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はじめに 

 
１．基本構想策定の背景・目的 

 
都立梅ヶ丘病院は、平成13年12月に東京都が策定した「都立病院改革マスタープラン」等に

基づく都立病院の再編整備により、八王子小児病院及び清瀬小児病院と統合され、その業務は、

平成22年３月１日に開設された小児総合医療センターに引き継がれました。 

世田谷区（以下「区」という。）では、都立梅ヶ丘病院の跡地（以下「跡地」という。）を含

む梅ヶ丘駅周辺は、保健医療福祉施設が集積しており、「やさしいまちづくり」を進めるモデ

ル地区に指定されるなど、区の福祉のまちづくりの象徴的な地域であることや、跡地が、区内

にある数少ないまとまった広さの土地であること等から、跡地全体を利用する想定で、その利

用のあり方に関する調査研究を重ねてきました。 
具体的には、「都立梅ヶ丘病院跡地利用調査研究報告」（平成21年３月、平成21年７月）にお

いて、区が「世田谷に求められる保健医療福祉サービスの中長期的なあり方の調査研究報告」

（平成20年８月）においてまとめた、今後必要となる保健医療福祉に係る機能の整備について、

跡地を活用することは有効であるとしました。 

これらの調査研究結果や、区議会や地域保健福祉審議会、関係団体等からの意見等を踏まえ、

区では、跡地全体を対象として、保健医療福祉サービスの全区的な拠点を中心に整備・展開す

ることを目指す基本構想をとりまとめることとしました。 

 
 

２．跡地の概要 

 
跡地は、小田急小田原線「梅ヶ丘駅」から約300ｍ、同線「豪徳寺駅」から約500ｍ、東急世

田谷線「山下駅」から約500ｍに位置し、約2.4haの規模を有しています。 

南側は赤堤通り、東側は道路を隔てて都立光明特別支援学校に隣接しており、緑豊かな区立

羽根木公園とも近接しています。都市計画法上の用途地域では、第一種住居地域に指定されて

おり、周辺には、主に戸建住宅や中低層マンションが集積しています。 

また、周辺には、総合福祉センターなどの福祉関連施設を始め、梅丘パークホールや梅丘図

書館、北沢警察署、北沢税務署など多くの公共施設も集積しています。 
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【図表】跡地の概要 

所在地 世田谷区松原6-37-10（梅ヶ丘駅から徒歩５分） 

敷地面積 24,298㎡ 

用途地域 第一種住居地域 

容積率／建ぺい率 200％ ／ 60％ 

高度地区／防火指定 45ｍ第二種高度地区 ／ 準防火地域 

最大建築延べ面積 48,596㎡ 

敷地の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．これまでの調査研究の概要 

 

区では、跡地利用や保健医療福祉サービスのあり方に関して、これまでに次のような調査研

究を行っています。 

 

① 世田谷に求められる保健医療福祉サービスの中長期的なあり方の調査研究（平成20年８月） 

中長期的な観点から、今後区に必要となる保健医療福祉サービスについて調査研究を行い、

新たに取り組むべきサービスを、①介護や医療が必要な高齢者や障害者が、病院や施設から在

宅復帰する際、また在宅で療養生活を送る場合に、地域で安心して暮らし続けられるよう支援

する拠点の整備、②区民が健康で過ごすことができるよう、健康を守るための拠点の整備・充

実、③保健医療福祉を支える人材の確保・育成の充実としてまとめました。 

 

② 都立梅ヶ丘病院跡地利用調査研究（平成21年３月） 

上記の保健医療福祉サービスの中長期的なあり方の調査研究を踏まえ、跡地の利用を想定し、

跡地で展開するサービスの詳細と提供する施設の規模・配置、経営方法、整備手法等に関する

調査研究としてまとめました。 
検討の結果、区に必要な保健医療福祉にかかる機能の整備について、跡地を活用することは

有効であり、加えて、多世代の交流の場やみどりの創出、既存公共施設の移転整備の実現等を

図ることが可能であるとしました。 

都
立
光
明
特
別
支
援
学
校 
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③ 平成21年度都立梅ヶ丘病院跡地利用調査研究（平成21年７月） 

平成21年３月の跡地利用調査研究を踏まえ、当該地での展開が想定されるサービス（事業）

への参画可能性のある各分野の民間事業者に対して市場調査を行い、意向を把握しました。 
調査の結果、①本事業への関心はほぼ全ての調査対象事業者から得られ、本事業を官民協働

の形で事業化するという考えがあること、②区の財政負担縮減を図りつつ、民間事業者の適切

な競争環境確保に向けて、複数の事業者が参入できる事業スキームの検討が必要であること、

③経済状況、情勢の変化も視野に入れ、事業の具体化に向けては、今後とも民間事業者とのヒ

アリング等を行う必要があることが考察されました。 
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Ⅰ．跡地利用の基本的な考え方 

 

１．基本的な考え方 

 

区民が住みなれた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるようにするため、社会状況の

変化に応じた新たなサービスや、地域での着実なサービス提供の一層の推進が必要であること

から、保健医療福祉の連携と全区的な仕組みづくりが求められています。このため、跡地には、

身近な地域のサービスをバックアップ・補完する機能と、今後の取り組みをリードしていく先

駆的機能の２つを担う、保健医療福祉サービス拠点を一体的に整備することが適切です。 

整備にあたっては、周辺環境との調和を図るとともに、地域の利便性や魅力を高める民間施

設を誘致することが望まれます。また、民間のノウハウや資金の活用による公民連携手法の導

入による事業化を目指す必要があります。 

 
 

２．実現に向けての方針 

 

上記の考え方から、以下の４つの方針に基づいて、跡地の利用を図ることが望ましいと考え

られます。 

 

(1) 方針１ 全区的な保健医療福祉拠点づくり 

区民が住み慣れた世田谷区で、いつまでも安心して暮らし続けられるよう支援する、保健・

医療・福祉が連携した拠点づくりを目指します。 
 

(2) 方針２ 地域環境との共生 

梅ヶ丘駅周辺地区における「やさしいまちづくり」と連動した環境づくりを目指します。ま

た、周囲に広がる豊かな自然環境、跡地の豊富な緑を生かした環境づくりと景観の形成を図り

ます。 
 

(3) 方針３ 多様な交流の創造 

保健・医療・福祉サービスを利用する方や、周辺住民などによる世代や障害の有無等を越え

た、多様な交流が生まれる仕組みづくりを目指します。 
 

(4) 方針４ 民間活力の活用 

厳しい財政状況の下、行財政計画との整合を図り、財政負担の軽減に配慮した事業化を目指

します。事業化にあたっては、民間のノウハウや資金を活用した公民連携手法の導入を図りま

す。 
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Ⅱ．整備・展開が求められる機能 

 
１．全区的な保健医療福祉拠点づくり 

 
(1) 基本的な考え方 

住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできる地域社会、また、生涯にわたり心豊か

に暮らすことのできる活力ある地域社会の実現に向け、社会状況の変化に応じた新たなサービ

スの提供や、地域での着実なサービス提供を支援するための全区的な拠点機能を整備する必要

があります。 
 
(2) ４つの拠点機能 

本拠点には、①相談支援・人材育成機能、②健康を守る機能、③高齢者等の在宅復帰・在宅

療養支援機能、④障害者の地域生活への移行・継続支援機能の４つの拠点機能が想定されます。 
この４つの機能を一体的に整備し、相互に連携強化を図ることで、スタッフの専門性確保や

情報・ネットワークの集積によるサービスの質の向上・質の高い人材の育成などを可能にし、

先駆的なモデルを提示するとともに、身近な地域でのきめ細かなサービス提供の支援につなが

ると考えられます。 
各拠点機能の現時点での考え方は、以下のとおりです。 
 

① 相談支援・人材育成機能 

ア 全区的な方向性 

・高齢者や障害者などの地域生活を支援するため、できるだけ身近なところで相談窓口やサ

ービスを整備することを基本とします。一方、地域・地区での対応が困難な専門相談の提

供や、地域・地区での相談従事者や介護事業者等を専門的な観点からバックアップする機

能が必要です。 
・高齢福祉、障害福祉に関わる福祉・介護人材の確保・育成を行い、サービスの質の向上を

図ります。認知症、障害等への理解を促進して、区民の誰もが安心して生活できる地域社

会を築きます。 
イ 拠点機能の考え方 
(ｱ) 相談支援機能 

・高齢者・障害者などの地域・地区の相談窓口をバックアップするための、専門相談を実

施します。 

・精神保健サービスの一環として、こころの健康に関する相談支援を行います。 

・地域・地区の相談窓口を支援するため、地域・地区では収集や蓄積が困難な情報やノウ

ハウを提供する機能を確保します。 
・外部の専門機関や民間事業者、家族会等と協力連携体制を構築し、地域支援を行います。 
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(ｲ) 人材育成機能 

・保健・医療・福祉に関する調査研究を行い、サービスの質の向上を図ります。 

・福祉・介護・看護人材の発掘・確保に取り組みます。 

・在宅生活・地域生活支援のための幅広い知識やネットワーク等を持つ人材を育成するた

め、総合的な人材センターを設け、保健福祉人材の育成・研修を実施します。 

・区民が自ら学ぶことができる情報コーナーを整備します。 

 
② 健康を守る機能 

ア 全区的な方向性 

・区民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組むことができるよう、身近な地域で、区民

参画、地域団体や事業者等との協働を重視した施策を進めます。そのうえで、情報拠点の

整備や人材の育成・活用等、協働による健康づくりの基盤整備に、全区で一体的に取り組

みます。 
・検査・検診による早期発見・早期治療への支援が重要であり、特にがんについては、普及

啓発を含めたがん検診の実施体制を充実させる必要があります。 
・かかりつけ医での健康管理をバックアップするため、高度医療機器を活用した検査・検診

機能を確保することも求められます。 
・夜間や休日の初期救急医療を確保します。 
・災害時、健康危機発生時に備え、一定程度の医薬品や資機材を備蓄・管理しておく必要が

あります。 
イ 拠点機能の考え方 

・情報提供、プログラム提供、技術支援、人材育成等により、地域・地区における健康づく

りをバックアップするため、情報・ノウハウ・専門人材を持つ健康づくり支援機能を整備

します。また、健康面で何らかのリスクを抱える人も生活習慣の改善に取り組むことがで

きるよう、丁寧なメディカルチェックに基づく機会や場を提供し、健康づくりにおける区

民全体の底上げを図ります。 
・高度医療機器と経験豊かな専門人材を配置した質の高いがん検診や精密検査等を行い、疾

病の早期発見・早期治療に向けた地域医療機関（診療所等）のバックアップを行います。 
また、検査結果に基づき、以後の適切な治療につなぐための支援を行います。さらに、多

様なニーズ（時間・場所、障害者対応等）に応えられる体制を整備し、検査・検診の機会

を確保します。 
・初期救急診療所（小児科、内科）の施設を充実します。 
・拠点内施設の運営を支援する医療機能の確保を図ります。 
・災害時対応、健康危機管理対応のため、一定程度の医薬品や資機材を備蓄、管理します。 

 
③ 高齢者等の在宅復帰・在宅療養支援機能 

ア 全区的な方向性 

・在宅復帰、在宅療養を支えるためには、急性期医療を終え、在宅復帰に向けた回復期、療
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養期を過ごすための療養病床、介護老人保健施設等の施設、及びこれと併設することで利

用者の利便性と事業上の相乗効果も高い在宅系の関連サービスの整備が必要です。特に、

医療制度改革における療養病床の再編等を受け、医療的ケアを強化した施設の必要性が高

まっています。 
・医療的ケアを必要とするがん末期の患者等が在宅での療養生活を継続するため、地域・地

区で在宅医療や関連サービスを整備する必要があります。 
イ 拠点機能の考え方 

・在宅への復帰機能を高めるため、特に、リハビリテーション機能や医療的ケアへの対応を

より強化した老人保健施設を整備します。また、在宅療養の継続を支援するため、短期入

所療養介護（ショートステイ）及び通所リハビリテーションを併設します。 
・がん末期患者等の在宅療養生活を支援するため、ニーズがありながら不足している療養通

所介護をモデル的に整備し、普及を促進します。また、利用者の利便性と事業上の相乗効

果の観点から、訪問看護ステーションを併設します。 
 

④ 障害者の地域生活への移行・継続支援機能 

ア 全区的な方向性 

・「せたがやノーマライゼーションプラン」の基本理念である「安心して地域で自立した生活

を継続できる社会の実現」を目指し、障害者が、住み慣れた世田谷で地域生活を継続して

いけるよう、サービス基盤の確保・充実を図ります。 
・障害者本人が望む住まい方を中心に捉えて地域で自立した生活を継続するため、施設入所

機能に、相談支援機能や緊急時対応機能、地域移行への支援機能等を組み合わせた新たな

支援拠点の整備を目指します。 
・重度障害者や医療的ケアの必要な障害者に対する支援や、３障害(身体・知的・精神)以外

の新たな障害(支援を必要とする発達障害・高次脳機能障害・難病等)のある方々への支援

の充実を図ります。 

イ 拠点機能の考え方 

・障害者の地域生活への移行と継続を支援するため、「多様な機能」を組み合わせた、通過型

を基本とする地域生活支援型入所施設を配置します。 
・地域生活支援型入所施設では、施設入所支援に併せ、重度障害者や医療的ケアの必要な障

害者も利用できる、生活介護や短期入所、緊急一時保護、生活体験の場等のサービスを提

供します。 
・医療との連携、看護師の配置等により、障害者本人や家族の緊急時にも、医療的ケアを含

む適切な対応ができる支援体制を整えます。 
・病院からの退院等や家族からの独立をめざす障害者に対して、地域での生活に向けた訓練

や準備をする生活体験の場等を利用した支援体制を整え、また必要に応じて地域のグルー

プホーム等への支援・連携を行います。 
・精神障害、また発達障害や高次脳機能障害等のある方々に対しても、必要に応じてサービ

ス提供できる機能を目指します。 
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２．地域環境との共生 

 
(1) 基本的な考え方 

跡地における事業（以下「本事業」という。）は、大規模な開発事業となることから、周辺

地域への影響や、まちづくりへの影響について検討し、地域環境との共生を図る必要がありま

す。 

梅ヶ丘駅周辺地区は、「やさしいまちづくり」を進めるモデル地区として、歩きやすい歩道

の整備をはじめとした福祉的環境整備が進められる等、世田谷区における福祉のまちづくりの

象徴的な地域となっています。そのため、本事業においても、跡地とその周辺との高低差に留

意しつつ、ユニバーサルデザインの理念に配慮した取り組みが求められます。 
また、跡地の整備にあたっては、歩行者の安全性の確保や、隣接住宅地からの通り抜け確保

といった防災上の配慮・改善等、北・西側、南側、東側それぞれの接面ごとの課題を踏まえる

必要があります。 

加えて、羽根木公園や北沢川緑道等、周囲に広がる豊かな自然環境、跡地の豊富な緑を生か

した環境づくりと景観の形成も求められます。 

 

(2) 事業実施における視点 

本事業では、①ユニバーサルデザインの理念を基調とした「やさしいまちづくり」の推進、

②跡地に残る緑の適切な保全、周辺地域のみどりとの連続性の確保による、みどり豊かな環境

の創出、③省エネルギー設備の導入等の施策の実施を通した環境負荷の低減、④地域における

防災性・安全性の向上、⑤周辺地域へ配慮した施設整備と景観形成の５つを、事業実施におけ

る視点とすることが考えられます。 

 
 
３．多様な交流の創造 

 
(1) 基本的な考え方 

本事業では、全区的な保健医療福祉拠点との連携等を通して、世代や障害の有無等を超えた

多様な交流が生まれるような機能、仕組みを導入することが望まれます。 

その検討にあたっては、閉ざされていた空間を地域に開いていくことを基本としながら、保

健医療福祉拠点の利用状況や時間帯等により、柔軟な対応ができるよう留意することが重要と

なります。 

また、交流の仕組みはあらかじめつくりこみ過ぎず、利用者が自由な発想で活用できる余地

を残しておくことが望ましいと考えられます。 

 

(2) 整備・展開する機能の選定における視点 

本事業では、①施設利用者同士の交流の創出、②多様な目的を持った利用者による交流の創

出、③保健医療福祉拠点機能との相乗効果、多世代交流の創出、④周辺住民の利便性向上、⑤
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周辺地域との連携、⑥既存の制度等にとらわれない新たな形態のサービス提供の６つを、整

備・展開する機能の選定における視点とすることが考えられます。 

  
(3) 移転公共施設 

区では、上記(2)の視点を踏まえ、①保健医療福祉拠点との連携可能性、②交流の促進可能

性、③対象となる公共施設の状況（例：老朽化等）等について検討したうえで、跡地に一部

の公共施設を移転する予定です。 

現段階で想定される移転公共施設としては、保健センター、子ども初期救急診療所、梅丘図

書館、研修調査室が挙げられています。 

 
※移転公共施設については、区において引き続き検討予定です。 
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Ⅲ．事業化のあり方 

 
１．区の財政状況 

 

  平成 20 年秋以降の大幅な景気後退は、世田谷区の財政にも大きな影響を与えました。 
  区の歳入の中心となる特別区税は、21 年度決算で前年度比 14 億円の減少、特別区交付金は、

2 年間で 165 億円もの大幅な減少となっています。また、少子高齢化の進展に加え、雇用・労

働環境の悪化等により、扶助費等の社会保障関連経費や保育サービスをはじめとする行政需要

が急増しており、歳入の大幅な増加が見込めない中で、大変厳しい状況が続くことが予測され

ます。行政需要の変動や負担の平準化に対応する基金の残高については、予算規模に対する割

合では、23 区の中で 18 番目という低い水準にあり、財政基盤についても万全とは言えません。 
  このような状況を踏まえ、本事業の具体化にあたっては、様々な手法の活用により、区の財

政負担の軽減や平準化を検討していく必要があります。 
 
２．民間活力活用の必要性 

 

本事業は、大規模な開発事業であること、整備・展開が想定される機能の分野が多岐にわた

ること等から、民間活力を積極的に活用することが望ましいと考えられます。 

また、本事業は、東京都からの土地の取得だけで約145～175億円（公示価格並み想定：「都立

梅ヶ丘病院跡地利用調査研究報告書（平成21年３月）」による。）の費用がかかるほか、保健医

療福祉拠点や移転公共施設の施設整備費もかかると想定されます。 

このため、区の財政負担軽減、各施設や事業におけるサービス水準の向上等の観点から、民

間事業者のノウハウや資金を活用していくことが有効と考えられます。 

 

３．民間活力導入の方向性 

 

個別の施設や事業で、民間事業者が担うことができるものについては、区が基本的な考え方

を示した上で、民間事業者に運営等を委ねることが、本事業の円滑な推進に有効と考えられま

す。なお、民間活力の導入には、ＮＰＯやボランティア団体等の区民参画を含めて検討するこ

とが望まれます。 

一方、事業の安定性の確保、区民に対する責任、将来のニーズや制度の変化への対応、事業

全体の統一性確保や適切な進行管理等の観点から、多様な施設や機能のとりまとめを行う主体

のあり方、民間事業者に委ねる業務内容や条件等について、きめ細かい検討が必要となります。 

民間活力導入に際し留意すべき視点としては、財政面から①区の財政負担の軽減、②区の財

政負担の平準化、③補助制度の活用可能性、サービス向上の面から④保健医療福祉拠点に関す

る提供サービス水準の向上、⑤跡地周辺のまちづくり水準の向上、⑥多様な交流の創造、実現

性の面から⑦事業の安定性、⑧実現の可能性等が挙げられます。 
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Ⅳ．今後の課題と進め方 

 
※今後の事業実施に向けての課題と進め方については、基本構想検討の経過を踏まえて、記

載する予定です。 

 

 

 

 
 
 


