
 

 

 

 

 

梅ヶ丘拠点整備プラン作成に係る有識者会議 

(第1回) 

 

 

 

 

 

 

平成25年5月1日(水)午後6時30分 

区役所第2庁舎4階区議会大会議室 



○梅ヶ丘拠点整備担当部長 皆さん、こんばんは。委員の皆様にはお忙しいところお集ま

りいただきましてありがとうございます。ただいまから第1回梅ヶ丘拠点整備プラン作成

に係る有識者会議を開会させていただきます。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます世田谷区梅ヶ丘拠点整備担当部長の霜越で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、区では省エネルギーのため本日よりクールビズを実施させていただいております。

職員も軽装とさせていただいておりますので、ご了承いただきたいと存じます。 

 では、まず初めに有識者の皆様をご紹介いたします。お手元の次第をおめくりいただき、

資料1の有識者名簿をご覧ください。今回7名の先生方に当会議の委員にご就任いただいて

おります。 

 入江委員です。日本政策投資銀行審査部課長兼設備投資研究所主任研究員でいらっしゃ

います。 

 続きまして岩永委員です。公益社団法人地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究セ

ンター常勤顧問で、世田谷区健康づくり推進委員会会長をお務めいただいております。 

 続きまして大橋委員です。日本社会事業大学大学院特任教授で、世田谷区地域保健福祉

審議会会長及び世田谷区基本構想審議会委員をお務めいただいております。 

 続きまして大原委員です。横浜国立大学大学院教授で、世田谷区地域保健福祉審議会委

員をお務めいただいておりました。 

 続きまして白石委員です。東洋大学ライフデザイン学部教授で、世田谷区障害者施策推

進協議会会長をお務めいただいております。 

 続きまして八藤後委員です。日本大学理工学部教授で、世田谷区ユニバーサルデザイン

環境整備審議会委員をお務めいただいております。 

 なお、東京都市大学工学部特任教授の住吉委員は、本日所用のためご欠席でございます。 

 以上で有識者の皆様のご紹介を終わります。 

 なお、委嘱状につきましては、略式ではございますが、机上に置かせていただきました。
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ご確認いただければと存じます。 

 また、区からは副区長及び関係部長が会議に出席し、有識者の皆様のご示唆を生かしな

がら整備プランを取りまとめてまいりたいと考えております。 

 それでは、秋山副区長からご挨拶を申し上げます。 

○副区長 皆様、こんばんは。副区長の秋山でございます。このたびは梅ヶ丘拠点整備プ

ランの有識者会議ということで委員をお引き受けいただきまして、ありがとうございます。

委員の皆様には、この前の前提となります跡地利用基本構想の策定などにご尽力をいただ

いているとお聞きしておりまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。 

 梅ヶ丘病院の跡地を利用した区の保健医療福祉サービスの拠点づくりについては、昨年

の11月に調整プランを策定して、跡地の一部を取得して事業に取り組むことに決定いたし

ました。 

 この基本構想の調整プランでは、当時は2万4000平方メートルということで構想を立て

ていたのですが、東京都の意向もあって、敷地面積を当初の基本構想と比較すると約3分

の2、1万6500平方メートルに縮小してございます。区としてはこの点も踏まえながら、今

後事業計画、整備プランをことし11月には策定をしたいと考えております。 

 少し狭くなったということもございます。また、これからもっと緻密にというか詳細に

さまざまな内容を検討していかなくてはならないということもございます。委員の皆様に

は、これから拠点の運営、土地の利用、それから事業手法、いろいろな多岐にわたる分野

がございますが、多角的、専門的に御助言をいただきますようにお願いを申し上げます。 

 短い期間ではございますが、先生方からいろいろなご意見を頂戴しまして、私どももし

っかり計画をつくっていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日は、また短い限られた時間ではございますが、ご審議のほど、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 続きまして、本日出席の区職員を紹介させていただきます。 

 保健福祉部長の金澤、世田谷保健所長の成田、世田谷保健所副所長の髙木、地域福祉部

 2



長の板谷、梅ヶ丘拠点整備担当課長の松永、そして改めまして私、梅ヶ丘拠点整備担当部

長の霜越です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、後ろの席には関係課長が控えております。会議中発言させていただく場合もござ

いますので、ご承知おきいただきたいと存じます。 

 それでは、次第に従って議事に入りますが、その前に本日の資料の確認をさせていただ

きます。 

 お手元には次第並びに資料1から7、資料7は7－1から7－3に分かれてございますが、資

料1から7をお配りしてございます。おそろいでしょうか。 

 また、机上のボックスの中には梅ヶ丘病院跡地利用基本構想及び同調整プランのほか、

これまでの跡地利用に関する調査研究報告書をご用意してございます。随時参考にしてい

ただければと存じます。 

 それでは早速ですが、本日の議題に入ります。 

 初めに、本会議の趣旨、運営方法について梅ヶ丘拠点整備担当課長よりご案内いたしま

す。 

○梅ヶ丘拠点整備担当課長 梅ヶ丘拠点整備担当課長の松永でございます。よろしくお願

いします。 

 本有識者会議は、区が本年11月を目途に作成する整備プランを取りまとめるにあたり、

学識経験者や専門家の皆様から多方面、専門的なご助言をいただきながら検討を進めよう

ということで設置させていただきました。 

 資料2をご覧ください。本有識者会議の運営についてでございます。1で会議の位置づけ

ですが、今申しましたように区が梅ヶ丘拠点整備プランを策定するにあたり、有識者の皆

様に専門的見地からご助言を得たいというものでございます。 

 会議の運営方法ですが、基本的に会議の進行は区で行い、委員の皆様からご助言をいた

だきたいと。このため委員選出の座長による取りまとめということは行わないということ

です。また、ご意見については事務局で持ち帰り、今後の整備プランの検討に活用させて
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いただきます。 

 会議の公開ですが、傍聴に来られている方々のご意見はアンケート用紙に記入、提出し

ていただき、区の検討の参考にさせていただきたいと思います。 

 今後の会議の予定ですが、4にあるように本日5月1日第1回、その後8月、10月と3回を予

定しております。素案、案、成案という形で今後プランを策定していきたいと思っており

ますが、その前の段階で有識者の皆様からご意見をいただきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 運営についてはよろしいでしょうか。 

 では、これに従って運営をさせていただきたいと存じます。 

 では、続いて議題(2)にございますこれまでの検討経過と今後の取り組みについてご説

明させていただきます。 

○梅ヶ丘拠点整備担当課長 では、続いて資料3をご覧いただきたいと思います。梅ヶ丘

病院跡地利用に係るこれまでの経緯を簡単にご説明いたします。 

 梅ヶ丘病院跡地の活用については、区では平成20年度から跡地の活用について検討して

まいりました。平成22年2月に「保健医療福祉サービスの全区的な拠点というものを中心

に整備・展開する考えのもとで、跡地を取得する方向で検討する。」ことを発表いたしま

した。 

 平成22年3月、都立梅ヶ丘病院が閉院し、府中市の都立小児総合医療センターに移転統

合しています。 

 翌年平成23年3月には、先生方にもご議論をいただき、梅ヶ丘病院跡地利用基本構想を

まとめました。 

 この間、平成23年3月11日の東日本大震災の経験も踏まえ、平成24年3月に基本構想を具

体的にした梅ヶ丘病院跡地利用基本構想調整プラン(素案)を作成いたしました。 

 この間、跡地の一部は東京都が利用するという方針も踏まえ、平成24年11月、梅ヶ丘病

院跡地利用基本構想調整プランを作成して、跡地を取得して事業を進めていくことを決定
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いたしました。 

 同じく11月に東京都に対して梅ヶ丘病院跡地の一部売却、取得を正式に依頼していると

ころでございます。 

 そして現在、梅ヶ丘拠点整備プランの策定に着手しております。 

 一方、跡地の解体工事には都で平成24年1月から着手し、既に平成24年10月に完了して

おります。 

 右の図は、区が取得し利用していく予定の箇所についてお示ししております。 

 資料3については以上でございます。 

 続いて資料4をご覧ください。今後の取り組みについてご説明いたします。 

 1点目としては、昨年11月に事業化の方針を決め、跡地での保健医療福祉の拠点として

の機能は決定し、調整プランにお示ししたところでございます。 

 そして、これらの機能を具体化した事業計画となる整備プランを策定してまいります。

整備プランでは、拠点整備に関する基本的な考え方、土地利用計画、施設整備計画、運営

計画を初めとして、維持管理、全体調整、事業手法、事業者の選定の考え方などを示して

まいりたいと考えております。 

 整備プランの作成にあたっては、繰り返しになりますが、本日の有識者会議を初め、広

く区民や関係団体などからのご意見をいただきながら策定してまいります。 

 2点目は事業者募集の準備となります。今後策定する整備プランを実現するために、主

には定期借地権を設定し、後ほどご説明しますが、民設民営での整備を予定している施設

部分を想定し、民間事業者の事業参入にあたって、具体的な業務内容、リスク分担、事業

者選定方法などをまとめた事業実施方針の作成も、整備プランの作成と並行して行ってま

いりたいと考えております。 

 来年度平成26年度には事業者募集要項等を公表して、公募による事業者選定の手順に進

んでいくことを予定しております。 

 そのスケジュールをお示ししているものが下段の2、スケジュール(予定)及び右側の＜
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取組みの流れ図＞でございます。 

 説明は以上です。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 資料3、資料4をご説明しましたが、よろしいでしょうか。 

 先ほど副区長からも申し上げましたように、跡地利用基本構想策定後に、区の利用対象

は跡地全体の約3分の2となる約1万6500平方メートルに縮小となっておりますが、基本構

想に掲げられた拠点機能についてはでき得る限り実現したいと考えております。この点も

踏まえて本日の第1回会議では、整備プラン(素案)作成に向けた課題についてご意見、ご

助言を賜れればと考えております。 

 それでは、続いて本日の本題となる議題(3)整備プランの検討課題でございます。まず

おさらいとなり恐縮ではございますが、跡地利用基本構想と同調整プランの概要と、整備

プラン検討にあたっての課題について事務局からご説明します。 

○梅ヶ丘拠点整備担当課長 では、引き続き資料5をご覧いただきたいと思います。「梅

ヶ丘病院跡地利用基本構想及び同調整プランの概要と課題」をお示ししております。 

 一番上、「基本的な考え方」としては、基本構想、調整プランともに大きな枠組みとし

て世田谷区における保健医療福祉の全区的な拠点として各地域の福祉サービスをバックア

ップするとともに、今後の地域福祉サービスを牽引するモデルとなるような役割を持たせ

たいと考えております。 

 次の「整備・展開が求められる機能」として「全区的な保健医療福祉拠点づくり」、こ

れらを踏まえて、梅ヶ丘拠点にはア)、イ)、ウ)、エ)と、相談支援・人材育成機能から障

害者の地域生活への移行・継続支援までの4つの機能を中心に整備してまいります。 

 ア)相談支援・人材育成機能としては、区立保健センターを移転し、機能拡充、総合福

祉センターの機能再編、仮称ですが、認知症在宅支援センターの新設、福祉人材育成・研

修センターの移転などを行ってまいります。 

 イ)健康を守り、創造する機能としても、保健センターの移転・拡充、総合福祉センタ

ー前にあ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を移転いたします。 
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 また、拠点には阪神・淡路大震災や、先の東日本大震災の教訓などを踏まえ、災害時の

医療活動拠点としての機能を持たせてまいりたいと思っております。 

 ウ)高齢者等の在宅復帰・在宅療養支援機としては、より在宅復帰に力を入れる介護老

人保健施設、短期入所療養介護などの記載の施設機能、またエ)障害者の地域生活への移

行・継続支援機能としては、通過型を基本とする入所施設機能を中心に、短期入所、児童

発達支援事業などの機能を整備してまいります。 

 一番右の列に記載のとおり「整備プラン検討にあたっての課題」は、これらさまざまな

機能を生かした拠点としての運営や連携といった全体調整のあり方が課題であると認識し

ております。 

 次のページをご覧ください。2点目は「地域環境との共生」でございます。先ほどもご

説明しましたように、災害時の医療活動拠点の役割とともに、災害時要援護者への支援、

ユニバーサルデザイン、緑の創出、再生可能エネルギーの活用、跡地周辺地域への配慮な

ど、地域環境との共生の視点も重要と考えております。 

 ここでは、土地利用のあり方、全体調整機能としての跡地全体の維持管理のあり方など

を課題と捉えております。 

 次に3点目「多様な交流の創造」でございます。梅ヶ丘拠点の整備にあたっては、全区

的な保健医療福祉の拠点の核として、世代や障害の有無を超えた多様な交流が生まれる機

能や仕組みを導入し、実現していきたいと考えております。 

 例えば施設間や拠点内に整備する広場などのオープンスペースを活用した利用者同士の

連携交流や、周辺の地域住民の方々との連携交流など、拠点機能を生かした多様な交流の

仕掛けを工夫していくためにも、拠点全体の調整機能のあり方が大きな課題であると考え

ております。 

 引き続いて「事業化のあり方」でございます。基本構想では、跡地全体の活用を前提に、

機能が多岐にわたることから、民間のアイデアを取り入れるため、民間活力を積極的に活

用していくことが考えられるとされていました。 
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 先ほどもご説明しましたが、敷地の一部を東京都が利用することとなった関係で、調整

プランでは約1万6500平方メートルの活用を前提とした計画となっております。この約1万

6500平方メートルの中で全区的な保健医療福祉拠点として整備していくこととなります。 

 ここまでご説明した拠点機能としての整備を事業化するにあたって、土地利用計画、建

物などの配置計画や規模などの施設整備計画、区の財政負担等を見据えながらの事業手法

や必要経費の算定、また事業者選定にあたっての条件整備など、機能の詳細、公民の役割

分担などをまとめていく中で、取得する予定の敷地全体の開発、また定期借地権での民間

での整備を想定している施設、そして公共部分についての整備手法などについて、具体的

な事業手法などを定めていく必要があり、課題として挙げております。 

 資料5の説明については以上でございます。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 一番右側の課題については、この後それぞれ詳しくご説明さ

せていただいて、ご意見を賜りたいと思います。 

 ちょっと足早に資料の説明を行いましたが、これまでのところでご質問等がありました

らと存じます。よろしいですか。 

では、次に進めさせていただきたいと存じます。 

 それでは、素案作成にあたっての課題項目を申し上げましたが、その検討の素材として

ご用意したものが資料7－1から3まででございます。今日の本題になるわけですが、この

課題ごとに先生方からご意見をいただきたいと存じます。 

○梅ヶ丘拠点整備担当課長 それでは、まず資料7－1をご覧いただきたいと思います。

「全体調整機能のあり方について」でございます。基本構想及び調整プランで示された考

え方として、拠点全体としての機能を向上させるためには、各施設を束ね施設間の連携を

図る全体調整機能が不可欠という先ほどの課題があると認識しております。 

 「基本構想での整理」として、この拠点においては「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つの役割を

担い、その多様な交流の創造に向けて、交流プログラムを企画する、それをモニタリング
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していく機能の導入、継続的に交流を創造していく仕組みのあり方などを検討する必要が

あるという整理をしました。 

 続いて下の段「調整プランでの整理」ですが、施設利用者だけではなく、周辺住民や地

域との連携、多世代の交流を図ること、そして施設間を調整して交流プログラムの企画な

ど、基本構想で述べた、継続して交流を創造する仕組みの導入、その多様な交流の実現に

おいては、拠点施設が果たすべき機能の一環として実現することを基本とするといたしま

した。 

 下のところですが、上記のこれまでの「調整プランでの整理」により、必要な機能をま

とめると、拠点運営機能と、地域交流ネットワーク機能、そして共同維持管理機能という

3つの機能に整理したところでございます。 

 次のA3判をご覧いただきます。まず、今言った3点の各機能を整理しました。 

 「拠点運営機能」としては、(1)拠点の一体性・相乗効果は、施設の運営、跡地周辺と

の調整等が一元的にコントロールできる仕組みが必要と考えております。 

 方向性(案)として例示しましたが、例えば公共施設内の施設長会議の開催、公共施設と

民間施設での合同会議等の開催、また区民向け情報誌の発行などの情報発信。 

 (2)が拠点外施設との連携やバックアップでございます。先ほどの「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つを担うために、方向性(案)としては、先ほどと同じように拠点内施設長会議、また

は国・都などの関係機関、社会福祉法人、医療法人などの各種関係団体との連絡会など、

情報共有、意見交換などが必要ではないかと捉えております。 

 (3)がモニタリング・評価でございます。事業開始後もサービス水準が継続して保たれ

るモニタリングの仕組みが担保されることが重要と考えております。 

 全体調整機能として、拠点に必要な取り組みに関する調査・研究、また時代の変化に応

じた事業内容やサービス水準に変化が生じた場合は、区の所管課に対して意見なり提言な

りを行う仕組みも必要と考えております。 
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 以上が「拠点運営機能」でございます。 

 右側ですが、2点目「地域交流ネットワーク機能」として、求められていることとして

(1)周辺地域との交流・ネットワーク機能、(2)関係団体との交流・ネットワーク機能。 

 その機能を担保するための方向性(案)として、(1)は地元町会・自治会、商店街との交

流、地域での防災活動の実施など、ここに例示しましたが、イベントの実施の企画、お祭

りの企画などが考えられると思います。 

 (2)は拠点内施設との交流、団体間相互交流を活性化させるような仕掛けで、具体的に

下の例示を4点ほど挙げております。 

 下の段になりますが、3点目「共同維持管理機能」として、公共施設、民間施設と異な

る運営主体があることを前提にして、一括した維持管理が可能かどうか、そのあたりが課

題と捉えております。 

 「全体調整機能のあり方について」は以上でございます。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 拠点を運営する上で、この全体調整機能は非常に重要なもの

と考えております。それぞれが集まっただけではあまり意味をなさないということで、ま

さにそれが有機的にどう連携して成果を出していくかが、この梅ヶ丘に課せられた大きな

課題と考えております。 

 方向性については、我々は少し、ない頭を絞ってこういうことが考えられるのではない

かとお示ししておりますが、ぜひ先生方から方向性、また具体的な内容についてご意見を

賜れればと思っております。まずこの点についてご発言をいただきたいと存じますが、ど

なたかからお願いできますでしょうか。 

○委員 しゃべりづらいけれども、いいですか。 

 前々から言っていることですが、次のページの(参考)に福祉人材育成・研修センターを

移転と書いてあるんですね。問題は、このセンターがどれだけのボリュームを持つかとい

うことなんです。 

 富山県は今、人口が100万人で、私は非常勤でそこの福祉カレッジの学長を仰せつかっ
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ていますが、50本ぐらい授業をやるわけです。そうすると、相当の面積をほぼ専有するこ

とになるんです。世田谷区はそのセンターをどのぐらいの規模でやるかですね。 

 私は前々から言っているように、もう人口84万人ですから、県と同じぐらいのことをや

らなければいけないとなると、実は相当な規模の研修講座をやらざるを得ないです。 

 それと同時に、区内のいろいろな事業者とかＮＰＯとか、要するに社会福祉関係団体が

講座とか研修をするときに使えるようなスペースがあるのかないのかということが当然問

われてくる。 

 世田谷区の一番大きな問題は、場所を確保することが非常に難しいわけで、その研修セ

ンターの本来の独自の機能を保障するスペース、それから交流して研修をするスペースの

関係などは、どのくらいのボリュームで考えているのかですね。 

 それと同時に、調整機能ということでいくと、区役所のどの部分が移るのか。例えば地

域包括支援センターの27のあんしんすこやかセンターの連絡調整をして、スーパービジョ

ン的な機能を持っていくとすると、その機能が世田谷区の本庁で良いとは、どう見ても思

えないです。 

 非常に大胆にわかりやすく言ってしまえば、所得保障的な手続きは本庁でよいかもしれ

ないけれども、保健センターも行くわけだから、サービスの評価だとか、サービスにかか

わるものは、実はそちらへ持っていくかどうかということに絡むんですよ。 

 そうすると、保健センターと地域包括支援センターにかかわるようなものはこちらへ持

っていくのかということの詰めを少ししないといけないと思うんですね。この資料でいく

と、実はそれが見えないんです。そこはどうするのですか。 

○地域福祉部長 福祉人材育成・研修センターと地域包括支援センター、今２つお話しい

ただきました。区としては、今の段階でそれぞれの機能を考えていて、その 初のほうの

人材育成・研修センターの規模という点、そして先生が今おっしゃった地域包括支援セン

ターの区役所内部の所管的なところは、まだ整理されていないような状況です。 

○委員 例えば大阪市などは社会福祉のすごい研修センターを持っているわけです。人口
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規模がちょっと違うと言ったって、やはり世田谷区は政令都市と同じぐらいの規模を持っ

ているわけだから、私はちまちまとした、あんな従来の研修センターの機能ではないと思

っているんです。ほかの県がやっているような本格的なことをやらなければいけないと考

えると、その機能をどのくらい確保できるかということが１つ。 

 それから、ほかの審議会で論議しているけれども、地域包括ケアの新しいシステムと考

えると、27の地区ごとの地域ケアシステムをつくると同時に、そのバックアップ機能とし

てのそれは専門職の集積も含めて、やはり区全体をスーパービジョンできる機能を持たな

いといけないと思うんです。 

 だから、人事異動で庁内、区役所の中をいろいろ移る人は本庁でよいかもしらんけれど

も、事実上そのケアにかかわる保健師とか社会福祉士とか臨床心理士とか、いわばそうい

うところの集積の拠点になるようなイメージを物すごく強く出さないといけないというこ

とですね。 

 そのために総合福祉センターはみんな持っていこうと言っていたのだから、そこはもう

ちょっと強く出てもよいのではないかと。 

 それから、書いていないので、どこで言おうかと思っていたのだけれども、実は福祉用

具センターですね。二、三日前に読売新聞でも介護ロボットがあれだけ出されてきている

けれども、福祉用具センターを持てとは言いませんが、もう福祉機器なり福祉用具の相談

活用センター機能を入れないとだめだと思うのですね。 

 機器はしょっちゅう変わっていくから、機器を展示することまではないと思うけれども、

そこにかかわるような相談、活用機能というものをやらなければいけないですよ。 

 例えばここに認知症と書いてあるけれども、この間ある鳥取の特養へ行ったのですが、

95ベッドで、認知症でない人はたった１人しかいないで、あとは全部認知症なんです。と

ころが、ＢＰＳＤと呼ばれる問題行動は全く出ない。なぜかということで、いろいろな要

因があるのですが、１つは車椅子シーティングをしっかりしているんです。 

 ベッドから起こして、標準車椅子で、あんなずっこけスタイルで置いていないです。法
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人独自で初年度に600万円ぐらいかけて、単年度で300万円ぐらいのお金を投資して、利用

者１人１人に見合う車椅子を用意してシーティングをしている。座位がしっかり保てるか

ら嚥下能力も高まるし、落ちついているんです。それで問題行動が起きない。 

 認知症というものは大事だから、みんな認知症ケアセンターみたいなことを言うけれど

も、もっと福祉機器なども活用した、あるいは補聴器などを含めた機能を持たせないと、

認知症の態様も変わってきているわけですから、本当は補聴器関係の相談機能もここへ持

ってこないとだめではないかと。 

 何しろ私がいつも言っていることは、区ではなくて県のレベルの機能をもっと意識しな

いと、区のちょっと高いレベルの発想では、もうとてもだめなのだということを再度強調

しておきたいという気がします。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ありがとうございます。多分その地域を支えるための拠点と

いう意味で、人材育成あるいはそういう福祉関係の用具の啓発、普及の発信という機能が

ここに求められるという先生のご意見ですが、どちらかというと、この(2)のお話が中心

だったかと思いますが、ほかの先生、どこの分野でも結構ですが、ご意見をいただければ

と思います。 

 先生、どうぞ。 

○委員 私は推進協で、この前身の会議の流れから初めて参加したので、少し見当外れな

意見かもしれませんが、申し上げます。 

 この共同維持管理ということで、今までのいろいろなものを読んだのですが、今回、東

京都が利用する土地のことが出てきたりしているから、なおさらかもしれませんが、赤堤

通りと光明の学校の前の通りとありますが、実際にどこから入ってくるのかとか、そうい

うアクセスをまず考えないと、それに応じて公共の場所とか駐車場とかを考えることにな

るのかなと思うのです。 

 障害のある方などが災害時に利用されることなどを考えると、まずアクセスを考えるこ

とが大切と思います。電車では、どこの駅からも少し離れているので、やはり車で乗り入
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れることができるような、建物の構造や、行き着くまでの動線の検討がまず必要ではない

かと思うのです。 

 災害時にどういう利用のされ方をするのかを検討し、そこにとる部分を決して過小評価

しないで、その残りの建物をどのようにつくっていくかという話になるのかと思うもので

すから、的外れかもしれませんが、今までどういう検討がされたか教えていただければと

思います。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 アクセス自体については、また土地利用の考え方のところで

は少しお話しさせていただきたいと思います。 

 ただ、やはり今お話しのとおり、災害の問題は大きいので、それについて、実は今、災

害の関係の医療の分野で、ここにとどまらず区全体として災害医療にどういう対応をする

のか、あるいはここで言えば、災害時にこの障害者施設、高齢者施設がどういう役割を果

たすのかを含めて、別の組織でちょっと検討を加えておりまして、内部ではもう少し具体

的な話を詰めようとしているところでございます。 

 アクセスの話は、また土地利用の考え方、次の議題でお話をいただければと思います。 

○委員 病院などだと、入り口には警備の人がいて、門があるわけですね。東京都の土地

もあったりして、どこから入るかと、それを誰がどう管理するかという問題は出てくると

思うのですが、その辺はいかがですか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 では、資料を3枚めくっていただきますと「土地利用の考え

方について」という次の議題があるのですが、そこには少し図面を出しています。またそ

のときにちょっと入り口などの話もしたいと存じます。 

 では、全体調整機能のあり方について、先生どうぞ。 

○委員 きょう、数々の福祉の専門家とか、まちづくりの専門家がいらっしゃる中で、な

ぜ私、銀行員が１人まじっているのだという話をまずご説明したいんです。 

 これだけの大規模な事業になると、今、副区長の話もありましたように、一部が都の土

地になって面積が減りましたが、そうはいっても1万5000平方メートルぐらいの大規模な
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事業ですので、そうすると金がかかるわけです。しかもその建設費だけでなくて、50年に

わたって事業をするわけですから、維持管理には莫大な金がかかるわけですね。 

 一方、区の財政は非常に危機的な状況にあるし、今後年を追うごとにますます厳しくな

っていくと予想される中で、基本構想なり調整プランに書かれた機能の維持と財政の両立

とをどうやってしたらよいかについて、要するに財政の話、そういう観点から何か工夫す

る余地はないかということを言うために私がここに来ているわけでございます。 

 一言に50年と言っても、今から50年前を考えてみたときに、まだ東京オリンピックも開

かれていないような時代なわけです。維持管理を含めて、それぐらい長い期間のことをや

らなければいけないということです。 

 しかも福祉の施設ですから、経営が不安定ではいけないわけです。50年間にわたってし

っかりした基盤が維持されるような事業にしなければいけない。そのための工夫は何かあ

るのかということを言うために来たということでございます。 

 そういう意味では、いろいろな機能の問題がある一方で、その機能をどう整備したらよ

いか、そのお金を何か工夫することはできないかということを考える必要があります。 

 いろいろ1つ1つの機能が、これは大事だ、これは大事だということはあるのですが、一

方で、それをどうやって整備するか、それを50年間どうやって維持していくかという考え

も必要だと思うのですね。 

 だから、そういう意味では副区長以下、今いらっしゃいますが、基本的には財政の問題

でもあるわけで、そういうことは言いたいと思います。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ちょっと事務局の不手際で申しわけございません。実は本日

ご用意した課題、先生方にその分野でご意見を賜りたいと考えているものは、まず資料7

－1は全体調整のあり方についてで、拠点機能としてどういうものが求められるか、ある

いは地域での交流ですか、ここでは多世代の交流とか、団体間の交流とか、いろいろな交

流を進めたいということをうたっております。そういうことを含めた「全体調整機能のあ

り方について」をまず1つお伺いしたいというものが資料7－1でございます。 
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 それから資料7－2、次の議題は、先ほど先生からもちょっと提起された「土地利用の考

え方について」で、ここでは地域環境との共生とか、エントランスも含めた施設の配置計

画などを皆様方に御議論いただきたいということが2点目。 

 それから、今、先生が御指摘もいただきました、50年を見据えた、財政計画も含めた

「開発行為及び公共施設の整備手法について」は3番目の議題としてご発言を頂戴したい

と思っております。 

 大変不手際で申しわけございませんが、まず1番目の7－1、拠点性とか交流といったと

ころについてご意見を賜れればと思います。 

 では先生、お願いいたします。 

○委員 まず、地域での役割とか交流拠点の話が、もしかしたら当初というか前の委員会

などで話し合われていた、例えばあの地域のためのコミュニティーが持てるような施設と

か、あるいはわかりやすく言うと図書館のような機能が具体的にあったものが、恐らくこ

の敷地が小さくなってしまったことが原因であろうと思うのですが、そうした、いわゆる

単なる福祉拠点という役割プラスアルファであったものが、いたし方ないのかもしれない

のですが、今度のところではちょっとなくなっていると。 

 では、それがなくなってはいるのですが、その理念だけは生きているわけです。悪いこ

とではないのですが、そうすると、それを実現するという目的が一体何だったのだろうか

ということが、ちょっとこの場になって失われてきたような感じがいたします。 

 具体的に申し上げますと、では、そもそも、なぜこの施設だけで閉じていてはいけない

のかとか、地域と交流していかなければいけないのか、そしてこの施設自体が開放された

ものであって、地域と交流を持っていく必要がなぜあるのかが、当初はそういうことを含

めて、話し合いの中にあったと思うのです。 

 しかし、今ではその目的などが大幅に変わっているような気がするんですね。そして、

ややもすると、これを初めて見た人は、何か一応交流と言っておかないと、周りの人たち

がなかなかこういうものに同意しないのではないかとか、それから福祉拠点などと言うと
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聞こえがよいのですが、福祉を孤立させる気かというような、また内部からのちょっと厳

しい意見が出てくるということもあるのではないかと思うのですね。 

 それを、ちょっとどちらかはわからないのですが、例えばイベントをやったりお祭りを

やったりということで、何か無理やり感があるというか、何でもいいから交わればよいと

いうものではないと思うのですね。 

 交わるからには、やはりお互いに何かの目的があって、それでそれぞれメリットを感じ

て、そこから、よりこの中の運営、そして外の人たちも豊かになるというストーリーが、

ちょっと失われてきたかなという感じがいたしました。 

 やはり機能が削られてきたというところが大きな理由だったと思いますが、もしその点

についてコメント等がいただければと思います。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 おっしゃるように、 初は2万4500平方メートルという大き

なスペースを活用して、民間の活力も活用して、もっと自由な形で、交流も前面に出しな

がら施設計画を練ったものが、実は 初の基本構想であったわけですが、今、先生もおっ

しゃったように、3分の2になる中で、やはり、そうは言っても区としては求める機能があ

るということで、施設もかなり限られた施設にならざるを得ないということが実態として

あろうかと思います。 

 しかし、施設をつくるからには、その施設の中の人の交流、施設同士の交流ということ

が1つはあるだろうと思います。 

 また、やはり地域の施設でもあるわけですから、地域に受け入れられる施設、あるいは

そこへ来ていただくことによって何か地域に還元できるような交流ができないか、あるい

は保健センターを始め全区から来る施設でもあるものですから、せっかくそういう集客機

能を持っているわけですから、そこで何かできないのか。 

 さらに言うと、私などは個人的に思うのですが、高齢者団体、障害者団体、あるいは健

康の関係の団体の皆様、それぞれがその分野の団体で交流するだけではなくて、せっかく

拠点施設が合わさるわけですから、そういった団体の交流が実現できないか。 

 17



 確かに図書館とか、一般的な集客機能のある施設はちょっと無理になってしまいました

が、限られた中で、やはり目的は目的として残っているような気がしますので、それを実

現するために何ができるのかと。 

 正直な話、先生方のご意見も参考にしながら、我々もちょっと暗中模索みたいなところ

がありますが、交流という機能は、やはり看板としては大きな課題としてあるのだろうと

思っておりますので、ぜひ何かお知恵をいただければとは考えております。 

○委員 私、ちょっと2点ほどですが、1つは全体調整機能の中で、施設長会議の開催とあ

ります。これだけになってくると、どれだけの施設が入るかわからないですが、それも必

要なのでしょうが、もっとフットワークの軽いレベルでの定期的な、本当にプロジェクト

のようなものがないと、何かぬたっとした感じの動きになるのではないかという感じがす

るのですね。 

 むしろ全体調整特任部長か、特任副所長か、そういう人を各施設に配置して、内部も把

握するし、そこで調整するというぐらいのフットワークの軽い機能をつくっておかないと、

施設長会議だけだと、多分何か形だけになる危険性があるという感じがします。 

 もう１つは今のご意見とも関係するのですが、やはり拠点機能ということがかなり強調

されているわけです。そうすると、拠点の反対は何ですかね、それぞれのところにあるわ

けですね。そことの役割分担があまり明確ではないのではないかと思うのですね。 

 今やっているところが、区民とかなり近いところでいろいろなことをしていますよね。

だから、それと役割分担をどう持つのか。いろいろなことをやりますよと書いてある1つ1

つに、では、これはこの拠点でしなければいけないということと、それぞれの地域ごとに

今ある施設でやっていることとがどう担い合うのかを、何かちょっと図式にでもするぐら

いしないと、縄張り争いみたいになるかなと。 

 そして、やはり一番気になるのは、交流というところが出てきたときに、その拠点機能

とどう関係できるのかという感じは私も受けました。 

 私が感じたことは、今おっしゃったところの、多分この資料の「機能ごとに求められて

 18



いること、その方向性」の「方向性(案)」に書いてある(1)周辺地域との交流・ネットワ

ークのご意見だったと思うのですが、私も、そのもう１つ前の、資料5の2枚目の、例えば

3に「多様な交流の創造」と書いて、確かにこういう交流は大事ですが、やはり地域でや

っているものと、この拠点ですることの違いですか。 

 特に拠点でするのだったら、何かパイロットみたいなことをして、それを地域に広げる

とかいう役割とか言うのだったらわかるのですが、同じようなことをするのだったら、拠

点と強調する意味がどうかなと。 

 だから、今おっしゃった近隣との、やはりこういうお祭りとか何かと言ったときに、確

かに地元の期待は大きい、こういうものができるのだったら、ぜひこういうこともやって

ほしいということはあるとは思うのですが、それは、拠点としての意義というものがどこ

にあるのかは、やはり明確にしておいた方が良いだろうと。 

 先ほど部長がおっしゃった、せっかくこうだからということはよくわかるんです。ただ、

せっかくあるからという表現は、拠点にするのだと言うには、やはり何かちょっともった

いないような感じがしました。 

 その2点です。 

○地域福祉部長 僕なりの整理ですが、拠点で、全区的な施設であって、それぞれの地区

というものがありますし、それぞれ仕事をしているところに、いろいろな新たな取り組み、

さっきパイロット事業のことをおっしゃいましたが、そして新たな先駆的な取り組みとい

うものを消化して、そのノウハウを伝えてバックアップするような仕組みかななどとは思

っているんですね。 

 (2)関係団体との交流・ネットワーク機能としても、例えば全区的な関係団体のカテゴ

リーごとの代表とのお話も1つあるでしょうし、もう1つは、その上の(1)周辺地域との交

流・ネットワーク機能も、もう少し地区的なレベルにダウンして、それは逆にそこが、こ

の拠点の施設が学ぶフィールドみたいな感じで整理をして、そこで学んだことを、この拠

点には、実際にミッションはありながら、なおかつ、そういう世田谷全体の保健福祉のレ
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ベルを上げるような、そういうシンクタンク的な実務をやりながらという、そのようなイ

メージを持っているのですが、どうでしょうか。 

○委員 そうであったら、そういうことをちゃんと書かれた方が良いと思います。 

○地域福祉部長 今話しながら浮かんで、整理できてきた話なんですが。 

○委員 そうしないと、そこの周りだけ良くなって、ほかのところが取り残されたのでは、

やはりちょっと、せっかくの拠点だからもったいないという感じで。 

○委員 やはりこれは、基本構想で論議していることとどこが違うかをもう一度整理した

方が良いと思うのですね。 

 例えば交流と言っても、いろいろな交流機能が書いてあるわけではないですか。たまた

まその跡地利用の中に、事務局のほうから図書館のこと、公共施設の移転という提案があ

ったわけです。 

 ところが、それは土地がなくなったのだから、図書館は当然無理だという話になってき

たわけでしょう。その辺の説明不足があって、では、図書館のときに夢を描いたものがな

くなったとすると、その代替機能は交流機能で何が持てるのかみたいなことを考えなけれ

ばならないですよね。 

 それから調整機能でいけば、調整機能と言ってしまうからあれだけれども、今先生が言

われたように、あの時だって全区的な拠点として先駆的にやることと、せっかくあの地域

で開発するのだから、あの地域の住民の方々の利便性も考えて、足らないところは少しそ

こを補完しましょうと言ったわけだから、では、あの地域でやってもらうことと、全区的

にやらなければいけないこととの整理はちゃんとして出さないと、今ご指摘にあったよう

なことになるのではないでしょうか。 

 やはり基本は全区的な拠点で、先ほど来言っているように、27の地区のバックアップ機

能、スーパービジョン機能を大事にするということが前回のときの約束というか基本だっ

たはずなので、ワン・オブ・ゼム的な、あの北沢地区の開発のということではないという

話だけはきちんとしておかないとまずいのではないかと思うんですよ。 
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 先ほど言ったように、いろいろな専門多職種等の集積なのであって、いわば保健医療福

祉にかかわるケアスタッフなり頭脳集団はそこにある。そして所得保障的な一般行政は本

庁でもよいというところの区分けをちゃんとするということではないですか。 

 それから交流だって、図を見ればわかるけれども、図書館機能がなくなっただけで、北

沢保健福祉センターと総合福祉センターは移るわけでしょう。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 いいえ、それもちょっと無理だということになっています。 

○委員 ああ、そうですか、北沢保健福祉センターも残るんですか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ええ、この中には入りません。 

○委員 そうだとすると、やはりその地区ごとにやるものと、全体的にやるものと、それ

もちゃんと整理しておかないといけないのかなということですね。 

 3分の2になったら、どれが入って、どれが入らなくなったのかから入った方が、論議は

しやすかったかもしれないねということですね。我々はどうしても昔のイメージで思って

いて、夢を描いたわけだから、その夢がだんだん無残に、惨めになってきて、何だ、結局

後は総合福祉センターが移って、そこをやるだけかという話になりかねない。さっきの

先生の指摘は、やはりすごく大事なことですよね。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ちょっとご説明が不足して申しわけございませんでしたが、

先生からも今指摘がありましたように、当初予定していた施設が大分縮小されたというこ

とで、調整プランの中にはそこの記載はあるのですが、十分前提としてご説明をしなけれ

ばならなかったところではあるかと思います。申しわけございませんでした。 

 それではほかに、では先生、お願いします。 

○委員 後に発言すると、まとめのような感じになって自分でも嫌なんですが、今一番

大事にしなければいけないことは、夢を失わないことだと思うんですね。 

 仕方なしでやっていくような土地ではないと思います。検討会でもずっと言われていた

ように、ここはもともと梅ヶ丘という1つのブランドですよね。世田谷の梅ヶ丘というと

ころは全国が注目していると。 
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 ここでいろいろな部署が、うちではこれが足りないからということで寄せ集めでいろい

ろな施設が集まっているだけだと全然意味がないわけですよね。だから、そういう残余的

な姿勢でいては仕方ないので、むしろもっと何かを創造的につくり上げていくための場所

としてここが大事なのだという、この意義はもう一度確認しておかないといけないので、

そういう意味では、夢が一番捨ててはいけないところだと思います。 

 あと、細かい、例えば施設の割り振りだとか、そういう話は後でも出てくると思います

ので、その姿勢だけは確認しておかないといけないなということは強く感じました。 

 そういう中では、先生も言われましたが、福祉機器などを新たに、つまり新しいいろい

ろな技術とか考え方をここで生み出していくという、言うなれば梅ヶ丘がシリコンバレー

のようになる、新たな福祉の産業とか、新たなアイデアみたいなものがここから生まれる

というような場所にしていくべきだと思います。 

 そのためには何が必要かというと、これはこの交流ということにかかわるのですが、ま

ずそれぞれ集まる施設の専門性が高いことが必要だと思うのですね。 

 これはすごく反語的というか逆説的な感じがするのですが、専門性が高い施設がきちん

と集まることによって、そこで高い水準の議論が生まれていくのだと思うのです。 

 それを、ここの書き方だと、何か全体を一元的にコントロールする富士山型の仕組みを

イメージしているような書き方があるのですが、そうではないのだと思うのですね。 

 もっととがった峰がたくさんあるような、専門施設が集まっていくことによって、その

峰ごとを飛び歩くことによって新しい何かが生まれてくるという、抽象的な言い方ですが、

そういう交流のあり方が必要だと思うので、必ずしも全体をまとめるとか管理するという

ような立場ではないのだろうと思います。 

 それも夢のような話ですが、そのためには、先生が言われたように、多分プロジェクト

的なものを重視するということが大事だと思うのですね。 

 今回これは50年維持していこうという話ですが、その場合に、やはり長期で考えるもの

と、短期でプロジェクトで考えていくものと2つに分けた方が良いと思います。 
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 そして固定部分は非常に重要ですから、それぞれを機能させていかなければいけないの

で、これの連絡調整が必要であるということは確かですが、それだけではなくて短期で、

例えば5年間で新たな何かを開発しようとか、そのようなプロジェクトを常に持っている

というような形で運営をしていくと、本当に専門性とか新たなものを生み出していくとい

う運営ができると思いますので、それは施設をつくるだけではなくて、その運営の仕方に

も2段階制のようなものをきちんと取り込んでプログラムをつくっていくことが大事かな

などと思いました。 

 そんなところですかね。だから、その後方支援的な部分と、固定的な部分と、先導的な、

先駆的な、新たなものを創造する部分との2段階の運営を考えていくとよいのではないか

と。そして、その先駆的なところに、かなり夢というか期待を持って考えているので、そ

ういう運営をうまくコーディネートしていただければよいと思います。 

○委員 やはり念を押しておいた方が良いから、しゃべり過ぎでいけないかもしれないけ

れども、この(参考)に拠点機能の必置だとか書いてあるでしょう。これが世田谷区のほか

の施設と同じようなレベルのワン・オブ・ゼムでは困ってしまうんです。わかりますか。 

 わかりやすく言えば、いわば福祉人材育成・研修センターの附属施設的な機能で、やは

り新しいサービスを開発するとか、実践するとか。 

 入札をするときに、どこでも良いなどという発想がどこかに書いてあったけれども、そ

れでは困るんです。そこの法人がきちんとしたケアをやっている、しっかりした法人にし

ないと、ベッドが足りないからこれをつくりましたなどという発想だったら、では、どこ

か別でも良いではないですかという話になってしまうことをずっとやってきたわけだから、

少し担当者もかわったから、言っておかないといけないと思う。 

 要するに、ここは大学で言えば附属病院とか附属施設ですよ、そして新しい先駆的なも

のをやるのですよ、そこで研修もやってもらうのですよ、同時に災害の時にも拠点になる

のですよ、というイメージをうんと強めておいてほしいと。 

 そうでないと寄せ集めになってしまって、「何だ、施設群か」という話になって、全然
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意味がなくなってしまって、後で「何だ、あなたは施設群をつくるのに加担したのか」と

言われるのは嫌だからね。 

 我々は言っていたけれども、事務局がやらなかったということは、どこかに残しておき

たいなという感じはしますのでね。だって、梅ヶ丘みたいにこれだけまとまった土地はな

いですもの。だから県なんだよとずっと言っているんですよ。ワン・オブ・ゼムの跡地利

用ではないのだよということを強調させていただきたい。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 はい、思いは我々も同じでございます。 

○委員 お話を伺っていて、一言だけ意見を述べさせていただきます。 

 初に拠点運営ということで拝見して、少し違和感を覚えたのは、報告書とか意見交換

とかいう後から出てくるものが 初に書いてあって、本当は何を話し合い、何のアウトカ

ムを出すかという部分が、やはり拠点として必要なのだろうということです。 

 先ほど別の委員もおっしゃっていましたが、図書館とかはなくなっても、保健と介護と

障害者の福祉にあたるようなところがそれぞれ高度の専門性を持って運営されるとすれば、

そこが集まっているからこそある課題があるのではないかと思うのですね。 

 例えば障害のある人の健康の問題などに関して、一体化していることによって、共同で

何かやろうという、先ほどの、やはりこれもどなたかがおっしゃったプロジェクトのよう

なものが見えてくると思います。一緒にいるところで具体的な問題を発見して、それに対

して何かその解決をしたり実行をしていくということがまず書いてあって、そういうこと

があるので意見交換や報告書が必要になってくるという順序ではないかと思いました。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ありがとうございます。大変ご示唆に富んだご意見、また厳

しい意見も頂戴いたしました。全体調整については、今いただいたご意見も参考にしなが

ら、もう一度事務局で練らせていただきたいと考えております。 

 それでは大変恐縮ですが、時間もないものですから、次の課題についてご提供させてい

ただきたいと存じます。 

○梅ヶ丘拠点整備担当課長 続いて資料7－2をご覧いただきます。説明が足りなくて申し

 24



わけございませんでした。この後「土地利用の考え方について」と「開発行為及び公共施

設の整備手法について」ご意見をいただいていきたいと思います。 

 初に7－2、土地利用の考え方についてでございます。基本構想、調整プラン、それぞ

れ示された中で、この梅ヶ丘の拠点としては、拠点機能―保健センター等の求められる施

設の機能のほかに、当然ながら地域環境との共生、先ほども議論になった災害時拠点とし

ての機能が求められております。 

 基本構想から3分の2に減ってしまったということはございますが、それでも先生おっし

ゃるように1万6500平方メートルという広大な土地の中で、敷地内に設けるオープンスペ

ースは、交流広場として利用するだけではなくて、防災広場としての機能などを考えると、

一定規模の広さが必要になるのではないか。 

 また、災害時の医療活動拠点ということであると、例えば公共施設と想定している、基

本的には1階部分が、発災時には活用できるスペースとなる必要もあるのではないか。 

 当然、施設とその広場機能の連続性を持たせるという配置の視点も必要になってくるの

ではないか。 

 そういう防災の視点も含めて配慮すべき事項として、右側にございますが、地域環境と

の共生、周辺に配慮した施設配置計画を考えていく必要があると考えています。 

 2の「土地利用計画に求められること」として、繰り返しになりますが、防災の視点も

含めて「地域環境との共生」、基本的には梅ヶ丘という地、ユニバーサルデザイン、あと

緑の環境の創出、環境負荷の軽減、防災性・安全性の向上、また周辺に配慮した施設整備

と景観形成、全体調整のあり方にも関連するのですが、公共部分、そして民間部分、異な

る事業主体となっても、周辺と調和した一体感のある環境、景観などが必要になってくる

と考えております。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。「周辺に配慮した施設配置計画」として

「建物配置の考え方」を一旦整理しますと、繰り返しになりますが、近隣に配慮したよう

な配置計画、そして建物内各施設、それぞれいろいろな性格の施設が入ることを想定して
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おりますので、それぞれに応じた動線、ゾーニングが必要になっていると考えております。 

 これを前提として配置計画のイメージを比較検討してみたのですが、何度も繰り返しま

すが、調整計画でお示ししたそれぞれの機能での延べ床面積は、公共部分で約1万5000平

方メートル程度、民間部分で1万2000から１万5000平方メートル程度が必要と想定してお

ります。 

 そこで3つのケーススタディーをしてみました。それを公共、民間合わせた約3万平方メ

ートル程度の延べ床面積に対して1棟で配置する場合、2棟で配置する場合、3棟で配置す

る場合というような配置計画を想定してみたところですが、それぞれにメリット、デメリ

ット的なものがあると考えております。 

 その中の、右側の配置イメージ図の2棟配置を想定して、配置イメージ図をこちらにイ

ラストで描いているところでございます。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。梅ヶ丘病院跡地周辺の現況図ですが、(参

考)として梅ヶ丘病院跡地は小田急線の梅ヶ丘から300メートル、豪徳寺駅と世田谷線山下

駅からは約500メートルに位置しております。都市計画上の用途地域としては第一種住居

地域で、周辺は主に戸建て住宅、中低層マンションが集積しているということになってお

ります。 

 世田谷が利用を予定している約1万6500平方メートルは、南側の赤堤通りからは約1メー

トルほど高くなっていて、利用地の北西側はさらに2メートルほど上がったひな壇状にな

っております。また西及び北側隣接地には擁壁があるという土地の状況でございます。 

 「土地利用の考え方について」は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 一応配置イメージ図もお示ししたところですが、先ほどの交

流の問題もありますが、我々としては今こんなことで1つ案を考えておるところでござい

ます。 

 先ほど先生からエントランスの話はありましたが、ご案内のようにこの敷地は赤堤通り

からの進入、東側の道路からの進入といいますか、それで真ん中に一定のスペースをとっ
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たらどうかというものが1つ配置のイメージ図でございます。これに関してご意見をいた

だけたらと思います。 

 先生、お願いいたします。 

○委員 今度は 初に。東京都の利用地が、はっきり線を引いて分けられているのですが、

これは本当にどうしようもないのでしょうか。つまり真ん中に大きな広場をとる可能性を

どうしても大事にしたいところですよね。 

 ですけれども、こういう形ではっきりと敷地分けをしてしまうと、何も言わないと、東

京都利用地の一番南側に東京都が何かを建てる。つまり南側はちょうど壁になってしまう

ような感じで、そうするとこの広場が本当にこの敷地の中だけで完成しないといけないと

いう話になりますね。 

 だけれども、そのあたりの交渉の余地というか、両方をあわせた全体のマスタープラン

なりルールづくりなり交渉、まあ、協定とは言わないですが、その話し合いがどの程度ま

でできるかによって、ここの空間の使い方はもっと発展性があるかと思うのですね。 

 もう１つは、ちょうどこの絵にある茶色い矢印が上まで行っていますが、ここから道が

抜けるのかどうか非常に気になるところだし、これは多分東京都の予定地の脇を道を抜け

させてもらっていくのではないかと思うのですが、こういうあたりですね。 

 だから、ここだけで限定されてしまうと計画が非常に立てにくいと思うので、その辺の

交渉の余地というか、全体の共同したマスタープランを考えて、緩やかなものでもあらか

じめ設定できるのかという可能性についてはいかがですか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 まず境界については、これでと都から示されているところで

すので、これを変更するということはちょっと難しいと思います。 

 それから、東京都の利用地については隣の光明特別支援学校とあわせて活用を図ると伺

っておりますが、具体的な計画は未定であるというようなお話です。ただ、やはりこれを

一体としてのまちづくりの誘導ということもあるものですから、区からはできるだけ協力

をお願いしたいという要請は出しておりますし、都の方では一定のご理解もいただいてい
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るところでございます。 

 具体的に、どういう形で協力できるのかは、申しわけございませんが、これからの課題

となっております。 

○委員 先ほどから、区の敷地内外の施設間の交流という話が話題になっていますが、ま

さにこの東京都との交流がすごく重要だと思いますので、プロセスにおいてはそこを非常

に重視して扱っていただきたいと思います。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 当然そこら辺は都とも協調していきたいと考えております。 

○委員 これは道路から、あそこの赤堤通りの歩道をもっと広げるなどという発想はある

のですか、ないのですか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 やはり道路からの空間は一定のものをとらないとと思ってお

ります。 

○委員 いや、これは植え込みになってしまっているけれども、その回遊動線というのは

どのくらいの幅ですか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 具体的に何メートルとはまだ検討してございませんが、一定

程度はとろうと考えておりますし、道路自体も、特に東側は開発に伴って拡幅したいと今

計画はしております。 

○委員 それは交流の面でも、障害のある方々の利用の面でも、歩道を相当広くとってほ

しいですね。私の住んでいるところなんて歩道は結構本当に広いんですよ。50年間動かさ

ないのだから、そのぐらい大胆にやってみる必要はあるのではないですか。これだと、何

かすぐ植え込みになってしまうのかなと気になる感じがします。 

 もう１つ、北沢川の緑道へのアクセスは、この機会に何とかならないのかしら。この敷

地の中だけで考えるのか、少し遠回りにはなるけれども、総合福祉センターがあるわけだ

から、あの辺まで少し拡幅して、アクセスをもっとしやすいようにできないのかね。 

 担当部長の圏域を超えるかもしらんけれども、副区長がいるわけだから、やはりここを

拠点にするためには、もう少し総合福祉センターからこの跡地に入るアクセスを、この機
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会に大胆にきれいにするとか、 もシンボリックなことだと思うんだけれども、ちょっと

検討してもらえますか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 具体的には、何か歩いて行ける回廊みたいなものを…。 

○委員 それとか、拡幅もそうだけれども、含めてね。 

○委員 今から言うことは、ここに来る前には考えていなかったことで、今皆さんのお話

を聞きながらのことで申しわけないのですが、やはりこの色鉛筆で描いた図はかなり真っ

当な図だとは思いますが、真っ当なだけに、既に皆さん方が今言われたのですが、やはり

ちょっといろいろと突っ込みどころはあるんですね。 

 ある程度の敷地の大きさが担保されている場合には、この2棟あって、その真ん中に大

きな広場があってというものが結構成り立って、また言いますが、当初の2万4000平方メ

ートルの場合だと結構いけたかな、いい広場がつくれたかなという感じがしましたが、北

側にも何か建ってくるみたいな今の状況ですと、やはりこれはいろいろと無理があるのか

とも思います。つまりこの茶色で描かれた真ん中の部分が必ずしも居心地のよい空間には

ならないのではないかと。 

 そして地域と防災というような考え方からすると、例えば一案ですが、赤堤通りのとこ

ろを大きく、いわゆる公開空地のようにしてしまって、どこが道路でどこが敷地かわから

ないけれども、とにかくその境目で何か、屋台が出なくてもよいのですが、イベントがあ

るとか、何かの集会があるとかいうようにして、その食い込みをぐっと中に引き込むよう

な、敷地の中で囲い込むということではなくて、外側のものを中に引っ張り込んでいくと。 

 だから、もともと外の道路の地域とこの敷地は、そんなに明確に塀があって、守衛さん

がいてというものではないという、管理上ちょっと大胆な発想になるかもしれないのです

が、ちょっとそのようなことも含めて、そうすると2棟の配置の仕方も、もっと近づいて

くるとかいうこともあるかもしれないと、ちょっと思いました。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ありがとうございます。むしろ真ん中と言うよりも赤堤通り

を前面に出して何か空地をというようなお話ですが、はい、先生、お願いします。 
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○委員 私は全く門外漢なのですが、この地図を見ていると、セットバックと言うか左の

方にはみ出した部分をどう使うかが課題ではないかと思います。今公共棟と言っていると

ころがはみ出している部分を含めて、車のとまる場所などで使わざるを得ないかと思うの

で、それに伴って公共施設のある程度の平米が必要だったら、この前の方全体を広場とい

うか、駐車場などのスペースに置くという考え方かと、素人の意見ですが、思いました。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ありがとうございます。ただ、施設柄、我々もロータリーみ

たいな、バスが入れるようなアクセスは用意しなければならないという認識は持っており

ます。いずれにしても、どこに置くかは別にして、ロータリーみたいなものはどこかにつ

くりたいとは考えております。 

○委員 塀で囲むのですか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 塀については極力なくそうと考えております。 

○委員 先生が言ったけれども、うちの社会事業大学をつくったときも、塀がないんです。

いつの間にか、都道なのか、大学の敷地なのかわからないぐらいで、ほとんど皆さん大学

の敷地を歩いているんですよ。そっちの方が歩きやすいわけです。だから、そこはすごく

大事なんですよ。 

 本当に赤堤通りが2倍ぐらい向こう側へ行ったところで、それへ何も置かないで芝生に

しておいてもいいぐらいですよ。そうすると奥の方は、東京都が何をつくるかわからない

けれども、もう限りなく東京都の方に押しつけて、こっち側を明るくするということの方

が入りやすいし、交流はしやすいかもしれない。 

○委員 その方が治安上もよいのではないですか。 

○委員 かもしれないね。どうせ東の方は擁壁なんでしょう。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 そうなんです、上の方を北側から西側の方に―西側の方は一

度視察していただいているかと思うのですが、ちょっと高く擁壁みたいになっております

ので、なかなかそこをフリーにするわけには…。 

○委員 だから、そっちへくっつけてしまえばいいじゃない。 
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○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ただ冒頭、課長からも説明しましたが、西側に住宅地が広が

っているということも、事実あるので、そこら辺がちょっと悩みかなと思います。 

○委員 それはそうだ、そこに住んでいる人から怒られる。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ただ、今ご意見をいただいたように、1つポイントになるの

がその赤堤通りとの一体性で、そういうものを生かした施設計画は検討したいと存じます。 

 ほかによろしいでしょうか。 

○委員 基本計画で、通り抜けみたいなことについては確保したいというようなことをど

こかで読んだ記憶があるのですが、これでいくと、例えば住民の人がもし北に向かって、

通り抜けしたいというニーズはあるのかと思うのですが、施設の中を一般の人が通路みた

いに使うことについては今どのようにお考えですか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 通り抜けについては、たしか調整プランにも例としてそうい

うものを検討しますと記載しておりますが、何せ相手があることで、それに実現性がある

かどうかという問題が1つ。 

 もう1つは、我々事務方で検討している中で、やはり3メートル近く上がっている状況が

あるものですから、東京都さんの真ん中を抜かせていただくことが可能であれば道も可能

かもしれませんが、先ほどどなたかがおっしゃったように、どうしてもつくるとなると、

現実的にはこの敷地に沿って左側に道を用意することになると、高低差がかなりあるので、

そうした場合、では階段にするのか、スロープにすると 初から終わりまでずっとスロー

プにしなければいけないというような問題もあって、そこら辺は東京都さんともこれから

ちょっと調整をさせていただきます。 

 ただ、記載としては、調整プランでは、通り抜けのそういう必要性みたいなものもうた

わせていただいたところではございます。 

○委員 先ほどの老健施設とか特養とかデイをどこに頼むかだけれども、できれば、しゃ

れたレストランをやる法人か株式会社を考えてもらって、そこへみんなが食事に来ると。

もうヨーロッパなどでは当たり前だけれども、日本は全く、施設は施設的なんですよ。 
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 有料老人ホーム等は、きれいなレストランをやるところは、もう随分ふえてきたけれど

も、まだまだできていない。やはり交流するということは、飲むことはだめかもしれない

けれども、とりあえず食べてコーヒーを飲むとか、そういう空間が中にあることはすごく

大きいので、入札させるときの1つの要件にそういうことは考えられないですか。 

 何かチェーン店をやっていながら特養をやっている会社もあるじゃない。だから、そん

なことも考えると、可能性がないわけではないと思うので、何か世田谷らしい、ちょっと

しゃれた、緑の中のレストランみたいなものがあって、そこで障害のある人や高齢者と交

流しながらということはどうですか。 

 高齢化は当然進むのだから、配達だけでなくて、そこへ食べに行って相談も受けられる

ような、そのぐらい楽しい夢を描いてくださいよ。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 それでは、この部分についてはよろしゅうございますか。 

 それでは 後の課題「開発行為及び公共施設の整備手法について」、まずご説明をさせ

ていただきます。 

○梅ヶ丘拠点整備担当課長 それでは、 後のページ、資料7－3をご覧いただきます。開

発行為及び公共施設の整備手法についてでございます。 

 一旦、基本構想で整理した中では、2万4000平方メートルという広大な土地でしたので、

民間の有するノウハウや資金を積極的に活用し、跡地における多様な活動にも民間のノウ

ハウを積極的に取り入れ、公民連携による各種サービス水準の向上、民間参入の促進を図

りたいという整理をしたところでございます。 

 調整プランでは、何度も繰り返して申しわけございませんが、活用面積が約1万6500平

方メートルとなった中で、開発、公共施設などの整備手法について、より効率的で効果的

な手法について比較検討をしていく必要があると考えております。 

 事業者が整備をする施設として想定している、公共施設部分を除いた敷地面積、仮に半

分だとしますと、約7500から8000平方メートル程度について、事業者への定期借地の方法

により貸し付け、事業期間は50年ということを想定しているところでございます。 
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 その建物についても、事業者が建物の整備及び維持管理を行うことを原則としたいと考

えております。 

 事業者については、補助金などの関係もございますので、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を想定しているところでございます。 

 上記によって事業手法の検討のため、想定ですが、一旦仮説として、敷地が2万4000平

方メートルが1万6500平方メートルに減ったとしても、段差があることと、中に赤道とい

うものが入っているので、ここの整備にあたっては、都市計画法に基づく開発行為という

ことが必要になってきます。 

 その想定として、開発行為については、区が整備する施設の設計者、施工者があわせて

行うということは想定できないでしょうかと。 

 また、民間が整備する施設の設計、施工、維持管理については、高齢者支援施設と障害

者支援施設の事業者がそれぞれ行う、先ほど言いましたが、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が行うことを想定しております。 

 2、「整備手法の検討」ですが、繰り返しになりますが、効率的で効果的な整備手法を

それぞれ整理して、その上でこの事業の特徴を踏まえた手法について検討していきたいと

思っております。 

 繰り返しになりますが、(1)本事業の特徴として前提となる内容は、開発行為。あと公

共棟の施設建設の密接な連携。また公共棟には複数の施設機能が含まれることが予定され

ますので、その相互連携。保健医療福祉拠点としての民間が整備する施設の部分を含めて、

一体性の向上。また現在の計画では平成31年の開設を目指しておりますので、設計から開

設までの4年間の中で事業を行いたいということです。 

 (2)効率的で効果的な整備手法として、これも一旦1つの手法としてスタディーしたもの

ですが、包括発注という方式も検討に含めたいと考えております。 

 下の表は、それぞれ概略として包括発注のメリット、デメリットをまとめたものでござ

います。 
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 繰り返しですが、本事業の特徴、施設間また業務間の連携、あと敷地全体の一体性の確

保、限られた工期を念頭に置くと、どの部分を包括するかという整理は必要になるとは思

いますが、包括発注も1つの選択肢となる可能性があるものと今考えております。 

 説明は以上でございます。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 「開発行為及び公共施設の整備手法について」ご説明しまし

た。では、まず先生、先ほどは途中になって申しわけございませんでした。 

○委員 先ほどはちょっと不規則発言で 初に言ってしまいましたが、済みません。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 とんでもないです。 

○委員 まず基本計画から比べると、面積もかなり少なくなったわけですが、なぜ公民連

携をしなければいけないかという趣旨は変わっていないと思うのですね。それは要するに

財政が厳しいからですから、財政負担を軽減化するような公民連携をする必要があるとい

うことだと思います。それは変わっていないという前提で申し上げます。 

 まず民間棟については民間がやるわけですから、基本的に区の財政は余り関係ないわけ

ですね。ただ、民間がやるからには、間違っても倒産しないように、そこはチェックする

必要があると思いますが、倒産しないような仕組みづくりをちゃんとやってくれる範囲で

は、区として財政上影響はない。 

 次に公共棟についてはどう安くつくるかで、それは単にイニシャルだけではなくてライ

フサイクルコストで見たときにどう安くつくるかがあって、トータルで見れば、むしろ完

成した後の方がお金をかかるわけです。そういう意味ではライフサイクルコストを安くす

るような発注の方法、例えば包括発注もそうだと思いますが、ほかにもいろいろあると思

います。そういう意味では、ライフサイクルで見たときに公共棟を安くつくるための仕組

みをもっと研究する必要があるということが2点目。 

 1点目が民間棟、2点目が公共棟で、もう1つありまして、3点目は先ほど来話に出ている

公共棟と民間棟の双方の交流の話です。先ほど2の「土地利用の考え方について」であり

ましたが、交流というものは別にハードだけではなくてソフトの話もあると思うんです。
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そういう意味では両建物を含めた連携というか、敷地のマネジメント自体を民間にやらせ

る方法もあると思っています。 

 先ほどちょっと思ったのですが、祭りとかイベントをやるということを、個々の話を区

が決める必要があるのだろうかということがあって、それはマネジメントを民間活力を活

用しながらやって、区はそれをチェックすれば良いと思います。 

 そういう意味では民間棟は民間がやり、公共棟をいかに安くするかで公民連携があって、

3点目で、公民連携も民間活力を使っていくと良いと思っているということですね。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 それはエリアマネジメントというか、その敷地全体の管理運

営とともに、その交流みたいなソフト的なものも民間に任せ、民間の発想でやらせたらど

うかということですか。 

○委員 はい。そして、それを区が定期的にチェックするわけですね。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 それは何か要求水準みたいなものを決めておいてということ

ですか、それとも何か、もうある程度自由に任せるということですか。 

○委員 ある程度自由に任せて、どうやっているかを当事者に聞いたり、実際にそこを利

用している方にアンケートをするとかいう形でもよいと思うのです。 

 そういう意味では、実態問題としてチェックできていればよいので、具体的なことはも

う民間のアイデアに任せれば、区としてはお金もかからないし、そっちの方が良いと思う

ということでございます。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 なるほど、ありがとうございます。 

 ほかの委員の方々、どうでしょうか。 

○委員 建物をつくることのほうにはそれでよいのですが、例えば、交流するためにベン

チをあちこちに置いてほしいと思うんです。そのベンチは、イギリス的に名前入りで寄附

をしてもらうことを考えないですか。このベンチはこの公園を愛した誰々さんが寄附しま

したとかという命名権つき寄附みたいなことですね。 

 そういうことをやってみるとか、この間の検討で、羽根木パークを含めて緑のつながり
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を大事にしようと言っていたわけだけれども、どういう植裁をするかによっても違うけれ

ども、植木をみんな寄附してもらって植樹祭をやるとか。 

 要するに交流する、その際に、でき上がったときに交流するのではなくて、つくるとき

から参加してもらうということですね。だから、意見を言うだけが参加ではないわけで、

そういうお金も出しながら、そこを愛してもらうということはすごく大事なのでね。 

 団体ごとに植樹してもらってもよいし、個人で植樹してもらってもよいし、名前をぶら

下げればよいわけですね。 

 10年たったらその名札が風化しているかどうかは知らないけれども、少なくとも 初は

そういうことはあるということも、何かそういう時代ではないかという気がするので、も

っと住民の皆さんの参加と、住民の皆さんに甘えることも、交流という意味では、これか

らは大事なことかもしれないですよ。ちょっと考えてみてください。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ありがとうございます。 

 何かそういうアイデアも含めて御意見をいただければと思いますが、どうでしょうか。 

○委員 広さがちょっと縮小したことで、いろいろと持ってこられないものがあるという

お話ですが、高齢者と障害者のサービスに関しては、ここに書いてあるとおりのものを、

人数とかも含めて実現するという、そこは変えていないということでよろしいですね。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 はい。 

○委員 １つの建物の中に高齢者、障害者のそれぞれの、しかもいろいろなサービスが入

るということで、結局それを一体として、どこか1つの法人が担うということでしょうか、

それとも高齢、障害ぐらいには分けるとか、その辺の見通しというかお考えはどんな感じ

でしょうか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当課長 資料の 後の7－3の一番左の調整プランでの整理の中で、一

番下段の事業者については、社会福祉法人もしくは今先生がおっしゃるような社会福祉法

人の中に幾つかの、例えば医療法人などを想定はしているのですが、グループとして参画

するということも想定はしています。先ほども言いましたが、事業の性格上、社会福祉法
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人が前面に出てくる事業スキームを想定はしているところでございます。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 先生が今おっしゃっていることは、高齢者と障害者が別々の

法人かということだろうと思います。そこはまだ決め打っているわけではございません。

一体でやられるメリットは当然あるだろうと考えておりますので、それも念頭に置きなが

ら、今検討しているところでございます。おっしゃる意味はすごくよくわかります。 

○委員 推進協で言われている課題としては、例えば医療が必要な重度の心身障害の方の

ケアもできる施設とか、退院促進、地域移行をするのに、精神障害の人が使える施設がな

かなかないという現状に照らして、そういうものの設置を配慮していただきたいなどの個

別的な要望があるわけです。 

 あるいは医師が勤務しているということも、とても重要な要件になると思うのですが、

実際に業者を選定するにあたっては、さまざまな区民の要望を満たす業者を選定していく

ということでよろしいということでしょうか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 当然そのような方向で検討したいと思っています。 

 先生、お願いします。 

○委員 私は前からですが、一番気にしていることは事業期間の50年で、50年同じ事業を

続けることは現実的ではないと。50年前のことを考えると、施設は全く変わっていると思

うのですね。 

 ここから先50年、どういう期間で見直しをし、その時代に合ったものに改変していくか

という、そのタイムサイクルのプログラムをきちんと考えておかないと、もう任せて50年

そのままと言ったら、何か遺跡のようなものが50年後にあらわれているという状態になる

ので、そのあたりは慎重にやらないといけないと思いますね。 

 そして、同じことをずっと続けることが得意な大規模な法人があるわけですが、そうい

うところに任せるという思考ではなく、やはり時代に即して柔軟に対応できる大規模な―

大規模かどうかは別によいのですが、しっかりした法人が引き受けてくれるような姿勢、

そういうものをプログラムとしてあらかじめちゃんと言っておく必要があるだろうと思い
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ます。 

○委員 さっきの 初の問題とも絡むけれども、民間に任せるときの基準、要綱ですか、

何かそういうものは相当論議する必要があると思います。 

 さっき先生が言ったけれども、富山県だって総合改革特区で、認知症のお年寄りと障害

のある子どもが一緒の共生型グループホームを始めているわけですね。 

 先駆的というのはそういうことなので、状況によっては、区だけれども、事実上県なの

だから、ある意味では、思いで言えば、総合改革特区で申請するぐらいのことがあってい

いんですよ。今、富山県とかいろいろなところは、もう必死になって総合改革特区などを

打ち出そうとしていますよ。 

 きょうは岩手も会ってきたけれども、岩手の課長たちだって、もうそういう時代です。

国が言ったからそのままやりますなどという発想ではなくて、この世田谷区が打って出る

という意味では、この機会にいろいろな集約ができるし、先駆的なことをやるのだとすれ

ば、介護ロボットもそうだけれども、含めて何か総合改革特区で施設の整備をするという

発想は大胆にやってみたらどうですか。 

 そうでないと、民間の社会福祉法人にとかいう、何かちまちました感じがしてならない

んです。いや、夢は大きく言っておきますから。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ありがとうございます。 

○委員 だって、どうせつくったって、開設が平成31年でしょう。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 そうです。 

○委員 障害福祉分野だってどんどん変わっていってしまうかもしれないし、今のままの

延長とは何か違うのではないかと思います。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ありがとうございます。 

 先生、どうぞ。 

○委員 民間にやらせるときも、 初から、区の意向に沿った場合は得するようなインセ

ンティブを与えて、沿わない場合は民間も損するような条件にしておけばよいわけですね。
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あるいは区の意向に沿っているとか先進的な取り組みをすると民間も得をする仕組みを

初にセットしておけば、おのずとそうなっていくと思うんです。そういう仕組みをつくっ

ておかないと、確かに50年間は確かに長い時間なので、耐えられないと思います。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 全体を通してでもよいのですが、時間も限られてきてしまい

ましたので、これだけはというお話があればお願いします。 

○委員 この事業をいろいろ検討していくのだと思いますが、一言で言うと目玉は何かを

区民に説明できるような、要するに「この事業の目玉はこれなんです」と言えるような事

業であってもらいたいと思います。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ぜひそうしたいと思っています。 

○委員 先ほど、この施設でのというか、ここの範囲の中での調整機能ということが出た

と思うのですが、やはり区全体としての福祉とか保健の今ある、健康づくり課とか、いろ

いろなものもひっくるめた形での調整機能はすごく重要になってくると思うのですね。 

 それが保健所になるのか、どこになるのかはわかりませんが、それがしっかりして、先

ほどおっしゃった頂点式ではなくて、やはりフラットな形でのプロジェクト的な機能が発

揮されるようなことも必要ではないかという感じがしました。 

○委員 初の拠点運営機能の話で出ているモニタリングとか評価の話ですが、民間の施

設に関しては、やはり50年となると、初めから第三者から評価を出させ、いろいろと指導

したりできる仕組みをつくっておかないと、うまくいかない部分が出てくるような気がし

ます。 初に戻って、やはりモニタリングの仕組みで、具体的に、ある程度お金をかけて

第三者がやるような具体的な計画をたてておくべきと思いました。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 貴重な御意見ありがとうございます。今出していただきまし

た課題、ご意見については、我々事務局で至急整理の上、今後のプラン作成に生かしてい

かせていただきたいと存じます。 

 本日はどうもありがとうございます。以上で本日の議題は全て終了させていただきたい

と思いますが、よろしゅうございますか、何か御意見がありましたら…。 
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 では、 後に連絡事項等をお話ししたいと存じます。 

○梅ヶ丘拠点整備担当課長 本日は貴重なご意見をまことにありがとうございました。次

回の会議の日程は8月上旬を予定しております。詳細は後日調整したいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 また、本日の速記録は、まとまり次第、委員の皆様にご確認いただいた上で、区のホー

ムページ等に公開してまいりたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。―では、よ

ろしくお願いいたします。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 それでは、１時間半にわたりどうもありがとうございました。

事務局の不手際で、きちんとした議論を誘導できなく申しわけございませんでした。改め

ておわび申し上げるとともに、8月の次回までにはできるだけ皆さんの意見を入れた整備

プラン案を用意したいと思いますので、またその節はご意見を賜りたいと思います。本日

はどうもありがとうございました。 
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