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Ⅰ 調整プランの策定について 

 

 

区では、都立梅ヶ丘病院跡地（以下「跡地」という。）について、保健医療

福祉サービスの全区的な拠点を中心に整備・展開する考え方のもとで、平成

23 年 3 月に「梅ヶ丘病院跡地利用基本構想」（以下「基本構想」という。）を

策定した。 

基本構想では、跡地利用の基本的な考え方を整理し、整備・展開が求められ

る機能を述べ、事業化のあり方をまとめた。その上で、基本構想策定後の進め

方として、個々の事項の精査・検証の必要性を示したことから、跡地取得（事

業化）判断及び具体的な計画の作成にあたっては、より詳細な施設機能、事業

の枠組み･事業期間、財政見通しとの整合という３つの課題を精査・検証して

いく必要が残された。 

平成 23 年度には、これらの課題を精査し、基本構想に示された、整備・展

開が求められる機能及び事業化のあり方をできる限り明らかにし、平成 24 年

度中に想定している跡地取得（事業化）判断に供するため、「梅ヶ丘病院跡地

利用基本構想・調整プラン」（以下「調整プラン」という。）の策定に着手し、

平成 24 年 3 月には素案を取りまとめた。 

平成 24年度には区民等の意見も踏まえ、素案の内容をさらに精査・検証し、

調整プランを取りまとめ、事業化判断を行う。 

事業化判断後は、直ちに東京都との土地取得手続きを進めるとともに、具

体的な事業実施方針の策定に着手し、平成 31 年度の開設を目指した準備に取

り掛かる。 
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Ⅱ 調整プラン 

 

 

１ 跡地取得について 

 

東京都からは従前より「跡地は一般競争入札で売却することが原則である

が、世田谷区が公共福祉の目的で利用するのであれば随意契約により売り払

うこともありうる。」等の見解が示されてきた。 

 跡地の取得に関して都から平成 23 年 12 月に「跡地を世田谷区が一括して取

得し利用する」「公共福祉の目的で利用する」との考え方のもと、都として区

の土地取得、事業化に協力する用意があるとの意向が示された。さらに平成

24 年 3 月末には「跡地の一部を活用する可能性について検討している」こと

が示され、調整を継続してきた。平成 24 年 9 月に敷地の一部を都が利用する

との意向が伝えられた。このため、区としては跡地の一部を取得することとし、

その面積等を以下のとおりとする。 

跡地の敷地面積約 24,000 ㎡のうち、区は都の利用見込み部分約 7,500 ㎡を

除く、約 16,500 ㎡を取得予定地とすることで、都と調整を進めていく。 

 

 

 

世田谷区利用地
約16,500㎡

東京都利用地
約7,500㎡

敷地概要
病院跡地全体　　約24,000㎡
東京都利用地　　約7,500㎡
世田谷区利用地　約16,500㎡

N
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２ 取得手続き等について 

 

（１）取得の枠組みと取得時期の考え方    

 

都による既存施設の解体工事が平成 24年 10月末に完了予定とされており、

その後、都として、跡地の処分方針の決定や鑑定評価等、区への売却に向け

た手続きが進められていくことになる。 

区は、都の手続きに支障がないように、跡地利用事業計画を含む事業実施

方針を平成 25 年度に策定して、都に示す必要がある。 

一方、区が平成 26 年度に実施を想定する事業者募集・選定にあたっては、

あらかじめ跡地を確実に取得できる見込みを立てておかなければならない。 

用地取得の経費については、起債を活用することを想定しているところで

あるが、その起債が可能な時期は、目的施設の建設年度またはその前年度に

限定されている。 

これらの条件を勘案すると、区土地開発公社による先行取得を行うことが

必要と考えられ、現時点では、26 年度までに土地開発公社による先行買収を

行い、建設工事前年である平成 28 年度に土地開発公社から起債を活用して買

戻しを行うことを想定することが妥当と考えられる。 

 

（２）土地取得想定経費について 

 

土地取得想定経費については公示価格並みで想定し、概算で約９５億円（区

試算であり今後増減する可能性がある。）を見込む。 

 

（３）財政見通しについて 

 

中期財政見通し（平成 24 年 8 月 時点修正）では、平成 26 年度以降は平成

25 年度の財政見通しを反映させ、行政経営改革の取り組みを継続することに

より財政収支は均衡する見通しとなっている。 

跡地の買収にあたっては、移転公共施設跡地の売却の検討等を含め、広く

財源確保に努めるとともに、起債活用により財政支出の平準化を行う。また、

施設整備にあたっては、幅広く補助事業を活用していく。 

これらの手立てを講じることで、土地買収に伴う経費が区全体の投資的経

費に影響を与えるものの、区の財政運営を硬直化させることなく事業を実施

することを目指す。 
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３ 拠点に整備する機能 

 

（１）拠点整備の基本的な考え方  

 

 跡地を利用した拠点整備の基本的枠組みは、区が跡地を取得し、開発行為等

取得した敷地全体の基盤整備を行ったうえで、敷地の半分を利用して保健セン

ター等の区の施設を整備・運営し、他の半分を社会福祉法人等の民間事業者に

定期借地で貸し出し、事業者が施設を整備し運営する方式とする。 

 

基本構想では、跡地に整備する拠点が担うべき役割として、専門性の集積や

質の高い人材育成等により地域・地区の拠点やサービス事業者を支援する「身

近な地域のサービスをバックアップ・補完する機能」と、地域・地区での活動

を牽引するモデルとなるような「今後の取り組みをリードしていく先駆的機

能」の２つを示している。また、都立梅ヶ丘病院が小児精神専門病院であった

ことも踏まえ、専門医療と連携して精神障害者の地域生活を支える支援体制へ

の配慮も求めている。 

 

こうした拠点機能を実現するために、区が整備する施設では、移転する保健

センター、福祉人材育成・研修センターが中心的な役割を果たしていく。保健

センターはこれまでも地域の医療機関等をバックアップする機能を果たして

きたが、移転にあたっては福祉や医療に関する情報提供・相談支援や地域医療

のバックアップ機能をさらに強化する。加えて、こころの相談などを拡充し、

精神障害者の地域生活を支える支援体制に配慮していく。また、福祉人材育

成・研修センターにおいては、高齢・介護、障害福祉、保健医療分野等の事業

所に働く専門職員（スタッフ）を対象にした高度で専門性の高い研修、また拠

点内の高齢者・障害者支援拠点施設との連携や交流による人材育成、さらに区

内事業所への人材確保機能の強化を図り、地域のサービスをバックアップ・補

完していく。 

民間事業者は、高齢者・障害者が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるため

の拠点機能を果たしていく。介護老人保健施設においては、医療機関からの在

宅復帰支援と在宅療養生活の継続を支援する機能を充実させる在宅強化型と

するとともに、痰の吸引や胃ろう等の医療的ケアが必要な高齢者の受け入れ、

ターミナルケアに取り組むことで、世田谷らしい地域包括ケアシステムをリー

ドする。また障害者の施設入所支援においては、地域生活への移行を目指す通

過型の施設入所支援を中心とし、医療的ケアを行う障害者福祉施設として機能

充実を図ることとする。 

 

また、基本構想では、機能選定における視点として、「拠点機能と連携した

サービス提供等による相乗効果の創出」、「多世代交流の創出」等を挙げている。 

そこで、基本構想が示した相談支援・人材育成機能、健康を守り、創造する

機能、高齢者等の在宅復帰・在宅療養支援機能、障害者の地域生活への移行・

継続支援機能という４つの機能に加えて、子ども・子育て機能と連携した交流
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を目指す。あわせて、相互に関連する機能・施設の連携、情報の集積と発信、

スタッフ間のネットワーク機能等の相乗効果を地域の福祉サービスの質の向

上に波及させる。さらに、基本構想に示されているとおり、施設利用者だけで

なく、周辺住民や地域との連携、多世代の交流を図るため、各施設間を調整し

て交流プログラムを企画する等、継続して交流を創造する仕組みの導入を行う。

また、事業開始後に、各機能・施設における健全な事業運営や、サービス水準

の継続的な保持について、各施設におけるセルフモニタリングを基本としなが

ら、それをとりまとめ適切に評価する等の仕組みも取り入れる。事業化決定後

に策定する事業実施方針の中で、施設整備にあたり事業者の創意による交流機

能の提案を取り入れることや、各施設間の調整、モニタリングの仕組み等につ

いて、区と事業者が参画する協議会設立の検討を行っていく。 

こうした考え方に基づき、公民連携で健康づくり、高齢者福祉、障害者福祉

に関するサービスを総合的に提供しつつ、区全体をネットワークする多様な交

流を実現する新しい世田谷型の総合的な保健医療福祉の拠点づくりを目指す。 

 

 区が直接実施  

 

定期借地により民設民営 

 

拠点 

機能 

相談支援・ 

人材育成機能 

健康機能 高齢者支援機能 障害者支援機能 

区 区 社福法人・医療法人 社福法人 

区委託等事業 指定管理事業 自主事業（新設） 自主事業（新設） 

 

事業 

内容 

等 

(仮)認知症在宅支援 

センター（新設検討） 

福祉人材育成･研修 

センター（移転）     

等 

保健センター（移転） 

初期救急診療所（移転

統合）（委託） 

 

等

介護老人保健施設などの 

拠点施設（新設） 

 

 

等 

通過型施設入所支援な

どの拠点施設（新設） 

総合福祉センター機能 

（再編）、基幹相談支援 

センター（委託）    等

規模 延床面積 15,000 ㎡程度  延床面積 12,000～15,000 ㎡程度 

 

 

 

（２）整備・展開が求められる施設機能 

 

① 全区的な保健医療福祉の拠点整備 

 

 

 ア）相談支援・人材育成機能 

 

  ⅰ）基本的考え方 

 

基本構想では、相談支援・人材育成機能について、「安心して在宅療養・地

域生活を送るための相談支援及び情報提供を行うとともに、保健医療福祉を

支える人材を確保・育成する」こととし、 
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・高齢者・障害者福祉に関する専門的な相談を実施し、高齢者、障害者とそ

の家族を支援する。 

・地域・地区の相談窓口を支援するため、情報やノウハウを収集・蓄積し、

提供する機能を確保する。 

・多職種のチームアプローチによる在宅生活・地域生活支援を円滑に進める

ため、保健・医療・福祉に関わる幅広い知識を持つ人材を確保・育成する

とともに、ネットワークづくりを推進する。 
との考え方が示されている。 

 

 

こうした考え方を実現していくための整備の方向性は、保健センター、総

合福祉センターなどで行われている健康づくり、高齢者福祉、障害者福祉に

関する専門的な相談を集約し、併せて相談の対象・内容を拡充すること、並

びに、福祉人材育成・研修センターや総合福祉センター等が担っている専門・

地域両面の人材育成機能を集約し、拡充することを基本とする。また、民間

事業者が拠点施設で行う相談機能等と相互に連携していくものとする。 

 

実現の手法として相談機能に関しては、保健センターが実施している健康

相談・指導、及び総合福祉センターにおいて新たに実施している「基幹相談

支援センター」機能等を移転する。 

保健センターにおける相談機能として、こころの健康相談支援については、

現在試行中の「こころスペース」事業などの検証を踏まえた機能整備を行う。

なお、拠点整備前に段階的導入も視野に入れる。また、医療相談、在宅療養

相談等の機能拡充検討を行う。 

また認知症の区民の在宅生活を支援する機能の新設を検討する。 

 

人材育成に関しては、福祉人材育成・研修センター（現在成城６丁目事務

所棟で業務実施）を移転する。区の保健福祉を支える区内事業所・従事者へ

の総合的な支援を行うため、介護・高齢分野の人材育成にとどまらず、障害

福祉分野等への事業拡充や医療との連携、また上記の各センターの相談機能

との連携の必要性から機能拡充を図る。 

民間事業者が拠点施設で行う実習等の人材育成事業との連携も含め、幅広

く、かつ専門的な人材育成を進める多様な手法が求められることから、それ

らの検討を進めていく。 

さらに、世田谷区・玉川両医師会との協力・連携のもと、看護人材の発掘・

育成や医療情報の提供、相談の実施等の仕組みづくりを進める。 
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イメージ図 

区民や団体等の身近な相談窓口

出張所・まちづくりセンター
あんしんすこやかセンター
ケアマネジャー
指定相談支援事業者
身体障害者相談員・知的障害者
相談員
民生委員・児童委員

相談支援機能
梅ヶ丘病院跡地で整備・展開する施策の機能イメージ

区民や団体等への総合的、専門
的な相談窓口

総合支所保健福祉課、健康づく
り課、生活支援課
相談支援事業者
認知症高齢者の家族のための
心理相談

全区的な相談機能

世田谷保健所各種相談
高齢者安心コール
発達障害相談・療育センター

社会福祉事業団 NPO法人
社会福祉協議会 障害者福祉団体
自立支援協議会 医師会
児童相談所 歯科医師会
医療機関 薬剤師会
教育機関 ボランティア協会
都立中部総合精神保健福祉センター

拠 点主な区の相談機能

高齢者・障害者福祉に関する専門的
な相談を実施し、高齢者、障害者とそ
の家族を支援する

福祉人材育成・研修センター（移転・
機能充実）
多職種のチームアプローチを行う
ための専門人材育成とネットワー
クづくり推進

機能の充実と集約

保健センター機能移転（健康相
談・指導）
基幹相談支援センター・児童発
達支援機能移転・再編

新設する機能

（仮称）認知症在宅支援セン
ター（新設検討）

新規・拡充を検討する機能

こころの健康相談支援
医療相談、在宅療養相談

事業者

出張所・まちづく
りセンター

区民

連携

総合支所

あんしん
すこやか
センター

本所

○専門相談
○情報・ノウハウの蓄積と

提供
○民間事業者等との連携

安心して在宅療養・地域生活を送るための相談機能及び情報提供

 

医師会との協力・連携による看護人
材の発掘・育成

福祉人材育成・研修センター（移
転・機能充実）

民間事業者が拠点施設で行う実習
等での人材育成事業との連携

人材の量的確保
サービスの質の向上
介護と医療の連携推進

人材育成機能
梅ヶ丘病院跡地で整備・展開する施策の機能イメージ

人材の量的確保
障害分野別の専門技術
介護と医療の連携推進

・各分野での人材不足
・民間事業所の質の確

保についての行政の
役割の変化

・実践に基づいた人材
の育成の必要性

健康づくりのための地域人材育成
・運動指導のボランティアリーダー

の養成
・ゲートキーパーの養成

・健康な地域を創造する
ための人材の必要性

・地域づくりを担うソー
シャルワーカー育成

・地域、地区での取り組
みを支える人材ネット
ワーク

子ども子育て法案の動向を踏まえた民
間事業者の人材不足への対応
子どもに関する関係者へのネットワーク
づくり

・高齢介護分野や一部の障害分野の
従事者のみに留まらない総合的な
福祉専門人材育成の拠点

・新たな課題への対応を含んだ先駆
的な研修等の実施

・各分野の関係機関・団体との円滑
な連携と情報共有

・地域人材育成に関する各地域・地
区のバックアップ機能

・就労先への紹介権限を有する機関
との連携

・多様なニーズを持つ方
へ対応が可能な幅広
いネットワークの形成

・医療、福祉の連携が
必要な事例の増加

・ネットワークの交流拠
点の必要性

拠 点区の福祉人材育成の考え方

拠点整備の考え方

出張所・
まちづくり
センター

区民

○幅広い知識を持つ
人材の確保・育成
○ネットワークづくり
○区民や事業者への
普及啓発

事業者

総合支所

本所

あんしん
すこやか
センター

連携

高齢者・障害者・子育てなど地域生活を支える担い手の確保・育成

訪問看護師等の確保の取り組み強化

（仮称）認知症在宅支援センター
・認知症サポーターの養成（新設検討）

専門的な相談機関との連携
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 ⅱ）整備内容 

 

  ・区の事業として、基本構想で想定した施設機能等を整備する。 

 

機能・施設 主な内容・考え方 
移転 保健センター ・健康相談・指導の移転、機能拡充 

・医療相談、こころの健康相談の拡充 
・高齢者、障害者の機能評価、助言・指導、住宅アド

バイザー 
・福祉用具等の専門相談 
・地域人材育成、活動団体支援（拡充）    等 

再編 総合福祉センター ・児童発達支援 
・基幹相談支援センター 
（社会福祉法人が担う障害者支援拠点に再編） 

新設 (仮称)認知症在宅支援センター 
 

・事業枠組み、内容について、国・都の動向も踏まえ

検討中 
 

移転 福祉人材育成･研修センター 
 

・福祉人材育成・研修センター（現在社会福祉事業団

委託/成城 6 丁目事務所棟）の移転、機能拡充 
・区内事業所、従事者への支援 
・福祉専門人材（高齢・介護、障害福祉、子ども、保

健医療分野）の育成（専門性向上、スキルアップ等）、

潜在人材の発掘・確保等 
・区内事業所への福祉人材供給/就職面接会等の実施 
・地域リーダーへの支援も視野 
・社会福祉法人に運営委託を想定 

 

○相談支援 

 

・保健センターの移転にあわせて、健康相談・指導を充実する。自殺対策を

含めたこころの健康相談を実施する。また、保健医療の各種専門相談（栄

養、健康、メンタルヘルス）、がんの療養相談を実施できる体制等の整備を

目指す。 

・総合福祉センターで実施している、育成相談等を児童発達支援事業に再編

統合して移管する。併せて障害者の基幹相談支援センター（平成 24 年度開

設）を移管する（民設民営で整備する障害者支援拠点に移管）。 

・増加が見込まれる認知症の区民の在宅生活を支援する機能として、「(仮称)

認知症在宅支援センター」の設置を検討する。医療、福祉専門職の認知症

対応力の向上のための研修等について、福祉人材育成・研修センターとの

連携を検討する。 
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○人材育成 

 

・福祉人材育成・研修センターを移転する。高齢・介護分野に加え、障害福祉

分野、子ども、保健医療分野を含めた福祉人材育成の総合的な拠点として機

能と体制を強化し、区内事業所・従事者に対する専門性向上や、スキルアッ

プを図る。また、各事業所での人材育成に資する取り組みをバックアップす

るとともに、新たな課題への対応を含んだ先駆的内容の研修等に取り組む。 

・跡地に整備する高齢者・障害者の複合大規模施設と、地域の介護、看護、障

害福祉サービス事業者とのネットワークを築き、人材交流等を行うことによ

り、専門的な人材を育成する。 

・保健師、管理栄養士、運動指導員などの保健センターの専門人材に加え、

ソーシャルワークを含めた在宅療養患者や家族へのトータルコーディネー

ト支援のための人材確保についての検討を進める。 

・専門的な福祉人材が適切な職場に就労できるよう、就労先の紹介権限を有す

る機関と連携し、専門的な福祉人材の確保事業を充実させる。 

・健康づくりにおいては、運動指導のボランティアリーダーの養成を引き続

き実施するとともに、栄養・健康・こころのピアサポーターや自殺予防を

目的としたゲートキーパーの養成等、地域の人材育成の分野を拡充する。 
 

 

  イ）健康を守り、創造する機能 

 

  ⅰ）基本的考え方 

 

基本構想では、健康を守り、創造する機能について、「健康づくりを総合的

に推進するとともに、病気の予防・早期発見による区民の健康づくりを支援す

る」こととし、 

・地域・地区における多様な健康づくり活動を支援するため、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する。 

・かかりつけ医と連携して適切な地域医療を提供するため、質の高い検査・

検診機能を整備する。 

・夜間や休日の初期救急医療の中核となる診療所（小児科・内科）を確保す

る。 

・災害や健康危機発生に際して必要な医薬物品等を確保・供給するため、備

蓄管理の拠点を整備する。 

 との考え方が示されている。 

 

 

その実現に向け、保健センターがこれまで取り組んできた、健康相談・指

導、区民の健康づくり支援や検査・検診機能を移設する。 

これまで培った専門的スキルやノウハウ、検（健）診データ等を活用し、

区民の健康に関する調査分析等の機能を持たせる。さらに、医師会等との連
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携を強化することにより、検査・検診機能の拡充を図る。 

また、健康づくり支援機能や検査・検診機能の充実に向け、世田谷保健所、

総合支所及び保健センターや総合福祉センター等の個々の役割やあり方等を

含め検討を進め、区全体の健康づくり施策・事業との整合性を視野に、望ま

しい健康づくり支援の拠点機能等について整理する。 
さらに、他の拠点機能との連携、役割分担等も含め、拠点としての「健康

を守り、創造する機能」全体を整理していく。 

 

初期救急診療所については、松原６丁目にある子ども初期救急診療所と、

保健センター内の内科の初期救急診療所を移転統合し、設備等の充実を図る。 

 

災害医療対策については、医師会等との連携を強化し、災害時の医療体制

の確保等の災害時医療活動拠点機能の整備のほか、薬剤師会との協力による、

医薬物品等の集積・配送を担う場の整備等を図る。また、医療救護所等の支

援に必要な物品保管倉庫等の備蓄管理機能や、健康危機管理対応を視野にし

た施設環境を整備する。 

 

区民の健康づくりや医療・福祉の連携推進、初期救急診療所の確保、看護

人材の確保・育成など、医師会等の区内関係団体と、さらに幅広く連携した

取り組みを進める。 

 

イメージ図 

初期救急医療
・子ども初期救急診療所と保健セ

ンター内の初期救急診療所（内
科）を移転統合

区民や団体等の身近な健康づくり
の窓口

あんしんすこやかセンター
出張所・まちづくりセンター（まちづ
くり推進協議会健康づくり部会）

健康を守り、

創造する機能 梅ヶ丘病院跡地で整備・展開する施策の機能イメージ

区民や団体等の参画と協働による
地域の特性を活かした健康づくりと
区民の身近な健康づくり活動等の
環境整備、専門職による相談、助
言指導等

総合支所健康づくり課

全区で一体的に進める公衆衛生施
策の推進

健康企画課、健康推進課、
感染症対策課、生活保健課

災害時医療対策・健康危機管理対応
・災害時等保健医療対策拠点機能
・医薬物品等の備蓄管理機能

現行保健センター機能
専門的スキルを活かした健康
増進、健康教育、各種検査検診、
医療機関支援、地域活動支援

・健康づくり支援機能
・検査検診機能

拡充を検討する機能
・区民の健康に関する知識の

普及・啓発
・生活習慣病対策
・こころの健康づくり
・地域の健康づくり活動支援
・がん検診、精度管理機能強化
・健康づくり及び検査検診の

調査分析機能

拠 点

出張所・まちづく
りセンター

○地域・地区の健康づくり
活動の支援

○知識の普及
○きめ細かな健康増進指導
○質の高い検査・健診機能
○初期救急診療所
○災害や健康危機発生時の

医療対策

区民

連携
本所

保健所

総合支所

あんしん
すこやか
センター

区民が生涯にわたり健やかでこころ豊かに暮らすことができる地域社会の実現
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  ⅱ）整備内容 

 

  ・区の事業として、基本構想で想定した施設機能等を整備する。 

 

機能・施設 主な内容・考え方 
移転 保健センター ・保健センターの移転と機能拡充 

 
移転 
統合 

初期救急診療所（小児科・内科） ・子ども初期救急診療所（松原 6 丁目施設）と初期救

急診療所（保健センター内）を移転統合 
新設 災害時医療活動拠点機能 

・健康危機管理対応機能 
・災害時の医療救護所(区内 20 ヵ所)のバックアップ、

医療ボランティアの受入、健康危機管理対応（必要

な医薬物品や施設設備の確保等）等、医師会や薬剤

師会等との連携による事業展開を想定 
 

  現在老朽化が進む保健センターを移転する。 

  従前の健康相談・指導、健康増進事業や地域活動支援や各種がん検診、

企業・個人健診、脳ドック等の検査・検診機能は継続して実施する。さら

に、区民の健康づくりの拠点機能として、食育やこころの健康づくり、障

害者の健康づくり、区内事業者等の健康づくり支援（機関支援）、障害者向

けの健診及び地域活動支援などの機能等を検討する。 

  こころの健康づくりについては、アウトリーチ手法の活用等、国や都の

動向を踏まえ、中部総合精神保健福祉センターや都立松沢病院等との連携

を図りつつ、区としての機能について検討を進める。その中で、総合支所

や世田谷保健所及び拠点の役割を明確にするとともに、それぞれの機能を

整理する。 

  がん検診における精度管理の強化など質の向上への取り組み、休日開催や

地域出前健診などの健診機会の拡充及び障害者向けの健診の実施など、検

査・検診機能の拡充を図る。 

  子ども初期救急診療所と保健センター内の初期救急診療所（内科）を移転

統合し、初期救急診療所（小児科、内科）を設置する。 

  災害時の医療体制の確保や医療救護所へのバックアップ、都等との連絡調

整、医療ボランティアの受け入れなど、災害時医療活動拠点機能については、

区内医師会等と連携を図りつつ整備する。 

  災害時医薬物品等の集積や配送については、薬剤師会等と協力体制を含め

検討を進める。 

  医療ボランティアの活動拠点機能や新型インフルエンザ集団接種会場の

機能も視野に施設環境等を整備する。 

  健康危機管理対応については、特別養護老人ホームや障害者施設などの二

次避難所用物品、医療依存度が高く配慮を要する障害者や難病者に対する人

工呼吸器用の予備電源等の備蓄管理及び医療救護活動用の防護服等を集中

保管できる場を確保する。 
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  障害者等の災害時要援護者の受け入れ等については、拠点に整備される障

害者支援施設、都立光明学園特別支援学校（仮称）及び都立松沢病院をはじ

めとした関係機関との連携のもと、検討を進めていく。 

  世田谷区医師会館については、保健センターと合築された経緯も踏まえ、

跡地での拠点施設整備に際して、連携強化を図っていく必要がある。世田

谷区医師会で、22 年 6 月総会で跡地へ医師会館移転の意向で区と協議を始

めることを決議し、22 年 8 月以降、区との連絡会を設置して、協議を進め

ている。保健センター機能の充実にあわせて、検診等の精度向上の取り組

み、健康増進プログラム等の調査分析・開発への協力、医療相談の実施等

について相互連携協力を目指していく。また、区が推進する在宅医療の推

進について、ケース事例検討等を通じた医療と福祉の連携の取り組み、ま

た災害時や健康危機管理対応について、拠点に設置される災害時医療拠点

（医療救護所のバックアップ、医療ボランティアの受入れコーディネイト

など）における緊密な連携と協力体制の構築について具体的な検討を進め

る。さらに、玉川医師会も含め関係団体と幅広く連携し、全区的な保健医

療福祉拠点としての役割を充分に果たせるように、拠点整備、事業化に向

けた相互協力関係を深めていく。 

 

 

ウ）高齢者等の在宅復帰・在宅療養支援機能 

 

  ⅰ）基本的考え方 

 

基本構想では、高齢者等の在宅復帰・在宅療養支援機能について、「介護や

医療が必要な高齢者が、病院等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」こととし、 

・医療的ケアが必要な状態であっても地域に戻って生活を継続できるよう、

看護・介護の体制を強化したリハビリテーション機能を整備する。 

・在宅療養の継続を支援するため、短期入所や通所、訪問等、ニーズに応じ

たサービスの提供体制を整える。 

との考え方が示されている。 

 

 

その実現に向け、医療的ケアの対応力を高め、より在宅復帰に注力する介

護老人保健施設を中核に、民間事業者の自主事業として展開する。 

加えて、複合施設としてのさまざまなメリットを活かしつつ、拠点機能と

の相乗効果、施設運営の安定化とともに、世田谷らしい地域包括ケアを実現

させるために、事業者の発案による社会福祉事業を追加して整備、併設する

ことも可能とする。 
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イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⅱ）整備内容 

 

・事業者の自主事業として、基本構想の想定施設機能を整備する。 

 

機能・施設 主な内容・考え方 定員等 
介護老人保健施設 在宅強化型（想定基準） 

一般療養棟（定員 40 名以上）、 
認知症専門棟（定員 40 名） 

定員 80 名以上 
 

短期入所療養介護 介護老人保健施設内 定員 20 名 
通所リハビリテーション  定員 30 名 
訪問看護ステーション  定員 30 名／日 

 
拠点 
機能 
 
必置 

 

療養通所介護  定員 9 名 
追加 
機能 

（任意設置）地域密着型特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、 
定期巡回･随時対応型訪問介護看護  等 

 

 

・民間事業者の発案により、世田谷らしい地域包括ケアシステムの構築に必

要な社会福祉事業としての機能を併設することも可能とする。 

   （例）地域密着型特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護等 
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 エ）障害者の地域生活への移行・継続支援機能 

 

  ⅰ）基本的考え方 

 

基本構想では、障害者の地域生活への移行・継続支援機能について、「介護

や医療を含め支援が必要な障害者が病院等から地域移行する際、また地域で

の生活を継続する場合に、安心して暮らし続けられるように支援する」こと

とし、 

・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入所施設の機能を整備する。 

・医療との連携、医師・看護師の配置等により、医療的ケアを含む適切な対

応ができる支援体制を整備する。 

 との考え方が示されている。 

 

 

その実現に向け、医療的ケアに対応した通過型の施設入所支援機能を中核

に、高齢者と同じく民間事業者の自主事業として展開する。 

加えて、拠点機能との相乗効果が期待できる社会福祉事業を追加して整備、

併設することも可能とする。 

なお、現在、総合福祉センターで実施している機能を再編し、拠点機能に

移行する。 

イメージ図 

障害者の多様な住まい
共同生活援助（グループホーム）
共同生活介護（ケアホーム）
居宅介護、短期入所・緊急一時保護、
生活体験施設、移動支援
日中ショート、訪問入浴、日常生活用
具、緊急通報

障害者就労 自分にあった働き方
就労移行支援・継続支援
障害者就労支援センター
就労障害者生活支援センター

ライフステージに応じた日中活動を中
心とした社会参加
生活介護、自立訓練
就労移行支援・継続支援、移動支援
障害児の自立をめざした支援の環境
づくり
児童発達支援・放課後等デイサービス

障害者の地域生活へ
の移行・継続支援機能 梅ヶ丘病院跡地で整備・展開する施策の機能イメージ

人材育成機能

福祉人材育成・研修センター

相談支援機能

基幹相談支援センター・児童発達支
援機能

相談支援体制の再構築
基幹相談支援センターの設置
障害者のケアマネジメント
障害者を支える地域づくり
日常生活の見守り
家族支援の強化
災害対策の整備

全区的機能

施設入所支援（通過型）
日中活動（生活介護、自立訓練）
短期入所・緊急一時保護
児童発達支援事業（児童発達支援、
放課後等デイサービス）

追加機能

(例)居宅介護事業、就労移行支援・
継続支援 等

拠 点身近な地域

○通過型の入所施設
○医療的ケアを含む対

応ができる支援体制

事業者

事業者

連携

本所
総合支所

区民

安心して地域で自立した生活を継続できる社会の実現
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ⅱ）整備内容 

 

・事業者の自主事業として、基本構想の想定施設機能を整備する。 

 

機能・施設 主な内容・考え方 定員等 
施設入所支援 
 

定員 60 名 

日中活動（入所者用） 
・生活介護事業 
・自立訓練事業 
（機能訓練・生活訓練）

定員 60 名 
（定員 50 名）

（定員 10 名）

施設入所支 
援（通過型）

日中活動（拠点外通所）

・生活介護事業 
・自立訓練事業 

（生活訓練） 

災害時二次避難所の活用

も想定 
 
※総合福祉センター事業

の機能再編含む 
 

定員 20 名 
（定員 10 名）

（定員 10 名）

短期入所  うち１室を短期入所緊急

受入体制加算対象とする 
定員 20 名 

児童発達支援 
 

定員 25 名 児童発達支 
援事業 

放課後等デイサービス 

障害児相談支援、保育所等

訪問支援を実施 
※総合福祉センター事業

の機能再編含む 
定員 25 名 
 

基幹相談支 
援センター 

 区委託事業 
 

 

 
拠点 
機能 
 
必置 

相談支援 
事業所 

指定一般相談支援 
指定特定相談支援 

  

追加 
機能 

（任意設置）居宅介護事業、就労移行支援･継続支援 等  

 

・民間事業者の発案により、拠点機能との相乗効果が期待できる、障害者の

地域生活を支援する社会福祉事業としての機能を併設することも可能とす

る。 

  （例）居宅介護事業、就労移行支援・継続支援 等  

 

 

 ② 地域環境との共生 

 

  ⅰ）基本的考え方 

 

地域環境との共生に関しては、開発行為により必要となる公園の整備等を

通じ、地域の安全・安心や利便性の向上に貢献する。これに加え、拠点施設

整備の際は、街づくり条例に定める誘導指針の考え方に沿って、条例等によ
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り求められる環境貢献策に留まらず、基本構想に示された５つの視点に従い、

一般の民間開発を上回る水準の整備を目指す。 

また、東日本大震災の教訓を活かし、跡地内に設けるオープンスペースを

交流の広場として利用するばかりでなく、防災広場としての機能も持たせ、

広域避難場所や避難所を補完するための整備を行う。このため、施設整備に

あたり、開発行為に伴い整備する提供公園と、環境空地をできる限り集約化

することを検討し、一定規模の防災・交流広場として整備することとする。 

また、保健センターや福祉人材育成・研修センターを中心に配置される(仮)

公共棟の 1 階については、災害時に活用できるスペースを確保するため、で

きるだけ広いエントランスや、オープンスペースとして転用可能な諸室を配

置するとともに、防災・交流広場との連続性を持たせる施設配置とする。 

さらに、高齢者・障害者支援拠点施設においては、高齢者、障害者等災害

時要援護者を対象とした災害対策の拠点としての機能を盛り込む。特に障害

者については、施設入所支援の施設において全区的な災害時二次避難所機能

を果たすとともに、隣接する都立光明学園特別支援学校（仮称）との連携、

さらに都立松沢病院との連携についても今後検討を進めていく。また高齢者

施設においては、区内の同様の施設と連携しながら、災害時要援護者支援施

設のひとつとして地域の支援機能を果たすこととする。 

 

 

  ⅱ）整備内容 

 

○「やさしいまちづくり」の推進 
ユニバーサルデザインの理念を基調とした施設計画とし、当該地一帯の「や

さしいまちづくり」と調和し、これをさらに推進する整備を行う。加えて、敷

地内及びその周辺に高低差があることに留意し、歩行者にやさしい動線を整備

する。 
例）・高齢者・障害者に配慮した勾配・幅員の歩行者動線 

・誘導用ブロックの適切な配置 
 
○みどり豊かな環境の創出  
当該地周辺がみどりの拠点に位置づけられていることを踏まえ、羽根木公園

や北沢川緑道等の周辺地域との連続性に配慮した、みどり豊かな環境を創出す

る。また、原則として塀を設けない地域に開かれた空間とする。 
例）・オープンスペースへの積極的な緑化 

・屋上緑化、壁面緑化の推進 
 
○環境負荷の低減 
省エネルギー設備の導入、自然エネルギーの利用等を積極的に実施すること

で、環境負荷の低減を図る。 
例）・設備システムの高効率化 

・多様な再生エネルギー設備の導入 
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○地域の防災性・安全性の向上 
広大な敷地であることを踏まえ、オープンスペースや通り抜けの確保等、地

域の防災性の向上に寄与する。また、安全な歩行者空間を確保する。 
例）・広域避難場所への避難経路の確保 

・歩道状空地の整備 
・カーブやコーナーの見通しの改善 

 
○周辺に配慮した施設整備と景観形成 
跡地周辺には、戸建住宅及び低中層を主体とした集合住宅と公共公益施設が

共存していることから、周辺環境に配慮した施設整備が求められる。特に北西

部の住宅への日影の影響や圧迫感の軽減を図る。 
例）・住宅街への日影の影響や圧迫感の軽減を図った施設配置 

・周辺と調和した形態・意匠の施設 
 
○防災拠点としての整備 
地域における防災性・安全性の向上に関しては、基本構想で述べられている

ような地域施設としての位置づけにとどまらず、全区的な災害時要援護者への

対策拠点として、医薬物品の集積、医療拠点機能（拠点救護所）に加え、災害

時要援護者の二次避難所等の機能を果たす施設とする。あわせて、これに必要

な防災広場空間、電源、水利機能等を整備する。 

例）・施設の耐震耐火性能の向上 
・防災備蓄庫（広域用防災倉庫）の設置 
・自家発電装置の整備 

 

 

③ 多様な交流の創造 

 

  ⅰ）基本的考え方 

 

本事業では、全区的な保健医療福祉拠点を核として、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・仕組みを導入していく。このた

め、拠点施設に設けられる交流スペースや広い敷地を活用した交流広場等ハ

ード面の整備も行うものの、基本的には拠点で展開する多様な活動主体が、

以下に述べる視点に留意しながら、それぞれの特性に応じて柔軟な発想でさ

まざまな交流を実現していくものとする。 

 

ⅱ）交流を創造する視点 

 

・多様な交流は、拠点機能との連携を通して創造されるような機能・仕組み

を導入することで実現する。 
・基本構想で示された、施設利用者の社会参加（例：交流スペースの設置等）、
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多様な目的を持った利用者の交流促進（例：健康づくり等の仕組みや場の

提供）、保健医療福祉拠点との相乗効果の創出（例：情報発信等）、多世代

交流の創出（例：子育て支援機能等）、周辺住民の利便性向上（例：小規模

の物販、飲食・喫茶機能、地域イベント開催等）、周辺地域との連携（例：

拠点と連携した研修等）等について、交流の相乗効果に留意し、区と事業

者の役割分担なども踏まえ、検討を深める。 
・子ども・子育て機能の整備については、高齢者や障害者の施設利用者との

交流機会の創出、多世代の交流や、地域との交流の促進など、拠点との相

乗効果を期待する視点から、さらに検討を継続する。 
 

 

ⅲ）移転公共施設 

 

公共施設の移転については、基本構想で示された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（老朽化等）

等の視点から検討を行った。 

 

・健康を守り、創造する拠点機能の担い手である「保健センター」を移転する。 

・「子ども初期救急診療所」（松原 6丁目施設）を移転し、「初期救急診療所」（保

健センター内）と統合し、「初期救急診療所（小児科・内科）」を整備する。 

・相談支援・人材育成拠点機能の担い手のひとつとなる「福祉人材育成・研修

センター」を移転する。 

・「総合福祉センター」については、機能を再編し、障害者支援拠点施設へ機

能移行を図る。 

・なお、保育園、子育てステーション機能については、区全体の公共施設整備

の方向性や保育施設再整備方針との整合性に配慮しながら、拠点において多

世代交流の促進、相乗効果が期待できるよう、新設、再配置する機能・施設

についてさらに検討を継続する。 

 

機能 視点 施設名 

 
拠点 

連携 

交流 

促進 

施設 

状況 

保健センター 健康 ○  ○ ○ 

子ども初期救急診療所 健康 ○   ○ 

福祉人材育成･研修センター 
人材育成 ○ ○  

総合福祉センター機能 相談･人材育成 

障害 
○ ○ ○ 
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４ 事業の枠組み・事業期間 

 

（１）事業実施方針の策定 

 

・区は、跡地取得判断に続き、跡地利用に係る事業実施方針の策定に取り組

む。この方針は、拠点整備に関する基本的な考え方、施設機能と具体的内

容、事業手法、土地利用と開発に係る基本的な計画、事業者募集・選定方

法等についてまとめたものである。 
 
〔事業実施方針で検討すべき事項〕 

・区は、拠点整備に関する基本的な考え方として、跡地の状況、条件、整

備すべき機能や、整備手法等をあらかじめ提示する。 
・施設機能と具体的内容、事業手法については、この調整プラン案で示し

た内容を基にして、更に具体的な検討を行い、詳細な内容を作成する。 
・土地利用と開発に係る基本的な計画は、拠点としての施設の一体性や相

乗効果が生まれるような施設配置、効率的な開発工事と施設建設工事等

を実施する観点から作成する、跡地全体にわたる土地利用と開発に係る

基本計画である。なお、高齢者支援・障害者支援の施設の具体的なしつ

らえは、この基本計画に基づき、事業者が具体的な設計を行うことにな

る。 
・事業者募集・選定方法については、幅広く参加を呼びかけ、プロポーザ

ル方式で選定することを基本に、公正、適正に事業者を審査、選定する

方法を検討していく。 
 
・この事業実施方針の作成にあたっては、庁内の検討組織による検討を行

うとともに、保健福祉、建築・街づくり、財務・法務等の学識経験者で

構成する「（仮称）梅ケ丘拠点整備事業実施方針検討委員会」を設置し、

多面的かつ総合的にご意見をいただく。 
・また、幅広く区民や、関係団体、地元住民、区議会等の意見を伺いなが

ら検討を進める。 
・事業実施方針は広く公表し、事業参加希望の事業者との意見交換等も行

い、意見や提案を加味しながら内容の充実を図る。また、その上で事業

者公募を行うこととする。 
 
（２）事業の枠組みの考え方 

 

・区が、跡地を所有し、所有地全体の開発行為、及び公共施設の整備（敷地

面積 7,500 ㎡程度）を行う。 

・開発行為、公共施設の整備手法等については、今後の事業実施方針策定の

中で、より効率的で効果的な手法を比較検討していく。 

・なお、跡地利用にあたり都市計画法による開発行為の許可が必要となる。

北西側に約 3 メートルの段差と擁壁、跡地内の段差の存在、また、開発に
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伴う道路拡幅や公園整備など、一定の整備工事が必要となることに留意す

る必要がある。 

・公共施設整備部分を除いた部分（敷地面積 7,500 ㎡程度）について、事業

者へ定期借地の方法により貸し付ける。事業期間は 50 年とする。 

・事業者には、拠点機能として整備を求める機能を明示する。また事業者の

発案により追加機能を設置することも可能とする。 

・事業者が、上記機能に係る建物の整備及び維持管理を行うことを原則とす

る。 

・施設整備及び長期にわたる運営に必要な能力を有する事業者を公募、選定

する。 

・事業者は、社会福祉法人、もしくは社会福祉法人を代表とするグループと

する。 

・事業の枠組みについては、公民の役割分担を明確にし、互いの特性を活か

しながら、充分な連携、協力が図られるよう工夫する。 

・基本構想に示されたサービス水準維持のためのモニタリング等については、

第三者評価等既存の取り組みに加え、区と事業者が協働する拠点運営の全

体調整の仕組み構築の検討の中で、さらに取り組みを整理していく。 

・現在、保健センターと同一の建物内にある世田谷区医師会館については、

引き続き拠点施設との連携が不可欠なことから、移転に向けて世田谷区医

師会と整備等に係る具体的な協議を進める。 

 

（３）事業期間 

 

・事業期間は事業者の安定的な事業運営に資するよう配慮し、整備（事業者

選定、設計、施工）に 5年、運営は 50 年を基本とする。 

・施設開設時期は 31 年度の予定とするが、整備機能に関する助成制度等、国

や都の動向の把握に努め、慎重かつ柔軟に対応していく。 
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５ 事業経費等について 

 

（１）事業経費の考え方 

 

・施設整備等の初期投資経費については、民設民営施設による事業者負担と

するとともに、開発行為による基盤整備、公共施設整備に関する設計・施

工者の創意工夫が最大限に発揮できるよう検討を進め、トータルコストの

縮減を図る。 

・施設運営、施設維持経費については、事業実施方針の中で施設整備内容の

適正規模等を示し、事業の健全運営を保持しつつ、後年度負担を極力回避

する。 

・移転公共施設跡地の売却の検討等を含め、広く財源確保に努めるとともに、

起債活用により財政支出の平準化を行う。 

 

 

（区必要経費の概算試算） 

 

 区必要経費試算の考え方 

 ・本調整プラン案で想定する事業の枠組み、規模を前提とする。 

 ・土地取得想定経費については、基本構想策定時と同様に、公示価格並みで

の概算価格を想定する。なお、区試算であり今後増減する可能性がある。 

 ・基本構想策定時、調整プラン素案作成時には算定していなかった公共施設

の運営経費についても、新規増分を算定する。 

 ・運営経費については、１年あたりの経費に加え、本調整プラン案で想定す

る事業期間にあわせ、50 年分を算定する。 

 ・本試算に係る経費のほか、事業実施方針策定費用等が必要となる。 

 

 

  

 

 

区分 概算試算 

用地取得        95 億円程度

公共施設・基盤整備   66 億円程度

福祉施設整備補助      2 億円程度

 

初期投資 

小計 163 億円程度

公共施設維持運営   1.8 億円程度

福祉施設運営支援等  1.2 億円程度

介護・障害サービス  1.6 億円程度

給付費（区負担分） 

 

運営経費 

(新規増分） 

 

(１年あたり)    小計 4.6 億円程度

（50 年分で 229 億円程度)

合計 （運営 50 年分で）      392 億円程度 



 22

Ⅲ 今後の進め方 

 

１ 取得判断までのプロセス 

 

（１）取得（事業化）判断までのプロセス 

 

  調整プラン素案作成（24 年 3 月）後は、引き続き介護保険制度の改正、（仮

称）障害者総合福祉法の詳細等の制度改革への対応を精査するとともに、新

設する各拠点機能の検討を深め、保健センターの移転に伴う機能の充実、さ

らなる移転公共施設等、残された検討項目の精査を行ってきた。また、並行

して世田谷区医師会等関係団体との協議も継続して行っている。 

  24 年 5 月～7 月には、幅広く区民、関係団体や学識経験者、関係町会等に

説明を行うとともに、区民意見を募集し、取得への理解と、今後の事業展開

に対する意見なども伺ってきた。さらに学識経験者の知見も活かしながら幅

広い観点からより望ましい施設整備を追求している。 

  こうした検討を経て、24 年度中の取得判断につなげる。 

 

＜スケジュール＞ 

 

世田谷区 東京都 

 

23 年度 

      そ 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

24 年度 

   4 月 

 

   5 月～ 

   8 月 

 

10 月 

 

 

   11 月 

 

 

 

 

 

調整プラン 
素案（たたき台） 

2 月～ 都区協議 

調整プラン 
 

調整プラン（案） 

調整プラン(素案) 

 
10 月下旬 
 解体工事竣工 
 

取得（事業化）判断 
《政策決定》 

区民･関係 
団体･学識 
経験者等 
意見 

 
 
 
 

区議会
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（２）東京都との協議 

 

  跡地の取得については、さらに東京都と具体的な協議を行っていく。 

また、取得後の施設整備についても、今後、助成制度の適用等の面からも

都区間での具体的な協議を進めていく。 

 

（３）跡地の安全な利用の確認 

 

事業化を進める上での前提となるのが、跡地に安全に施設整備が可能であ

ることを確認することである。 

跡地は長年にわたり病院として利用されてきたことから、医療廃棄物の残

存や土壌汚染がないことの確認が必要であるが、東京都が平成 23 年 2 月から

3月にかけて行った調査では、汚染物質等は発見されなかった。また、旧病院

施設の一部である厚生エネルギー棟周辺については、解体工事着工後の 24 年

3 月から 4月に調査が行われ、汚染物質等は発見されなかったため、解体工事

が予定どおり進められている。なお、解体工事は平成 24 年 10 月末までの工

期となっている。 

取得（事業化）判断に際しては、解体工事が予定通り竣工し、土壌汚染等

もなく、安全に敷地全体が利用可能であることを事前に確認する。 

 

２ 施設開設までのプロセス 

 

（１）取得手続き・スケジュール概要（予定） 

 

 用地取得にあたっては、民間事業者に事業への参加を求める時点で区が確実

に取得できる目処を立てておくこと、事業者に土地を貸し付け、施設建設に着

工するまでに取得を終えていることなど、事業実施に欠かせない条件を満たす

スケジュールとすることが必要である。また、起債を活用する場合には起債の

タイミングを施設建設の前年度以降としなければならないなど、財政上の制約

も生じる。 

 こうした諸条件を充足しながら、区にとって最も財政負担が少なく、有利な

取得を行っていかなければならない。取得計画は今後の東京都との取得交渉等

の不確定要因があるが、現段階では、平成 26 年度までに土地開発公社を活用

し先行買収し、28 年度に起債を活用しながら議決を経て区へ買戻すというス

ケジュールを想定して手続きを進めていく。 

 

（２）想定スケジュール 

 

・24 年度   取得判断、事業実施方針策定準備 

・25 年度   事業実施方針策定と公表 区民、事業者等との意見交換等 

・26 年度まで 土地開発公社により跡地を先行買収 

・26 年度   事業者（高齢者・障害者施設）公募、審査、決定 
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・27〜28 年度 設計（基本設計、実施設計） 

・28 年度   起債を活用し用地を買戻し 

・29〜30 年度 開発工事、施設建設工事 

・31 年度   開設 

 

 

＜取得決定後に策定する事業実施方針と事業者選定のイメージ＞ 

 

24 年度  

 

 

 

 

 

 

25 年度 

 

 

 

 

26 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 年度 

 

 

 

 

 

事業者 

区議会 
区民 
関係団体 
地元住民 等 

（仮）梅丘拠点整備事業実施

方針検討委員会 
   （学識経験者等で構成）

庁内検討委員会 
（基本計画検討委員会） 

事業募集内容公表 

事業者との協議 

 

事業実施方針公表 

（仮）選定委員会 （学識経験者等） 

事業実施方針策定準備 
・基本方針 
・基本計画 
・事業者募集要項 

事業者仮決定 

事業者決定 

意見交換 

施設設計 

事業実施方針策定 

募集 

応募 

意見交換 
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Ⅳ 参考 

 

１ 跡地を一部取得することとしたことによる主なプランの変更点 

 

  これまで、基本構想及び調整プラン（素案）では跡地全体（約 24,000 ㎡）

を取得することを見込んで検討を行ってきた。このたびの調整プラン（案）

では、区が跡地の一部を取得し、その面積を約 16,500 ㎡とした。この面積は

基本構想が示した保健医療福祉の拠点機能を実現することは可能であるが、

調整プラン（素案）に比べ敷地面積が 30％ほど縮小したことになるため、本

案では調整プラン（素案）の内容の一部を次のように変更した。 

 

（１）土地取得価格 

  公示価格並みで試算した場合、面積の縮減に伴い、素案の段階では約 144

億円と見込んでいた土地の取得価格を概ね 95 億円とした。（区試算） 

 

（２）導入機能の精査 

  素案時点では保健医療福祉の拠点機能とあわせ、追加機能として機能・施

設を事業者の提案で整備することを想定したが、敷地面積が縮小することに

伴い、その範囲を精査した。 

 

（３）移転公共施設等の絞込み 

  移転公共施設及び交流機能等についても、敷地面積の縮小に伴い精査した。 

 

 

２ 調整プラン素案に対する区民意見 

 

取得判断にあたって、幅広く区民、地元住民、関係団体や学識経験者、関

係町会等に調整プラン（素案）の説明を行うとともに、区民意見を募集し、

取得への理解と今後の事業展開に対する意見等を伺った。実施状況は以下の

とおりである。 

保健医療福祉拠点としての機能の充実、環境への配慮、多様な交流の実現

など、区の拠点整備に強い期待を持った意見、提案が多数寄せられた。意見

等については、区ホームページ掲載（7 月 28 日）、区報掲載（8 月 15 日号）

によって区民へ情報提供を図っている。 

 

（１）区民説明会 

①調整プラン(素案)説明会 

24 年 6 月 6 日（水）午後 2時～3時 30 分 

世田谷区民会館集会室 参加 93 人 

②梅丘周辺地区説明会 

24 年 6 月 1 日（金）、2日（土）午後 7時～8時（両日とも） 

梅丘パークホール 参加延べ 52 人 
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（２）関係団体・学識経験者、地元町会等への説明 

24 年 5 月～7月 

 

（３）区民意見募集 

24 年 5 月 15 日（火）～6月 14 日（木） 

ご意見をいただいた人数 25 人、意見件数 49 件（ハガキ・封書、FAX、

持参、HP から） 
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