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新病院建設事業について 

１ 経緯 

〇小田原市立病院再整備基本構想（平成 30 年 12 月策定）では、「市立病院は開設時から当地に

立地しており、市民に馴染みがある上、市民の利便性、医療従事者等人材確保等の観点から、

まずは現地建替えから検討を進めていく」と整理 

〇令和元年市議会 6月定例会では、「基本構想で示した規模の建物は現地で建築できる」ことを

報告 

〇同年市議会 12 月定例会では、「新病院の建設地に求める諸要件に照らすと現地の評価は適正

であるため、引き続き、現地周辺の交通環境や生活環境等の改善等に資する病院周辺まちづ

くりの検討等を含め、都市計画の諸条件を整えながら、基本計画策定作業を進める」ことを

報告 

２ 現地の評価 

地域の基幹病院として十分な機能が発揮できること及びできるだけ早期に開業できることの視

点から、建設地に求める諸要件を抽出し、現地について次のとおり評価した。 

（1）建設地に求める要件 

〇400 床程度の病床数を有する規模の建物が建設できること。 

〇患者が利用する駐車場が十分に確保できること。 

〇医療環境の変化等に伴う設備・機器の増設に対応できること。 

〇患者・医療従事者のアクセス利便性が優れていること。 

〇救命救急センター・地域周産期母子医療センターが有効に機能すること。 

〇災害拠点病院として有効に機能すること。 

〇できるだけ早期に開業できること。 

（2）現地の評価             

敷地面積 ・延べ面積 40,000 ㎡の病院が建設できる 

・400 台程度の駐車台数が確保できる 

・設備・機器の増設にも適切に対応できる 

患者･医療

従 事 者 の

アクセス

・県道 74 号小田原山北（都市計画道路、幅員 15ｍ）沿道である 

・鉄道駅から徒歩圏（10 分以内）にある 

・小田原駅からの路線バスが高頻度（6本/時・昼間）で運行している 

救急搬送 ・市内各所からの救急患者の搬送時間が適正である 

防災性 ・病院敷地内へのヘリポート配置と実用的な飛行経路が確保できる 

実現性 ・用地取得を要せず、既存施設も活用できるので、事業期間や事業費縮減が可能

・道路の付替えにより、工期に影響する段階的な建設工事は不要 

３ 病院周辺まちづくり 

現地周辺の交通環境や生活環境等の改善等に資する病院周辺まちづくりについて、現状の課

題を洗い出し、新病院の建設による効果を次のとおり検証した。 

（1）周辺まちづくりの課題 

   〇病院駐車場入口と久野川橋際交差点との間隔が近いことや病院駐車場の容量不足等による

入庫待ち車両により県道 74 号に交通混雑が発生する。 

   〇市立病院前交差点に接続する市道が狭く右折レーンがないため、退出ピーク時には 1回の

青信号で滞留したすべての車両が退出できない。 

〇市立病院前交差点に接続する市道に歩道がないため、車両通行時には歩行者の安全性が確

保できていない。 

〇住宅地内の生活道路が狭隘であり、消防活動等に支障がある。 

〇病院周辺には、災害時の一時的な避難に使え、地域住民が憩える身近な公園等がない。  

県道 74 号 午前 9時台の状況 市道 2291 午前 11時台の状況

公園等の配置状況 病院と住宅地の高低差（0.6～1.1ｍ）
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（2）施設配置の概要 

（3）新病院建設による効果 

<施設配置のイメージ図＞ 

面積 

全体 約 2.9ha 

北側区画 約 2.3ha 

南側区画 約 0.4ha 

新設道路 約 0.2ha 

病院規模 
新病院 約 36,000 ㎡ 

 南側 8階、北側 4階を想定 

存置施設規模 
看護師宿舎 約 2,500 ㎡ 

院内保育所  約 230 ㎡ 

駐車場 約 420 台（業務用車両含む） 

新設道路 幅員 15ｍ（2車線、歩道状空地含む。） 

その他 

ロータリー 

歩道状空地（W=3m ） 

広場・緑地 

交通環境の

向上 
・現在よりも交通量が増えず、既存道路に新たな負荷が生じない 

・敷地へのアプローチは、幅員 15ｍ(一般部 2車線)の道路を新設 

・県道 74 号との接続は、久野川橋際交差点から 190ｍ（現交差点か

ら約 20ｍ南側)の位置とし、右折レーンを有する信号交差点を設置

・駐車場入庫待ち車両が道路に溢れないよう、将来患者数に対応した

駐車台数を確保 

➡以上の対策により、県道 74 号久野川橋際交差点付近の交通混雑の

緩和が見込まれる

生活環境の

向上 
・アプローチ道路南側に歩道を設置 

・敷地外周等へ幅員 3ｍの歩道状空地や多くの緑を配置 

・地域住民の憩いの場、イベント等も開催できる大きな広場を配置 

➡以上の対策により、周辺住民の日常生活における安全性や質の向

上、建物の圧迫感の軽減等による快適な居住環境が維持できる 

防災環境の

向上 
・アプローチ道路は、狭隘な生活道路に接続 

・広場は、災害時の一時的な避難場所としても機能するよう、住宅地

側とし、南北方向を貫通する連絡通路も配置 

➡以上の対策により、住宅地の防災・安全性が向上する ※基本設計等により変更する場合があります。 

・周辺住民も利用できる広場を設置

・災害時の避難場所としても活用 

・病院進入口の変更 

・信号処理 

・右折車線の設置 

久野川橋際交差点 

新市立病院前交差点 

・見通しの良い付替え道路と

の道路接続 

・敷地外周に歩道状公開空地

・貫通通路と緑地を配置 

・建築物の高さ制限 

・壁面の位置の制限 

歩道状公開空地イメージ 

院内保育所

広場

新設道路の断面図 

・歩道の設置 

約2.3ha

約 0.2ha

約 0.4ha

約36,000㎡



3

４ 建設工事期間中の来院者の動線等 

建設工事期間中の来院者や救急車の動線等については、次のとおり確保可能である。 

（1）仮設駐車場の配置 

〇駐車場は、病院敷地及び県営住宅北側区画、並びに富士フイルムグラウンドに 

約 380 台分を配置する 

＜仮設駐車場位置図＞ 

（2）建設工事期間中の来院者の動線 

 〇アプローチ道路の一部等周辺環境整備を行う 

〇工事エリアは仮囲いで囲み、来院者はその外側を通行する 

〇外来出入口は、病棟北側及び外来診療棟東側に各１箇所を配置する 

〇送迎車両は、敷地北西側から入り、山王川沿いの市道を経て、病棟北側の車寄せで乗降する 

〇救急車両は、敷地北西側から入り、救急入口から患者を搬送する 

＜来院者等の動線イメージ図＞ 

富士フイルムグラウンド 

（約 180 台） 

病院敷地等 

（約 200 台） 

※基本設計等により変更する場合があります。 

院内保育所

富士フイルムグラウンドより 
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５ 新病院の建設地としての判断 

〇小田原市立病院は、施設・設備の老朽化による故障等や狭隘化によるアクシデント等の発生

状況に鑑み、一日でも早く療養環境等を改善して、質の高い医療を提供できるようにする必

要がある。 

  〇新病院の建設地に求める患者・医療従事者のアクセスの良さや救急搬送の迅速性、防災の問

題点のほか、早期建替えや実現性、建設コスト等の諸要件に照らすと、現地は、市内各所か

らの救急患者の搬送時間の観点から適していること、幹線道路に面し、小田原駅からの路線

バスの運行頻度も多く、大雄山線や小田急線の駅からも徒歩圏内にあること、加えて、ヘリ

ポートの配置において実用的な飛行経路が確保できること、多くの駐車台数や設備・機器の

増設にも適切に対応できる広さが確保できること、また、用地取得を要せず既存施設も活用

できるので事業期間の短縮や事業費の抑制を図ることが可能であり、工期に影響する段階的

な建設工事も不要であることも確認できている等の利点がある。 

〇そのほか、病院周辺のまちづくりにおいて課題となっている県道 74 号等の混雑、住宅地と県

道を結ぶ市道における歩行者通行の安全性及び地域住民が憩える場所の不足等に対しても、

現在より多い駐車台数が確保できる駐車場の配置、道路の付け替え・拡幅、交差点改良、歩道

や空地等オープンスペースの確保等が可能であり、交通環境や生活環境、防災環境が維持・

向上し、良好なまちづくりに大きく貢献できる。 

〇これらのことは、小田原市立病院の理念である、「患者の権利を尊重した患者中心の医療に努

めるとともに、地域基幹病院としての機能を発揮し、地域住民から信頼され愛される病院を

目指す」ことの具現化に資するものである。 

〇現在の診療を続けながら新病院を建設する間の来院者に対しては、仮設駐車場等を確保し、

一定のサービスは確保できる見通しが立ったことから、将来の病院経営や医師等をはじめと

する医療従事者の確保等を考慮すると、新病院の建設地は現地が最適であると判断する。 

６ 今後のスケジュール 

  〇主要施設の配置等に関する詳細については、都市計画審議会や小田原市立病院運営審議会等

関係行政機関のほか、医師会等地域の医療関係機関、地域住民をはじめとする市民の皆さま

の意見を聴きながら更に詰めていく。 

〇部門計画等建物内部の具体的な検討は、関係機関等の意見を聴きながら引き続き進めるが、

早期建設の必要性に鑑み、令和 2 年度から、新設道路の設計や文化財調査等周辺環境整備に

係る準備を進めたいと考えている。 

事業年度 
1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

都市 

計画 

新病院 

整備 

周辺環境

整備 

基本・実施設計
駐車場工事 

外構工事 

開業 

引越建設工事 

解体 

基本計画 

予備設計等 

都市計画審議会 


