含む交通対策などご意見・ご提案をお寄せ

いただきますようお願いいたします。 

現在お住まいの市町村名 
(横浜市、川崎市については区まで) 

性別 
 

 男  女 

年齢 
 
  20 代以下  30 代  40 代  50 代  60 代  70 代以上 

 

ご意見の送付先 
【郵送】〒231－8588 横浜市中区日本大通１ 神奈川県総務部財産管理課（財産企画班） 
【FAX】０４５（２１０）８８１１ 
【e-mail】次のＵＲＬで回答フォームをダウンロードしてご記入いただき、送信ください。 

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/zaisan/hutamata/index.html 
[送信先] hutamata@pref.kanagawa.jp 

ご意見･ご提案は、12月22日までにお寄せいただきますようお願いします。 

《問い合わせ先》神奈川県総務部財産管理課財産企画班 電話 ０４５（２１０）２５１８

がんセンターや自動車運転免許試験場などの整備等については、どのようにお考えでしょうか。 

駐車場の整備や交通対策については、どのようにお考えでしょうか。 

その他、ご意見･ご提案がございましたら、ご自由にお書きください。 

記入用紙 
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参考資料 

 

「がんへの挑戦・１０か年戦略」（抜粋） 

～「県立がんセンターの総合的整備」～ 

 

■ がんセンターの課題 

○ がん患者の増加を踏まえた病床数の見直し 

○ 外来でのがんの化学療法に対応できる、施設の拡充とプライバシー保護など環境面への配慮 

○ 高いがん医療水準を維持するため、粒子線など放射線検査・医療施設の充実 

○ がん治療のオーダーメード化等の動向を踏まえた臨床研究所機能の充実 

 

■ 県立がんセンターの機能充実を図るための総合的な整備 

○ 最新の放射線検査・治療施設及び設備の整備 

放射線を使った画像診断は、がんの的確な発見に不可欠であり、また、放射線治療は手術

や化学療法に比べて、体への負担が低く、今後更に増大するものと思われることから、老朽

化、狭隘化している放射線治療施設の拡充整備を行うとともに、ＰＥＴとＣＴの機能を組み

合わせたＰＥＴ－ＣＴなど最新の放射線機器の導入を進めます。 

 ○ 病床の見直しの検討と外来治療機能・臨床研究所機能の充実 

   ・病床の見直し 

県立がんセンター以外の医療機関では対応することが困難な移植医療、大量化学療法が

必要な患者さんに対応するための無菌病床の充実や、療養環境の改善を図るための一般の

病床の個室化を推進します。 

   ・外来治療機能の充実 

増加する外来での化学療法や長時間にわたる抗がん剤治療にも対応できるよう施設の充

実やプライバシーの保護など、外来治療機能を充実します。 

   ・臨床研究所機能の充実 

がん医療のオーダーメード化等の動向を踏まえ、臨床研究の成果を診断や治療につなげ

ていくため、がんの遺伝子レベルの研究を行います。 

 ○ 粒子線（重粒子線）治療装置の導入 

粒子線治療は、最新の治療法であり、導入によって確実な効果が期待されます。粒子線の

うち水素の原子核を用いた陽子線と炭素の原子核を用いた重粒子線があります。県立がんセ

ンターでは、国が開発を進めている重粒子線治療装置の小型化の動向や導入する際の国の補

助制度の創設等を見極めながら、治療効果の優位性が期待される重粒子線装置の導入を目指

します。 

 

 

 

 

 

 

「がんへの挑戦・１０か年戦略」の詳しい内容については、 

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/gan/gan10/index.htmlをご覧いただくか、県 

保健福祉部健康増進課がん･健康対策班（℡045－210－4780）までお尋ねください。 
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１ はじめに 

二俣川地区には、がんセンターをはじめとして、自動車運転免許試験場、産業技術短期大学校

など、多くの県の施設があります。 

こうした施設では様々な課題を抱えているものもあり、特に、がんセンターについては、平成

17年に3月に策定した「がんへの挑戦・１０か年戦略～がんにならない・負けない  神奈川づく

り～※」の重点項目として掲げられた総合的な整備が必要となっています。また、自動車運転免

許試験場では建物の老朽化や業務の分散などへの対応が求められています。 

一方、交通対策については、駐車場を新たに設けるなどの対策を講じてきましたが、がんセン

ターや自動車運転免許試験場への来場される方々の車がしばしば路上にあふれ、交通渋滞が起き

ることもあり、抜本的な対策が求められています。 

神奈川県では、こうした課題の解決に当たり、二俣川地区全体を見据え、施設配置の見直しや

敷地の規模、駐車場の整備を含む交通対策、あるいは現敷地を利用しながらの施設整備の進め方

なども含め総合的な検討を行い、「二俣川地区県有地利活用計画」をとりまとめることとしまし

た。 

   ※「がんへの挑戦・１０か年戦略」の概略については、５ページをご覧ください。 

 

２ 二俣川地区利活用計画策定の視点 

二俣川地区県有地利活用計画を策定するに当たって、次の３つの視点から検討を行っています。 

 

県 民 の 利 便 性 の 向 上 

地区全体を見据えた施設配置や駐車場の整備など、県民の利便性の向上を図る。 

 

県 有 資 産 の 有 効 活 用 

県有地の高度利用や既存施設の有効活用を図る。 

 

財政支出の軽減と民間活力の導入 

財政支出の軽減とＰＦＩ等の民間活力の導入による財政支出の平準化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利 活 用 計 画 の 視 点 

県民の利便性の向上 県有資産の有効活用 民間活力の導入

二俣川地区県有地利活用計画 
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３　二俣川地区における主な課題と検討の方向

がんセンター

●がんセンターの総合的整備
　「がんへの挑戦・１０か年戦略」を踏まえた機能充実を図るための総合的
整備が必要となっています。

●工事中の騒音や振動
　現地で建替えを行うとすると、工事の騒音や振動による患者さんへの影響
が懸念されるとともに、新築と古い建物の除却を繰り返すため、工事期間が
長くなり費用もかかることが考えられます。

●敷地の規模
　現在のがんセンターの敷地では、緑地などの患者さんやご家族の憩いの場
を設けることが難しくなっています。

自動車
運転免許
試験場

課　　題

●建物の老朽化と分散化
　建物の老朽化が進んでいるほか、耐震補強やバリアフリー化も必要となっ
ています。また、増築を重ねたため利用者にとって、わかりにくい施設と
なっています。

●業務の分散
　免許業務の一部が交通安全センター(神奈川区六角橋)に分散しており、非
効率的となっています。

●新しい免許制度
　道路交通法の改正により、新しい技能試験コースの整備が必要となってい
ます。

その他の
施    設

●産業技術短期大学校
　西キャンパスは、施設の老朽化が進んでいます。
　東キャンパスは、土地の有効利用の観点から、施設規模の検討などが必要
となってます。

●地区全体の利活用
　その他の施設については、土地の有効活用の観点等から、地区全体の利活
用を考えた施設配置の検討が必要です。

交通対策

●駐車場の不足
　新たな駐車場の整備などにより、地区全体で約500台分の駐車スペースを確
保しましたが、現在でも駐車場が不足しています。

●交通渋滞

　駐車待ちの車の列によって、交通渋滞が発生しています。

○がんセンターの機能充実
　がんセンターの機能充実を図るための敷地面積を確保するとともに、ふさわしい施設配置
などについて検討を進めています。

○適切な整備場所
　整備期間中は、患者さんへの負担をできる限り少なくするとともに、工事期間の短縮や費
用の節減を図るため、現在地での建替え以外の手法も含め検討を進めています。

○憩いの場の確保
　患者さんやご家族の方のための憩いの場として、緑地などを確保するよう検討を進めてい
ます。

検討の方向
性

○建物の集約化と高度化
　施設の整備に当たっては、分散化している建物を集約化し土地の有効利用を図るととも
に、利用者にとって使いやすい施設とするように検討を進めています。

○業務の集約
　交通安全センターの業務について、運転免許試験場へ集約化する方向で検討を進めてい
ます。

○技能試験コースの整備
　新しい技能試験コースは、現在のコース配置などを工夫し、土地を有効に使いながら整
備するよう検討を進めています。

○産業技術短期大学校
　西キャンパスについては、施設の老朽化等への対応について検討を進めています。
　東キャンパスについては、施設の規模について検討を進めています。

○地区全体の施設についての見直し
　土地の有効活用の観点等から検討を進めています。
　なお、よこはま看護専門学校、二俣川看護福祉高校、ライトセンター、公文書館につい
ては、現状のままとする方向で検討を進めています。

○駐車場の整備と有料化
　必要な駐車台数を確保するとともに、有料化についても検討を進めています。

○交通対策
　駐車場への誘導路や交通動線を工夫するなど、道路上に車をあふれさせない仕組みづく
りについて検討を進めています。
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参考資料 

 

「がんへの挑戦・１０か年戦略」（抜粋） 

～「県立がんセンターの総合的整備」～ 

 

■ がんセンターの課題 

○ がん患者の増加を踏まえた病床数の見直し 

○ 外来でのがんの化学療法に対応できる、施設の拡充とプライバシー保護など環境面への配慮 

○ 高いがん医療水準を維持するため、粒子線など放射線検査・医療施設の充実 

○ がん治療のオーダーメード化等の動向を踏まえた臨床研究所機能の充実 

 

■ 県立がんセンターの機能充実を図るための総合的な整備 

○ 最新の放射線検査・治療施設及び設備の整備 

放射線を使った画像診断は、がんの的確な発見に不可欠であり、また、放射線治療は手術

や化学療法に比べて、体への負担が低く、今後更に増大するものと思われることから、老朽

化、狭隘化している放射線治療施設の拡充整備を行うとともに、ＰＥＴとＣＴの機能を組み

合わせたＰＥＴ－ＣＴなど最新の放射線機器の導入を進めます。 

 ○ 病床の見直しの検討と外来治療機能・臨床研究所機能の充実 

   ・病床の見直し 

県立がんセンター以外の医療機関では対応することが困難な移植医療、大量化学療法が

必要な患者さんに対応するための無菌病床の充実や、療養環境の改善を図るための一般の

病床の個室化を推進します。 

   ・外来治療機能の充実 

増加する外来での化学療法や長時間にわたる抗がん剤治療にも対応できるよう施設の充

実やプライバシーの保護など、外来治療機能を充実します。 

   ・臨床研究所機能の充実 

がん医療のオーダーメード化等の動向を踏まえ、臨床研究の成果を診断や治療につなげ

ていくため、がんの遺伝子レベルの研究を行います。 

 ○ 粒子線（重粒子線）治療装置の導入 

粒子線治療は、最新の治療法であり、導入によって確実な効果が期待されます。粒子線の

うち水素の原子核を用いた陽子線と炭素の原子核を用いた重粒子線があります。県立がんセ

ンターでは、国が開発を進めている重粒子線治療装置の小型化の動向や導入する際の国の補

助制度の創設等を見極めながら、治療効果の優位性が期待される重粒子線装置の導入を目指

します。 

 

 

 

 

 

 

「がんへの挑戦・１０か年戦略」の詳しい内容については、 

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/gan/gan10/index.htmlをご覧いただくか、県 

保健福祉部健康増進課がん･健康対策班（℡045－210－4780）までお尋ねください。 
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二俣川地区には、がんセンターをはじめとして、自動車運転免許試験場、産業技術短期大学校

など、多くの県の施設があります。 

こうした施設では様々な課題を抱えているものもあり、特に、がんセンターについては、平成

17年に3月に策定した「がんへの挑戦・１０か年戦略～がんにならない・負けない  神奈川づく

り～※」の重点項目として掲げられた総合的な整備が必要となっています。また、自動車運転免

許試験場では建物の老朽化や業務の分散などへの対応が求められています。 

一方、交通対策については、駐車場を新たに設けるなどの対策を講じてきましたが、がんセン

ターや自動車運転免許試験場への来場される方々の車がしばしば路上にあふれ、交通渋滞が起き

ることもあり、抜本的な対策が求められています。 

神奈川県では、こうした課題の解決に当たり、二俣川地区全体を見据え、施設配置の見直しや

敷地の規模、駐車場の整備を含む交通対策、あるいは現敷地を利用しながらの施設整備の進め方

なども含め総合的な検討を行い、「二俣川地区県有地利活用計画」をとりまとめることとしまし

た。 

   ※「がんへの挑戦・１０か年戦略」の概略については、５ページをご覧ください。 

 

２ 二俣川地区利活用計画策定の視点 

二俣川地区県有地利活用計画を策定するに当たって、次の３つの視点から検討を行っています。 

 

県 民 の 利 便 性 の 向 上 

地区全体を見据えた施設配置や駐車場の整備など、県民の利便性の向上を図る。 

 

県 有 資 産 の 有 効 活 用 

県有地の高度利用や既存施設の有効活用を図る。 

 

財政支出の軽減と民間活力の導入 

財政支出の軽減とＰＦＩ等の民間活力の導入による財政支出の平準化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利 活 用 計 画 の 視 点 

県民の利便性の向上 県有資産の有効活用 民間活力の導入

二俣川地区県有地利活用計画 
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二俣川地区の主な県有施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     施設名の後の（ ）は、現状の敷地面積です。これらの施設のほか、小規模な施設がいくつかあります。 

①がんセンター（病院 27,245.71㎡ その他6,037.65㎡） 
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）などが地区内にあります。 

②自動車運転免許試験場（92,981.10㎡） 
自動車運転免許にかかわる試験､更新等の業務全般を行っています。本県の免許の保有者数は、東京
都についで全国第２位となっています。 

③産業技術短期大学校（東キャンパス 35,630.93㎡ 西キャンパス 16,034.65㎡） 
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の、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ます。 

⑨県職員公舎（南アパート・独身寮 8,403.62㎡ 北アパート 2,822.85㎡） 
世帯用のアパートが北と南の２箇所、単身者用の寮が１箇所あります。 

⑧国際研修センター（3,792.04㎡） 
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
するために設置されています。 

⑦公文書館（17,268.24㎡） 
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
っています。 

④よこはま看護専門学校（9,182.86㎡） 
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、保健福祉大学実
践教育センターとともに移転してきました。 

⑤二俣川看護福祉高校（35,216.88㎡） 
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
置しました。 

⑥ライトセンター（9,014.78㎡） 
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なっています。 

二俣川地区県有地（全体） 

所 在 地 横浜市旭区二俣川、中尾 

土   地 267,379.63㎡ 

用途地域 住居地域、 

第一種中高層住居専用地域
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 二俣川地区の県有地の利活用や施設の配置、駐車場を含む交通対策などご意見・ご提案をお寄せ

いただきますようお願いいたします。 

現在お住まいの市町村名 
(横浜市、川崎市については区まで) 

性別 
 

 男  女 

年齢 
 
  20 代以下  30 代  40 代  50 代  60 代  70 代以上 

 

ご意見の送付先 
【郵送】〒231－8588 横浜市中区日本大通１ 神奈川県総務部財産管理課（財産企画班） 
【FAX】０４５（２１０）８８１１ 
【e-mail】次のＵＲＬで回答フォームをダウンロードしてご記入いただき、送信ください。 

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/zaisan/hutamata/index.html 
[送信先] hutamata@pref.kanagawa.jp 

ご意見･ご提案は、12月22日までにお寄せいただきますようお願いします。 

《問い合わせ先》神奈川県総務部財産管理課財産企画班 電話 ０４５（２１０）２５１８

がんセンターや自動車運転免許試験場などの整備等については、どのようにお考えでしょうか。 

駐車場の整備や交通対策については、どのようにお考えでしょうか。 

その他、ご意見･ご提案がございましたら、ご自由にお書きください。 

記入用紙 

- 6 -



神奈川県

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
総務部財産管理課財産企画班 
横浜市中区日本大通り１ 〒231-8588 
電 話 (045)210-2518（直通） 
F A X (045)210-8811 

 

 

二二俣俣川川地地区区県県有有地地・・県県有有施施設設のの利利活活用用にに向向けけてて  

皆様のご意見・ご提案をお寄せください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成18年11月 

神奈川県総務部財産管理課 

二俣川地区県有地（横浜市旭区二俣川、中尾）を上空から望む｡ 




