
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 拠点に整備する機能 

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

 

平成２４年９月 

Ⅰ．調整プラン策定について 

 

区では、都立梅ヶ丘病院跡地について、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。 

基本構想に示された、整備・展開が求めら

れる機能、並びに事業化のあり方をできる限り

明らかにし、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。）を策定する。 

 

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、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事業実施方針の策定に取り組む。 

 

（２）事業の枠組みの考え方 

・区が敷地全体の土地利用計画、事業実施方針を策定する。 

・敷地全体の開発行為、公共施設の整備は区が行う。 

・事業者が、その機能に係る建物の整備及び維持管理を行う。 

・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。 

 

（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。

梅ヶ丘病院跡地利用基本構想・調整プラン（案） 概要版  

（１）拠点整備の基本的な考え方 

区が跡地を取得し、取得した敷地全

体の基盤整備を行った上で、敷地の一

部に保健センターなど区の施設を整備し

運営する。他を社会福祉法人等に定期

借地で貸し出し、事業者が民設民営で

拠点施設を整備し運営する。 

区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

能を強化するとともに、こころの相談など

を拡充する。また、専門性の高い研修を

実施するなどで人材を育成していく。 

民間事業者は、世田谷らしい地域包

括ケアシステムの拠点機能としての在宅

強化型の介護老人保健施設運営や障

害者の地域生活への移行を支援する施

設入所支援（通過型）運営等を通じて区

が目指す地域福祉社会の実現に寄与す

る。 

こうした考 えに基づき、拠 点 全 体 とし

て、先 駆 的 ・モデル的 機 能 を果 たしつ

つ、区全体のサービスをバックアップ・補

完していく。こうして、区全体をネットワー

クする総合的な保健医療福祉の拠点づ

くりを目指す。 

Ⅱ．調整プラン 

 

１ 跡地取得について 

跡地の敷地約 24,000 ㎡の内、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。 

 

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

 

 

２ 取得手続き等について 

 ・31 年度拠点開設を目指し、以下の取得手続

きを想定する。 

・区が事 業 実 施 方 針 を策 定 し、都 に提 示

（25 年度） 

・都売却手続き、区土地開発公社による先

行買収（26 年度まで） 

・取得議案議会提出、区買戻し（28 年度） 

 ・土地取得想定経費は概ね 95 億円を見込む 

  （区試算であり今後増減する可能性がある） 

 

②地域環境との共生 

・一般的な民間開発を上回る積極的環境整備 

・高齢者、障害者等の災害時要援護者支援拠点機能を整備 

（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 

健康づくり、高齢者・障害者福祉等に関する専門的な相談・人材

育成機能を集約し、合わせて対象・内容を拡充する。 

・保健センターを移転（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 等） 

・総合福祉センターを再編（児童発達支援、基幹相談支援センター） 

・（仮）認知症在宅支援センターの設置を検討（国・都の動向も踏まえ

検討） 

・福祉人材育成・研修センターを移転、機能拡充し人材育成機能の

中核とする 等 

 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 

健康機能 高齢者機能 障害者機能

区 区 社福法人・医療法人 社福法人

委託事業 指定管理事業 自主事業（新設） 自主事業（新設

事業内

容等 

・認知症在宅支援セ

ンター（新設） 

など

・保健センター（移

転） 

など

・拠点施設（新設） 

 

など

・拠点施設（新設）

・基幹相談支援セ

（委託）     な

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

イ）健康を守り、創造する機能 

 健康相談・指導、区民の健康づくり支援、検査・検診機能を移設し

て拡充する。 

・保健センターの移転と機能拡充 

・初期救急診療所（小児科・内科）（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を移転統合） 

・災害時の医療対策、災害時要援護者支援の拠点整備  等 

エ）障害者の地域生活への移行・継続支援機能 

  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、民間の自

主事業として展開する。 

・施設入所支援（通過型）（60 人）、日中活動（入所者）（60 人）、日中活動

（通所）（20 人）、短期入所（20 人）、児童発達支援（25 人）・放課後等デイ

サービス（25 人）を整備 

・障害者の地域生活を支援する機能（居宅介護事業等）を事業者の発案で

併設することも可能とする。 

③多様な交流の創造 

・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 

・基本構想で示された、施設利用者の社会参加、多様な目的を持った利

用者の交流促進、保健医療福祉拠点との相乗効果の創出、多世代交

流の創出、周辺住民の利便性向上、周辺地域との連携等について、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 

Ⅲ．今後の進め方 想定スケジュール 
24 年度    取得判断                   27 年度 設計                       

25 年度    事業実施方針策定、公表         28 年度 設計、土地取得議案提出、区買戻し 

26 年度まで 土地開発公社による先行買収       29・30 年度 工事 

26 年度    事業者公募・選定              31 年度 開設 

ウ）高齢者等の在宅復帰・在宅療養支援機能 

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の自主事業として展開する。 

・介護老人保健施設（80 人以上）、短期入所療養介護（20 人）、通所

リハビリテーション（30 人）、訪問看護ステーション（30 人／日）、療養

通所介護（9 人）を整備 

・地域包括ケアの実現に向け、事業者の創意で追加機能（短期入所

生活介護等）を併せて整備することも可能とする。 

５ 事業経費等 
 

（１）事業経費の考え方 

・施設整備等の初期投資経費は、民設民営施設による

事業者負担とするとともに、基盤整備・公共施設整備

に関して整備手法検討を進め、トータルコストの縮減

を図る。 

・施設運営、維持経費は、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。 


