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○梅ヶ丘拠点整備担当部長 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２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。 

 では、早速で恐縮でございますが、初めにお手元の次第をおめくりいただきまして、資

料1の有識者会議委員名簿をご確認ください。本日は全員の先生方にお集まりいただいて

おります。 

 先生方には第1回会議におきまして貴重なご意見、ご助言をいただき、まことにありが

とうございました。6月に整備プラン（素案）をまとめさせていただきましたが、その作

成にあたりまして大変重要なご示唆をいただきました。 

 その後、区では、この素案に対するパブリックコメントや区民説明会などを実施してお

り、たくさんの区民の方々からご意見をいただきました。現在その取りまとめを行ってい

るところでございます。いただいたご意見も踏まえ、検討を進めまして、11月には整備プ

ラン（案）、そして年内にはプランとして確定してまいりたいと考えております。 

 本日は、素案の中で十分整理ができず、整備プラン（案）へ積み残した課題として、拠

点の役割、土地利用と多様な交流のしかけ、全体調整のしくみと担い手、事業手法に関す

る考え方についてご示唆を頂戴したいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、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。 

 北沢総合支所長の柳澤、保健福祉部長の金澤、地域福祉部長の板谷、世田谷保健所副所

長の髙木、梅ヶ丘拠点整備担当課長の松永、そして私は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、後部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面もあるか

と思います。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
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きます。 

○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。お手元には次

第、資料の1から5をお配りしております。おそろいでしょうか。 

 また、机上には梅ヶ丘病院跡地利用基本構想及び調整プランのほか、これまでの跡地利

用に関する調査研究報告書、加えて第1回有識者会議資料と梅ヶ丘拠点整備プラン（素

案）をご用意しております。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 それではまず、本日の議題に入る前に、第1回会議でのご意

見の内容を確認させていただきます。引き続き課長よりご説明いたします。 

○梅ヶ丘拠点整備担当課長 それでは、お手元のA4判の資料2をご覧いただきたいと思い

ます。前回5月1日に開催した梅ヶ丘拠点整備プラン作成に係る有識者会議第１回でいただ

いた主要な意見をまとめさせていただいております。 

 まず全体調整のあり方についてです。世田谷区の人口は県レベルであるので、福祉人材

育成・研修センターについても、区レベルではなく県レベルのものを考えなければいけな

いのではないか。 

 また、地域包括ケアシステムを考えますと、27地区のバックアップとなるスーパーバイ

ズ機能も必要ではないか。 

 また、梅ヶ丘拠点での交流機能については、梅ヶ丘拠点でやるべきことはパイロット的

なものであって、それを地域の各施設に伝えていく役割を担うものではないか。 

 また、梅ヶ丘というブランドを生かし、福祉のシリコンバレーのような場所であってほ

しい。梅ヶ丘拠点には後方支援と先駆性の両方を考えるべきである。 

 土地利用の考え方については、隣接する都有地との関係、都施設との交流も重視してほ

しい。 

 また、交流面でも、障害者等の利用を考え、塀はなくし、歩行者空間は大胆に広げるべ

きではないか。 

 また、防災上からは、赤堤通り沿いを公開空地としてはどうか。 
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 また、利用者のアクセスを考えた上、また災害時の利用も想定してほしい。 

 また、交流や拠点利用のきっかけづくりのためにも魅力的な施設、例えばレストラン等

を設ける等の工夫もすべきではないか。 

 そして次のページで、開発手法については、民間棟については基本的には民間に任せる、

公共棟については、ライフサイクルコストを下げる方法が重要で、包括発注以外にも研究

する必要がある。 

 また、交流機能については、ハードのみならずソフトもある。利用者の声を聞くなどモ

ニタリングも必要ではないか。 

 また、民間に任せられるところは任せていくことが財政負担の軽減の観点からも重要で

はないか。 

 モニタリング、また第三者評価の仕組みをしっかりつくり、時代に即して柔軟に対応で

きる施設であるべき。 

 また、民間事業者の選定基準については慎重につくるべきだ、しっかりした法人を選ぶ

必要があるだろうといったご意見をいただいたところでございます。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 よろしいでしょうか。全体としては、梅ヶ丘病院跡地利用基

本構想でまとめていただきました4本柱、全区的な保健医療福祉拠点づくり、地域環境と

の共生、多様な交流の創造、公民連携による事業実施といった柱、そして「身近な地域の

サービスをバックアップ・補完する機能」、そして「今後の取組みをリードしていく先駆

的機能」という拠点の2つの大きな役割をきちんと踏まえ、お話では、夢を失わないでと

いうご指摘もいただきましたが、実際は跡地が3分の2になったといった状況にも照らして

具体策を練る必要があるとのご指摘を受けたと受けとめております。 

 いただきました方向性については、私どもとしてもできる限り今回の素案に反映したつ

もりですが、やはりなかなか整理が難しいところもございます。そのあたりを今回議題と

してご提示しますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、本日の議題に入りたいと存じます。資料に従いご説明しますが、これらの課
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題は相互に関連しておりますので、まずお時間をちょっと長く頂戴することになるかもし

れませんが、まとめてご説明したいと存じます。説明後、どの角度からでも結構ですので、

ご意見をいただければと思います。基本的にはそういう形で進めたいと存じますが、よろ

しいでしょうか。 

 では、説明に入ります。 

○梅ヶ丘拠点整備担当課長 それでは、本日の資料の説明をしたいと思います。済みませ

ん、少々お時間をいただいて説明させていただきたいと思います。 

 前回の5月1日の有識者会議でもご指摘をいただいた点で、特に基本構想時からの梅ヶ丘

拠点の拠点性の考え方をもう一度整理する必要があるのではないかといったご意見をいた

だき、その拠点性について、梅ヶ丘拠点の役割と、交流の仕掛け、土地利用の仕掛け、そ

れと公民連携による事業の実施、事業手法、また全体調整の仕組み、この3点について本

日は資料をご用意し、ご意見、ご示唆をいただければと考えております。 

 それでは、資料3をご覧いただきたいと思います。まず、梅ヶ丘の拠点、保健医療福祉

の拠点の役割を整理していきたいと考えております。 

 資料3、A4判の部分は、6月にまとめた整備プラン（素案）で示した考え方をまとめてお

ります。拠点全体として担う役割は、基本構想のときから言われています「身近な地域の

サービスをバックアップ・補完する機能」と「今後の取組みをリードしていく先駆的機

能」の2つの役割、さらに相互に関連する機能・施設の連携、情報の収集と発信、そして

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、ま

た多様な交流を実現する世田谷にふさわしい新しい総合的な保健医療福祉の拠点づくりを

目指す。 

 その中で、区複合棟に関しては、こうした拠点機能を実現するために移転を予定してい

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ものだと。 

 また民間棟では、介護老人保健施設を整備、また障害者支援施設としては地域生活への

移行を目指す通過型の施設入所支援を中心に整備し、高齢者・障害者が住みなれた自宅や
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地域で暮らし続けるための拠点機能を果たしていくというまとめを素案ではしたところで

ございます。 

 それで、7月に行いましたパブリックコメントについては、ただいま集約中ではござい

ますが、拠点の役割に関連するパブリックコメントの意見として要約したものを例示して

います。 

 拠点の役割として、全区的な拠点施設であれば、区内の福祉施設等への支援と連携を重

視し、また、地域の保健医療福祉環境の向上に資するものにしてほしい、また、各種制度

や各地の活動事例などを集積・発信する情報センターとしての機能を整備してほしいとい

ったご意見をいただいたところでございます。 

 1枚おめくりください。現時点での拠点の役割としての整理の方向性を案としてお示し

しております。一番上、〈拠点の役割〉ですが、住みなれた地域での区民の在宅生活を支

えるといった役割のもと、先ほど申しました「身近な地域のサービスをバックアップ・補

完する機能」と「今後の取組みをリードしていく先駆的機能」の2つの役割のもと、一番

下、この拠点に備える4つの機能として「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」が集積した効果のイメージを真ん中に示しております。 

 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」としては「人材育成

と情報発信により、地域の取組みを支援する〈後方支援基地としての役割〉」、また「今

後の取組みをリードしていく先駆的機能」としては〈研究フィールドとしての役割〉、こ

の2つの役割という中で整理をしました。 

 また、例示として〈後方支援基地としての役割〉では、例えば福祉人材の育成にあたっ

ては、拠点内の各機能が持つ専門性やノウハウをプログラムづくりに活用し、拠点内での

実地研修等を通して地域の介護従事者のスキルアップを図る。 

 また、拠点内の各機能が連携し、効果的なリハビリプログラムやケアプログラム、また

障害者の健康づくりプログラム等を実践し、その成果を区内に広めていき、また、地域で
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のサービスの質の向上につなげていきたいと。 

 また、全国の保健医療福祉に係る先進事例、特徴的な取組み、新たな機器開発等の情報

発信を常に行っていき、事業者や関係団体の意識啓発を図っていくと。 

 一方、〈研究フィールドとしての役割〉については、人材やノウハウの集積によって在

宅生活を支える新たなサービスを共同開発していく役割。 

 また、拠点内の各機能が連携し、認知症の予防や早期発見プログラムを研究、開発し、

区内の事業者や施設の取組みをリードしていく機能。 

 また、拠点内の施設や業務を活用して障害者向けの新しい就労メニューなどを開発し、

雇用機会の創出の一助としていきたいと。 

 そして、国等の動向を踏まえながら、モデル的事業を実施し、その成果を地域へ発信し

ていくと。 

 そして、近隣の施設等と連携したイベント等の開催、障害者が従事するカフェ等の運営、

そういったことも踏まえ日常的な交流、多様な交流の取組みを発信し続けていきたいとい

うことです。 

 また一方、この効果の1つ、右下になりますが、災害時においては医療救護活動拠点と

しても機能していく、要援護者の二次避難所としての役割も果たしていきたいと。 

 このような考え方で梅ヶ丘拠点の目指す方向性を整理していきたいと考えているところ

ですが、ほかにもこうした視点も必要ではないかというご助言をいただければと思います。 

 それでは１枚おめくりください。資料4では「地域環境との共生と多様な交流―土地利

用と交流のしかけ」ということでまとめております。 

 資料の構成は先ほどと同じですが、整備プラン（素案）で示した考え方としては「地域

環境との共生」、この拠点整備については、大規模な土地利用の更新ともなることから、

周辺地域への影響や、まちづくりとの関係についても考慮し、また地域環境との共生を図

っていく必要があるだろうと。 

 また「多様な交流の創造」という点では、福祉のまちづくりの象徴的な梅ヶ丘地域とい
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う梅ヶ丘病院跡地における事業展開ですので、拠点機能の発揮とあわせて、世代や障害の

有無等を超えた多様な交流を生み出していく必要があるだろうと。 

 以上の点を踏まえて、公園や防災・交流広場の配置、周辺環境との調和、また前回の有

識者会議でのご意見等を踏まえて、素案では敷地配置計画案として、ケースとしてこの2

つ、A案、B案をお示ししております。 

 右側ですが、関連するパブリックコメントの意見として、土地利用計画に関しては多く

のご意見をいただいたところでございます。 

 〈地域環境との共生〉という点では、各諸室のレイアウトはわかりやすく、ユニバーサ

ルデザインの視点からも障害者に配慮した動線整備としてほしい。 

 また、オープンスペースについては緑地としての整備もしてほしい。建物の屋上とかに

とどまらず、全ての面での緑化も視野に入れてもらいたい。 

 また環境負荷の低減としては、太陽光パネル等の設置も検討すべきではないか。 

 防災性・安全性の向上の観点からは、道路と拠点施設を一体的に整備し、自転車、歩行

者を分離するなどの工夫もしてほしい。 

 また、周辺地域への配慮として、景観やアクセス、日照等の環境、防犯等に十分配慮し

た建物配置としてほしい。 

 また、周辺住民に対して友好的な建物の高さ、質感、外観となるよう整備プランで示し

てほしい。 

 また〈多様な交流の創造〉という点については、世代間の交流の場としての視点、また

各施設・機能を橋渡しする仕組みが梅ヶ丘拠点の質の深化につながるというご提案をいた

だいております。 

 また、誰もが気軽に足を運び、交流できる施設としてほしい。 

 建物の1階やオープンスペース等を活用し、区民の憩いやコミュニケーションの場とし

たらどうでしょうかと。 

 また、〈配置計画案〉については、施設利用者が通りに面する敷地の入り口から建物ま
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での距離が近いほうが心身の負担を軽減できる。 

 また、敷地の南側にオープンスペースを設けることで、景観もよく赤堤通りが明るくな

り、区民にとっての憩いの場となるのではないか。 

 災害時の避難場所としての利用など、オープンスペースは1つにまとまっていたほうが

利便性が高い、こういった多くのご意見をいただいたところでございます。 

 1ページおめくりください。現時点での拠点、土地利用と交流のしかけでの方向性の案

でございます。 

 〈多様な交流を生み出すためのしかけづくり〉としては、ハード面、ソフト面、両面で

の仕掛けづくりが必要ですが、ここではハード面を中心として仕掛けを整理しているとこ

ろでございます。 

 1つには「交流の場を整備する」という点、あと「人を集める」、敷地内に人を取り込

むという観点。 

 下の四角の箱の中では「人を集める」という観点から、計画地を貫通する歩行者動線を

新設して、近隣住民の方、子どもたちを施設内に引き込み、施設利用者と自然に交流でき

るような機会をつくり出すという仕掛けも必要ではないか。 

 また、右側の「交流の場を整備する」という点でございます。コンセプトとして、例え

ば遊びの場、情報の場、交流の場、憩いの場、環境の場と施設のゾーンを分けて、施設機

能に合わせてテーマを設定していくといったことも考えられるのではないかと。 

 1枚おめくりいただきたいと思います。A案、B案ということでお示ししておりますので、

A案、B案をベースに「交流の場を整備する」という観点から、例えば西側を遊びの場、南

側が情報の場、施設の中ほどに交流の場、また憩いの場、環境の場、こういったゾーニン

グという考え方も1つあるのではないかと。それぞれの特徴については下に表示している

とおりでございます。 

 また、1枚おめくりいただきたいと思いますが、こちらは梅ヶ丘病院跡地の位置でござ

います。小田急線の梅ヶ丘駅、また豪徳寺駅、東急世田谷線の山下駅からのアクセスと、
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近くには羽根木公園がございます。周辺環境に対する位置づけとしては、やはり北沢川緑

道が小田急線と梅ヶ丘病院跡地の間にあるのですが、この羽根木公園、また北沢川緑道を

経由した緑の回遊という交流の仕掛けもあるのではないかと。羽根木公園を中心とした歩

行者の回遊動線を形成していったらどうでしょうかと。 

 そのまま右側のA案、B案については、先ほども言った、敷地内に歩行者、人を呼び込む

仕掛けもハード的な仕組みが必要ではないかと考えているところでございます。 

 1枚おめくりいただきたいと思います。一方で、梅ヶ丘拠点の整備にあたっては、高い

レベルでの省エネ、また再生エネルギーの活用により環境負荷の低減、またライフサイク

ルコストの低減を目指していきたいと考えております。 

 こちらにお示ししている、例えばエネルギーの有効利用、コ・ジェネの排熱利用とか、

右側の太陽光、また地中熱の利用、井戸水の利用とかは、現時点で考えられるこういった

環境負荷低減の幾つかのメニューをお示ししています。これで決まりということではなく、

こういったことも踏まえながら、先ほど言った高いレベルでの省エネ、また再生エネルギ

ーの活用を今後考えていかなければいけないと思っているところでございます。 

 以上が現段階での土地利用と交流のしかけの整理の方向性でございます。この点につい

てもご助言をいただきたいと考えております。 

 最後、資料5をご覧ください。こちらでは「公民連携による事業実施―事業手法、全体

調整のしくみと担い手」について整理しております。 

 整備プラン（素案）でお示しした点ですが、整理の前提として図で示しているとおり、

本事業の対象業務は基盤整備、また多様な機能の施設整備、運営、維持管理と多岐にわた

ると。大きくは区の複合棟、また基盤整備、そして民間棟の整備、そしてそれを運営も含

めて全体調整をする機能、こういった機能が必要だと。 

 そして、拠点全体を効率的に整備していくという観点からは、区複合棟、民間棟を一括

して整備することも考えられますが、民間棟を対象とした社会福祉施設等整備費補助金を

受けるにあたっては、どうしても社会福祉法人等が建設会社を入札により選定しなければ
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ならないといった制約がございまして、区が主体となって区複合棟と民間棟の整備を一体

的に発注することは現実的には困難であると。 

 そのため、区複合棟と民間棟の整備については分けて検討をしていきたいと。 

 また、基盤整備については、土地所有者となる区が全体を行いたいと。 

 そうした中にあって、やはり先ほどの交流の仕掛け、それも含めた拠点の一体性を担保

し、施設機能の集積による相乗効果を創出していくためには、やはり全体調整機能がます

ます重要になるのではないかと。この点については先日、5月1日の有識者会議でもご指摘

をいただいた点でございます。 

 そうした適切なコーディネートが行われる全体調整の仕組みを十分に組み込んでいく必

要があるだろうと。 

 右側、事業手法についてでございます。区複合棟と基盤整備、それと民間棟を分けて考

えることにすると、民間棟については民間事業者に定期借地（事業期間50年）で貸し付け、

事業者が建物整備及び維持管理を実施する（民設民営）方式で行いたいと。 

 そして、区複合棟と基盤整備については、多岐にわたる施設機能が含まれており、その

相互連携、また基盤整備と施設建設の密接な連携、その一方で、平成31年の開設は目指し

ていきたいといった特徴を念頭に置いた上で、包括発注という方式を含め、効率的かつ効

果的な整備を行うための手法を検討していかなければいけないだろうと。 

 (2)全体調整ですが、先ほどからご説明しているとおり、多岐にわたる施設機能が集積

するという利点、相乗効果を発揮するためには、跡地全体としての拠点内の施設間、拠点

外の施設との連携が重要になってくると。その拠点全体をコントロールする機能としての

全体調整機能が不可欠だろうと考えています。 

 それに関連するパブリックコメントのご意見としては、今後の世の中の変化を見据える

と、民間棟の事業期間50年というのは長過ぎるのではないかと。 

 また、民間棟の運営については、区民が不利益をこうむることがないよう、区が責任を

持って管理運営にかかわってほしい。 
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 民間棟の運営法人の選択は慎重に願いたい。 

 また、周辺の福祉施設や学校などとの連携も図ってほしいといったご意見をいただいて

いるところでございます。 

 1枚おめくりいただきたいと思います。現時点での整理の方向性（案）でございます。

(1)全体調整のしくみと担い手、①区複合棟と民間棟の運営に関する調整機能、(a)サービ

ス水準の維持とモニタリング機能として、梅ヶ丘拠点での今後50年にわたる事業というこ

ともあるのですが、それをサービス水準の維持、また先駆性の保持のためには、個々の施

設の機能だけではなく、拠点全体を対象とした全体調整機能、モニタリングが必要だろう

と考えております。 

 こちらでは、施設運営事業者によるモニタリングというのは、いわゆる第三者評価等、

また契約に基づくモニタリングというのは、区と施設の契約によるモニタリング、そして

今回梅ヶ丘では新たに評価委員会等、これは仮称ですが、こうした専門家である外部委員

による評価委員会というものによるモニタリングを行っていきたいと考えております。 

 全体調整の担い手を考えたときに、上記の各施設の運営、区、評価委員会等といった多

様な主体によりモニタリングを行うことを想定すると、やはり全体の取りまとめが必要と

なっていくと。全体の取りまとめはまさに全体調整機能の１つであると。これは当初は、

当面区が担うことが拠点全体としてのサービス水準の確保につながるのではないかと考え

ております。 

 また(b)先駆的取組みの実施については、梅ヶ丘拠点の役割でも触れましたが、拠点で

は先駆的なモデル事業に取り組み、その成果を地域へ発信していくことを求めています。

テーマとしては、先駆性を担保するため評価委員会等とも協議の上、区が示し、運営事業

者はその枠組みの中で具体的な取組みについて計画を立てる。また、事業の実施後、区に

報告するとともに、区はこれを評価委員会に報告し、取組み内容の評価、助言を求めてい

ったらどうだろうかと考えております。 

 この担い手についても、モデル的事業の先駆性を担保するため、それは区がテーマを示
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して、そのテーマに沿った取組みの発案、実施を運営事業者が主体的に行っていくといっ

たことを想定しております。 

 また、②拠点内運営と連携、拠点外施設との連携、いわゆる交流も含めてですが、本拠

点に統括調整責任者（施設長）のようなものを置き、その役割として施設間の調整、地元

町会や商店街との情報交換等を行っていき、これについても担い手は区が主体的に行って

いくことが望ましいのではないかと考えているところでございます。 

 1枚おめくりいただきたいと思います。「地域交流ネットワーク機能」として、交流の

仕組みとしては、ハード、ソフトの仕掛けを考える必要があるということは先ほどもご説

明しましたが、こちらではソフト的な仕掛けということで「多様な交流の創出機能」、

「周辺地域との交流」、「関係団体との交流」、こうした交流の生まれやすい空間とすべ

く、先ほどの配置計画では工夫をしていく必要があると思っているところです。 

 そこを運営していくために、イベントや企画が行える、人が集える、そういった交流の

仕組みを生み出すための仕掛け、こういった機能も、全体の整合性を確保するために、当

面、区が主体的に担うことが望ましいのではないかと考えております。 

 右側は「共同維持管理機能」として、それぞれ建物の施設内の維持管理、一体的な空間

と、全体の部分ということでカテゴリーを分けていますが、カテゴリーのB、Cについては、

それぞれ切り分けて行うよりも一体的に実施したほうが効率的であろうと。そのため維持

管理も、ソフト事業を主体的に管理する区があわせて行うことが、統一的な拠点管理とい

う観点からもよいのではないかと考えております。 

 ＜まとめ＞という形で書いていますが、これが決まったということではなくて、以上の

ことから、全体調整機能総体として、当面は区が主体的に全体調整機能を担うことが望ま

しいのではないかと考えているところでございます。 

 ただ、求められる役割を果たすためには、それぞれの機能ごとに専門的な能力・ノウハ

ウを有した民間事業者がおられると思いますので、そうした民間事業者の支援を得ること

も想定していきたいと考えているところでございます。 
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 最後のページで、実際のこれらも含めた事業手法、全体調整の仕組みについてでござい

ます。 

 (2)区複合棟及び基盤整備に係る包括発注方式の可能性ということで、こちらの表にし

たのですが、前提条件としては、全体調整は区が担う、そして民間棟については民間が整

備、運営を行う中で、区複合棟、基盤整備をそれぞれ運営、維持管理、整備、基盤整備と

分けて、包括範囲を分けた表でございます。 

 右側で、こういった中で＜各視点にみるパターンの特徴＞として、視点としては、民間

の工夫の余地があるのか、全体調整が容易に行えるのか、また現場意向の反映が専門性等

を含めて的確に行えるか、また発注の容易性―発注準備の負担やスケジュールについて、

そして担い手の確保については、専門性や特殊性の高い業務ということもありますので、

担い手が確保できるか、こういった観点から、こういった包括範囲を考えていきたいと思

っているところでございます。 

 このほかにも、こうした視点が必要だといったご意見、ご指摘もいただければと考えて

いるところでございます。 

 長くなって申しわけございませんが、以上でございます。本日のご意見、ご提案も踏ま

えながら、引き続き本事業の特徴に合った適切な公民連携を検討していきたいと考えてい

るところでございます。よろしくお願いいたします。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 少し長くなりましたが、「拠点の役割について」、「土地利

用と交流のしかけについて」、そして「事業手法、全体調整のしくみと担い手について」

ということで簡単ではございますが、説明をさせていただきました。いずれも整備プラン

そのものの肝になる部分ですので、ぜひご示唆を頂戴したいと思います。 

 先生方におかれましては、どの角度からでも結構ですので、どなたからかご発言をいた

だきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 もしなければ、全体調整のところ、前回、先生にいろいろとご示唆を頂戴したところで

ございますが、口火と言っては恐縮ですが、前回のご意見も踏まえて我々としてもある程
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度整理しなければいけないというところで、こういうまとめをしたところですが、まず何

かご意見をいただけませんでしょうか。 

○委員 全体調整と言えるかどうかわからないのですが、資料３を見ていて、何か扇の一

番かなめみたいなものがちょっと見えないなと思いながら見ていたら、結局対象者が明確

じゃないというか、余りここの表に出てきていないと思ったんですね。 

 結局、専門性の集積とか、高いサービスを提供するとかいうことは手段ですよね。それ

は誰に対してかというと、2枚目には「～住み慣れた地域での区民の在宅生活を支えるた

めに～」と書いてあるのですが、この表現をもうちょっとやわらかくというか、どうも在

宅生活と言われると、何かもう福祉的な感じを受けるので、資料3、1ページの（民間棟）

のところに「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」と書いてある、

ここを“全ての区民が住みなれた自宅や地域で安心して健やかに暮らし続けるため”にこ

ういうことをやるのだと、何か一番最初にそういうのが出てくると、ちょっと安心するか

なと、ここを見ていたんですね。 

 相談機能とか、健康増進に向けた指導、普及啓発も、多分そのための手段のはずだと思

いますのでね。 

 全体的にはそんな感じですが、もう1つ気になるのは、最近健康づくりということをち

ょっと真剣に考えるきっかけがあって、よく考えてみたら健康づくりというのはすごくい

ろいろなものを含んでいるんですね。 

 特に今国が言っている健康日本21などは、ある意味、生活習慣を改善しようというとこ

ろを健康づくりと言っている人もいるんですね。 

 今度出てきたのは重症化予防と言って、結局、血糖値がちょっと高いとかいう人たちが

糖尿病になって、その後、腎障害とかをいろいろ起こさないようにどう防ぐかという意味

で健康づくりと言っている人もいる。 

 それから、運動したり、何かそういうことを続けることを健康づくりと言っている人も

いるし、予防だけじゃないはずなんですね。 
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 幾ら予防してもなってしまう人がいたときに、なった人がどう安心して、そこで療養で

きるのかとか、重症に向かわないようにできるのかということも、ある意味では健康づく

りかもしれないし、生まれつき病気を持っている人だとか生まれつき障害の人には、じゃ、

健康はないのかということにもつながってくるわけですよね。 

 だから、健やかさとか健康づくりというものをどう捉えるかと考えないと、２ページの

下段に「健康づくりの総合的な推進」と一言しか書いていないのが、どの辺まで含んでい

るのかと。 

 そしてその後「病気の予防・早期発見による区民の健康づくり」と書いてある。早期発

見とは要するに、多分、保健センターが健診とか、いろいろな教室なんかをやっていらっ

しゃる、ああいうものを含んでいるのかもしれないですが、その辺がもう少し見えたほう

がいいかなという感じはしました。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ありがとうございます。最初のお話は“全ての区民が”とい

うところで、我々もコンセプトとしてはまさに地域で包括的にケアができる、全ての区民

を対象にしてということがゴールとしてありますので、それを何とか支援をしたいと思っ

ているところです。 

○委員 ただ、そこでケアと言ってしまうと、何かケアの必要な人で、もっと子どもたち

もいるし、多分子育て中の人たちとか、働き盛りの人がいるわけですから、何かケアと一

言で言ってしまわないほうがよいのではないか。そういうのは後で手段として出てくるこ

とじゃないでしょうか。 

○委員 今、先生はケアをちょっと狭く捉えられているんですが、今いろいろなところで

私ども、講座ケアみたいなのを出していますが、ケアというものは人と人との関係性なん

ですね。だから、介護とか看護で言っているケアじゃ狭過ぎてだめだと言っているので、

もう概念が変わってきているというところを強調すれば、ある意味では、別にケアと使っ

たっていいと思うんです。 

 ただ、今、日本は非常に狭くなっているので、そのときには、よほど注釈をつけて、も
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っとそのケアという捉え方が違うということを言わないといけない。 

 それはそれとして任せますが、ちょっと全体に気になっていて、今資料をひっくり返し

たのですが、前、一番最初のころは、民間住宅だとか、高齢者優先住宅だとか専用住宅と

いうような発想がありましたよね。それが、東京都が敷地を全部くれなかったからなくな

ったのか、いつの間にかそこが切れているんですね。 

 そして、交流とは何かということをすごく言ったのは、そこを利用している高齢者や、

あるいはそこに保育所をつくるということもあったから、交流という考え方が非常に強く

出たんですね。ところが、その部分がすっぽり抜けちゃっていて、考え方だけが残っちゃ

っているんですよ。それがどうなったのかを確認したいということが1つですね。 

 実はそのことが絡むんだけれども、サービス付き高齢者住宅を乗せられるか乗せられな

いかによって、民間業者の参入というのは全然違っちゃうと思うんですよ。 

 サービス付き高齢者住宅がなかったら、まさに社会福祉法人ですよね。どこかで知らな

いうちに変わっているのよ。そこのところはどこかで整理しておいてくれないですか。申

しわけないけれども、変なことに気がついちゃったんです。 

 その上で、3つ目の問題は、民間業者は社会福祉法人に限定するんですか。今は例えば

株式会社だって特養をやる時代ですよね。保育所もそうでしょう。そうすると、社会福祉

法人で、ここで言うところの整備費補助金をもらわなくちゃいけないんですか。もらわな

いでやったらいいじゃないのという発想はないんですか。 

 もうここまで固めちゃったら民間業者はほとんど入ってこられないし、社会福祉法人も、

いわゆる大手しか入ってこられないです。こんなのは最も基本的な問題ですよ。今になっ

て、さらっとそこだけ入っちゃうわけですか。 

 今まで民間、民間と言っていながら、急に縛っちゃったわけでしょう。これ、社会福祉

法人は本当に民間なのかという論議をしないとならないですよ。逆に言えば、本当に世田

谷区がやりたかったら、もっと柔軟にやれるような特区でも出したらいいじゃないですか。 

 そういうことが、実は前回の委員会でも、ここでもほとんど論議されていないですよ。
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そして今回はそれがさっと出ちゃっている。だから一体的にできない、区と民間は別々だ

というのは、一見論理として正しいようでいて、考え方によってはすごく間違っています

よ。根本的な問題ですよ。それはどうしますか。 

 土地が高くて、杉並区だとかそういうところのように、あるいは福井県の西川知事のよ

うに、地方に施設をつくって東京の高齢者に入ってもらうようなことを考えるときに、世

田谷区でやるのだったら、それはいろいろなやり方があるわけだから、地方分権だと言う

なら、もっと世田谷区独自に柔軟にやったらいいじゃないですか。 

 そういう論議が、実はプラス・マイナス、メリット・デメリットを含めて全くされてい

ない。 

○委員 ちょっと関連して、民間事業者が出てくるかどうかというフィージビリティー、

聞き取り調査とかはされましたか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 民間事業者の聞き取り調査ですか。 

○委員 はい、どういう形だったら出てくるかとか、民間の方はどういうニーズを持って

いて、どういうことに留意してあげれば民間が出てくるかとか、そういう場合分けという

か、そういう調査はされたのでしょうか。 

○委員 先生ね、それは一番最初の跡地利用調査研究のときには、最後のほうで全部出て

いるんですよ。それで我々はずっと民間と、そういうことを言っているわけですよ。だん

だん絞り込んで、いわゆる社会福祉施設にしちゃったわけ。 

だから、社会福祉施設にしちゃったら民間というのはほとんど関与はしにくいわけで、

そこの転換があったにもかかわらず、論議をほとんどしていないんですよ。 

これじゃ民間は入り切れないですよ。 

○委員 そうですね。 

○委員 最初は不動産ディベロッパーを含めて参加しているわけ、意見を聞いているわけ

ですよ。それで今の問題の質問になったわけです。 

○委員 なるほど、なるほど。 
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○委員 とても大きな転換だと。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 私の認識で恐縮ですが、当初この計画が始まったとき、2万

4000平米という大きな跡地に対してどういうふうに拠点をつくっていこうかというスター

トがあったのですが、そのときは、やはり区の財政も大変厳しい中で、区が主体となって

整備するということはなかなか難しいのではないかと。 

 そこで、今、先生からもお話があったように、マンションも含めていろいろな案を出し

てもらおうということで、民間事業者のほうにいろいろ投げかけをして案を頂戴いたしま

した。その中にはお話のようなサービス付き高齢者住宅とか、あるいは民間住宅、それか

ら特養も含めて、いろいろ案を頂戴いたしました。それは底地の取得も含めて民間の活力

を生かせないかというところでスタートをさせていただきましたが、今お話のように、昨

年の11月、調整プランという形でまとめる段階で、実はこのあらあらな方向性はその中で

絞り込みをさせていただいております。 

 まず、敷地が3分の2になるという出発点と、区としてここに何を求めるのかという整理

を昨年の11月、基本構想の調整プランという形でまとめさせていただきました。その中で、

やはり大きく分けて民間棟と区の複合棟といったもので基本的なサービス展開を図ったら

どうかと。 

 また底地についても、これは区で一括して取得して、民間部分については定借で貸し出

したらどうかと、大きく事業スキームとしては昨年の11月に固まりまして、そこから次の

ステップとして今回の整備プラン（素案）という形になっております。 

 ですので、どこで議論されたのだというお話を頂戴すると、なかなか答えに窮してしま

うところもあるんですが、一応流れとしては最初の基本構想から、昨年の11月の調整プラ

ン、そして今回の整備プランという形で、そういう意味では社会福祉という事業にかなり

焦点を当てた形での計画変更にはなっているかとも思いますが、流れとしてはそういう流

れで今来ているというところです。 

○委員 だから、多分先生方はその前の段階で意見を言っているから、そのイメージが残
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ったまま、調整プランでどこが違ったのかを丁寧に説明しない限り、相当認識のずれがあ

る、それが1点ですよ。 

 それは今となっては、ある意味では事務局の戦略に乗ったのかもしれないと言いたくな

るほど、実にすばらしい考え方です。 

 だけど、それはそれとして、もうしょうがないんだから、言ったとして、それではサー

ビス付き高齢者住宅はボリューム的に、要するに容積率とか、そういうことも含めて、全

く乗せられない問題なのかどうかということですよ。 

 そこをきちんと、もう一度確認しておかないと、要するに世田谷区の社会福祉施設整備

計画になっちゃったということですよ。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 我々はここに何を求めるのかという基本的なコンセプトがあ

ろうかと思いますが、最初に先生ともお話をしたとおり、ここは在宅生活を支える拠点に

したいということが1つ大きなコンセプトであります。 

○委員 いや、施設って、入所施設という意味じゃないよ。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ええ。ただ、サービス付き高齢者住宅というのは、ご案内の

ように区内で今たくさんでき上がってきている状況がございまして、正直申し上げると、

あえてここで整備するよりは、優先順位としては在宅生活を支えるための機能に特化して

ここで整備してまいりたいという発想で、そういう意味では基本構想のときのコンセプト

から大分外れるのですが、区の思いとしては地域包括ケアを支える拠点施設として整備を

していきたい。そのためには在宅機能を支える機能を第一に考えたいというところが、今

の段階では出発点でございます。 

○委員 だとすると、何か言葉じりみたいなことだけれども、民間棟という言葉を使うの

はやめないですか。 

○委員 そうですね。 

○委員 民間施設棟とか、そういうふうに明記してあげないと、何かだますことになるよ。

もともと民間棟と言っていたんだから、民間棟はいろいろなことを言っていたんだから、
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それがここへ来たのは民間施設棟なんだ。だからみんな混乱しているんです。 

 そうすると、交流スペースなどもイメージが全部違っちゃうわけよ。そして、今日は最

終に近いわけだから、そこを確認しておかなければいけないということですよ。多分、先

生方が発言される中身も変わってきちゃうということだと思います。 

 それについてどうなんですか、先生方は大体そうなんじゃないですか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 交流につきまして、どうでしょうか。 

○委員 交流の話に移らないといけないですか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 いやいや、何でも結構です。 

○委員 いや、今の民間、それからいわゆる社会福祉施設整備というスキームになってし

まったというところについてですが、いつまでも夢を語っていてもしょうがないんだとい

うご意見があるかとは思いますが、我々もまだそこにはもう少し踏みとどまってこだわり

たいなと思っています。 

 つまり、既に制度化されて、事業として比較的先が見えているようなものをここで新た

に入れる必要性というのは、それほど重要性は高くないんじゃないかと思います。つまり、

何らかの形で今ないものを生み出すような、新しいというか、今までの制度でなかなかで

きなかったようなことをここで実現するということが重要なんだと思います。 

 そういう意味で、だから、従来の老健施設とか社会福祉施設とかいうようなところにこ

だわって社会福祉法人の運営というようなことにする必要は余りないだろうなと。それで

先ほど言われたように特区とか、それなりの政策的なバックアップの仕方を創造的に考え

ていくということが、今、原則論で重要だと思います。 

 それを考えたときに、まだ現実のサービス付き高齢者向け住宅が、世田谷区の場合は、

もちろん民間でいろいろ建てられていますが、だから区がやる必要がないという論理は、

何と言えばいいのかな、区とか公共の役割が非常に残余的な役割だけにとどめられている

というような基本的な考え方を、そういう言葉が持っているような気がします。 

 そして、それに対しては、私たちそういう夢を語る側からすると、そうではなくて、公
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共こそ新たな民間を誘導していくきっかけをつくる役割があるんじゃないかと申し上げた

いと思います。 

 何を言っているかというと、もうあれですが、つまり、既存の制度にとらわれない、今

の制度で、何らかの不足な点、あるいは今の制度でなかなか実現できていないような点、

そういうようなところをここでモデル的に展開していく、それがここでの公共の役割なの

だと思いますので。 

 本当に具体的に言うと、例えばサービス付き高齢者向け住宅で言うと、今までの経営的

に成り立つ規模とか広さというようなところにとらわれず、本来何が必要かということを

実現させるために、公的な何らかのバックアップをし、民間がそこに入ってくることで実

現していくという1つのモデルをつくっていくことが大事じゃないかと思っていたところ

です。 

○委員 もっと言うと、さっきも特区の話は言ったけれども、サービス付き高齢者住宅は

もういいや、ほかにあるからやらないと言うのは、それはそれでいいけれども、そうだと

すると、今の民間施設棟のところを考えてみても、高齢者と障害者というふうに今の制度

の分け方そのままで乗るんですか。 

 例えば富山県は、高齢者と障害者が共生するグループホームを特区でとっているわけよ。

デイサービスも障害も子どもも高齢者も、富山型デイサービスと称してそういうことをや

っているわけよ。それこそ全国的な事例を情報発信しろと言うのだったら、もっと全国的

な、今の制度を変えようとしている動きが、高知県のあったかふれあいセンターとか、い

っぱいあるわけです。 

 そういうものを少し工夫するなら、この民間棟を対象とした社会福祉施設等整備費補助

金を使っていたのでは、とてもできないですよ。そうすると矛盾があるわけよ。全国に発

信できるような先駆的なものをやりましょうと言っていながら、制度に乗っかっていて、

制度の補助金を使いますなんて、正直なところ、どだい無理な話よ。 

 今、全国でもっといろんな、本当に先進的なものに取り組み始めていますよ。だからこ
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そ特区でとって少し、それこそ民間性を生かしたらいいじゃないですかということを考え

ないと、何か理念は小さくなる前の夢を語っているものをつくっておいて、その4つの機

能だと言っておいて、中に行くとだんだんしぼんでいって、最後は既存の制度のモザイク

ですと、そんなの、少なくとも私は嫌だな。 

 ただ、その状況はわかるよ、わかった上であえて言っていますよ。きょうは最後かもし

れないから、意見だけは述べておかないと、有識者会議の意見を聞きましたと言われても

困っちゃうかもしれないからと、あえて言っておきます。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 はい、ありがとうございます。その点も含めて、ほかにご意

見ございますでしょうか。 

○委員 私も後から参加しましたので、この前の会議のときに図書館がなくなるというよ

うなことが議論に出ていたかと思いますが、そういう土地が狭くなって諦めたものが多数

ある中の民間棟という理解で読ませていただきますと、1つは、今ここに出ているような

形で法人が応募してくるということを考えると、先生方もおっしゃっているように、いか

にも今までのいろいろな制度に縛られている印象を受けます。私は障害分野のほうで、例

えば地域移行などに関して余りインパクトを感じません。 

 提案事項の例示だからかもしれませんが、せめてその提案のところに、もっといろいろ

な可能性を書き込むなどして、意欲のある団体に受注してもらおうという工夫がまだ要る

ような気がします。 

 それから、これはもうほかの方々もおっしゃっていますように、こういう形で引き受け

た団体が50年間やるということについて、柔軟性と言うのか、枠組みがだんだん変わって

いくのに対応できるのかというあたりに不安があります。 

○委員 今、区さんのほうから何を整備するかという話が主にあったと思うのですが、3

年前はどう整備するかという話もあったと思うんですね。 

 例えば数年前に夕張が自治体で初めて――初めてではないですが、破綻しました。最近

だとアメリカのデトロイトが破綻しましたと。そういう意味では、福祉と言っても、その
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基盤は行政の財政の安定だと思うんですね。 

 3年前はそういう全区的な財政の視点があって、例えばこの基本構想などを見ても、短

いからちょっと読み上げますが、「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ています。このため、区の財政負担軽減等の観点からも、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」と20ページに書いてあっ

て、そういう意味では、今回こういう素案ができて、よくわかりましたと。 

 では、果たして財政負担はこの素案によってどのぐらい減ったんですかと。減っていな

いとすると、区の財政はほとんど改善して、基金もふやしている、そういうバラ色の状況

に変わったんですかという、そこをちょっとお聞きしたいんです。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 財政状況については3年前と変わったという状況ではないと

思いますので、厳しいということは一緒でございます。 

 ただ、当時は、先ほど来ちょっと申し上げているように、ここをどう活用するのかが、

ちょっとまだ大きな民間活力の積極的な導入というところがコンセプトとしてあったのだ

ろうと思いますが、一方で区としての必要な機能の整理を積み重ねた中で、やはりここで

は区としても、実はこういう機能が欲しいんだねというところをまとめてくると、基本構

想のときとは若干齟齬
そ ご

が出てきていると。 

 その手法としては、やはり現実的な問題として、こういう手法がベストではないかとい

うところで、今、プラン（素案）ではお示しをしているという実態でございます。 

○委員 何を整備するかという議論は、土地が狭くなったから変わりました、わかりまし

たと。一方、どう整備するかは、土地が狭くなったことと関係があるんですか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 どう整備するかということは整備手法の問題だろうと思いま

すが、できるだけ民間と連携して整備をしたいという思いは、当時とは変わらないところ

ですが、先ほど来から出ている補助金の問題についても、特区というお話も頂戴しました

が、それはそれで我々も真剣に検討していかなければいけない大きな課題だろうとは思い

ますが、今の段階では、補助金をもらわなくてもいいんではないかという先生のお話もあ
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りましたが、額的にかなり大きな額にもなろうかとは考えているものですから、やはりそ

こは民間の活力でやってもらうことを前提にすると、民間自身が補助金をもらいながら事

業を運営していくということも、現実的な手法としてはあり得るのかなとは思っておるの

ですが。 

○委員 そういう意味では、さっきの質問に戻ってくるんですが、民間は本当に補助金を

もらわないとやらないんですかということなんですね。株式会社にはやるところがなかっ

たわけですか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 この手法を前提に、株式会社にヒアリングしたということは、

今の段階では、ちょっとございません。ただ、今後の話としては、事業手法をある程度固

めて、事業実施方針という形で具体的な内容を詰めたものを持ちまして、民間の方々、社

福さんが中心になろうかと思いますが、果たしてこれで成立するのかどうかは、ちょっと

ヒアリングをしたいと考えております。 

○委員 整備プラン（素案）の段階では社福法人等なんだよね。今回の中では明確に社会

福祉施設等整備費補助金が出てきたわけです。これは何で出てきちゃったの。 

 特区の話をしたけれども、「等」だったら株式会社もあり得ると思う。それから、先ほ

ど言ったように、制度の幅にこだわらないのだったら、かえって株式会社のほうがいいか

もしれないですよ。 

 そこはどうも流れとして間違っていないように思うけれども、どこかで無難なところへ

と戻っちゃったよね。そうすると、ずうっと華々しく民間業者と言っていたのは何のため

だったんだと、さっぱりわからなくなっちゃうんですよ。 

 それから、それはそれで、ちょっと別なこともあるんですが、別なことでいけば、例え

ば先駆的なサービスを高齢者と障害者の、この施設をつくる目的に照らしてやったとして

もいろいろなことは考えられますよね。 

 例えば緊急一時保護的な機能をうんと強めるとかいうものは当然あるわけでしょう。後

方支援という言葉は嫌なので、私は全区的専門的支援基地と言ってほしいんだけれども、
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後方というのは何かいかにも嫌だなという感じだけれども、それは語句の問題ですが、何

かそういうものがあるじゃないですか。 

 そうすると、例えば高知なんかがやっているような、あったかふれあいセンターも、そ

こにずっと泊まっているんじゃなくて、ある日突然必要になったら泊まるということがあ

るわけでしょう。介護保険でいけば複合型サービスというのはあるわけじゃないですか。

複合型サービスを彼らがそこでやるということだってあり得るわけでしょう。 

 それなのに、やはり高齢者とか障害者とかと分けなくちゃだめですか。株式会社だった

ら、それはないほうがやりやすいかもしれない。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 まず、分ける分けないの話は、今のところ高齢者と障害者の

施設については、できれば一体的な運営をお願いしたいということで、ただ、先ほど来申

し上げているように、我々が聞いている範囲では、少なくとも障害者施設については、公

共団体以外で運営できるものは、現時点では社福だろうと思っていますし、また、どっち

かというと高齢者の施設のほうについては、社福以外に現実的には医療法人とか、そうい

うところが強いとも聞いておりますので、場合によっては社会福祉法人と医療法人、ある

いはそこに株式会社がどういうふうに入るのかは今後の問題であろうとは思いますが、そ

ういう何か1つのジョイントしたチームとして運営をしていただくこともあり得るのかな

とは思っております。 

○委員 だって50年でしょう。さっきフレームと言ったけれども、社会福祉法人のフレー

ムがなくなっちゃうかもしれないよね、今その論議をやっているわけだから。これは平成

31年でしょう。悪くすれば、今もう内閣府の論議はかなり厳しくなってきているから、社

会福祉法人の要件自体がなくなっちゃうかもしれないときに、これの整備で50年間もずう

っと引きずっちゃうの、それは本当に責任をとれるの。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 その国の動向については注意深く見ていきたいとは思ってお

りますが、サービスが50年間維持できるかどうかは、現実の問題としてはモニタリングと

かそういうところも含めて検証をしていきたい、あるいはサービスの内容についても、当
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然ながら50年のスパンで考えると、いろいろ変化が起こってくるだろうと思いますので、

それは先ほどちょっと説明したような評価委員会みたいな、外部の方を交えたものをつく

って検証して、内容については逐次見直していく、そんなシステムを考えていきたいと思

っています。 

○委員 それは株式会社を含めてやったほうが、選択肢が広がって経営も安定すると思う

んですよ。そういう意味では社福だけに限定するということは、可能性を減らすことにな

って、結局割を食うのは区民だと思うんですよ。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 そのあたりは、きょうご指摘もいただきましたので、再度補

助金のあり方、特区の問題も含めて、また事務局では整理をして検討したいと考えており

ます。 

○委員 例えば世田谷区は24時間・365日の地域包括ケアの先進実践をやってきたわけだ

から、そういうところで全国へ発信していく拠点になってほしいよね。だけど、施設は法

人で制度に乗っかっていたら、悪くすれば補助金の目的外使用とか何か言われたらガチガ

チになっちゃうわけですよ。それでやるのか、どうするんだということは本当にちょっと

真剣に考えてほしい。 

 それはさっき言った複合型サービス提供だとか、あるいはもっと福祉機器を使って、在

宅復帰への機会をうんとふやすとか、自分で介護ロボットを使うなどという時代が来るわ

けだから、そこの柔軟性を担保できるところを選べればいいけれども、果たして社会福祉

法人で選べるなら、まあ、こんなきついことは言わないけれども、今の社会福祉法人の置

かれている状況を非常に危惧していますよ。 

 だからこそ内閣府も含めて、社会福祉法人の要件を見直すべきじゃないかと言っている

わけだから。そして安倍総理大臣だって、もう特養を株式会社でいいと言っているわけで

しょう。今は特区でやっているけれども、もう株式会社でいいじゃないかと国会答弁まで

しちゃっている状況の中で、いつまでも。 

 いや、私は福祉の分野だからいいよ。だけど、果たしてそれでいいのかなということは
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率直に思いますね。ちょっとくどくなったけれども、後は御検討いただいて。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ありがとうございます。 

 ほかの先生、いかがでしょうか。また別の観点で、違う課題でも結構ですが、限られた

時間ですので、御示唆いただきたいと思います。 

○委員 限られた時間でと、くぎを刺されましたが、抽象的にしか言えなくて、うまく伝

わっていないかもしれないと思いますので、思い切って少し具体的な、こういう提案はど

うかというようなことをちょっと投げかけたいと思います。 

 例えば今この民間棟というところは、基本的に施設を建設する形になります。ここのと

きに、例えばグループリビングの形で8、9人の居室ユニットを、標準型を10ユニット、20

ユニットつくる。その中のそれぞれのユニットに、それぞれ特色を持たせて、別々の運営

者に、例えば重度障害者のユニット、高齢者のユニット、もちろん認知症のグループホー

ム、介護ロボットを重点的に入れたところとか、それから運営に関しても、民間もあり、

従来の社福もあり、あるいは区内の特養を運営している社福のブランチとしてそこで運営

するとか、そういう1つの、何と言えばいいんですかね、施設あるいは高齢者、障害者の

生活ユニットのデパートのようなものをつくっていくということも、それぐらいのことも

考えてもいいんじゃないかと思います。 

 それは、要するに基本的な考え方は、公共がやる役割は、やはり場を提供することだと

思うんですね。そこにいろいろなビジネスのアイデアとか、それぞれ運営者の経営方針、

あるいはケアの方針、あるいはそこでどういう生活が展開できるかというようなことの提

案、それを受けとめるための場を公共が提供する。 

 せっかくこれだけの敷地があり、これだけの事業ができるということですから、場を提

供するということに、それが本来のこの後方支援ではないかと思いますし、そのあたりで

もう少し何か思い切った提案ができてくると、今までの制度にとらわれない何らかの、名

づけようのない、世田谷区モデルというような1つの建物が実現するのではないかと思っ

ています。 
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 実現の可能性は低いかもしれませんが、ちょっとそういうふうに極端な言い方をすると

少し伝わるのではないかと思って、今発言してみました。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ありがとうございます。 

○委員 もう施設の話に入っていいですか。施設の中身の機能については、僕は素人であ

まりよくわからないんですが、今の先生の話もそうですが、やはり全体として具体的なイ

メージが見えにくいということがあると思うんですよ。 

 要するに言葉のスタディーだけで進んでいて、一体何ができるんだろうということは、

この段階ではなかなかわからない。それは多分区民の方々にもなかなか伝えにくいのだろ

うという気がするんですね。 

 僕は専門が建築だとか、街づくりをやっていますので、前回いませんでしたので、ちょ

っとこの施設の配置計画の話を少しお聞きしたいと思います。 

 ここに書かれている地域環境との共生とか、多様な交流の創造とか、その配置、土地利

用を考える上での目標はこれでもう十分だと思うんですね。 

 だけど、それが出てきた案がA案、B案と出ているんだけれども、これはオープンスペー

スをどこに置くかというだけでこの差が出ていますと、これだと見てとれる。だけど、実

際は違うわけですよね。 

 例えば車の動線だって、Aの場合には、この商店街のほうの歩道を突っ切って入ってい

く案になっていますし、それから2方向から入ってくるわけでしょう。そのかわり人の動

線は二方向避難ができるように、通り抜けのパターンができている。 

 逆に今度はB案の場合には、表通りのほうの動線を強化して、車は両方の建物の駐車場

へのサービス動線はこれでできていると。 

 これがオープンスペースの配置だけの問題でこういうことが起こっている、だから、ど

っちがいいですか、選びなさいと言うのは、これはおかしいと思う。やはり車の動線とし

てやるべきものは、このタイプのほうがいいじゃないですかという話になるでしょうし、

人の動線も、商店街、今の既存の道路に対して、あそこに少し快適な歩行者空間をきちっ
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とつくっていこうよということは、それはそれで当然大事な話で、いずれのタイプでも行

う必要がある。 

 それと、実際にこの場所性、これは設計をしたりするときには、そこがどういう場所か

ということは当然考えるわけですよ。そうすると、例えば区の複合棟の西側は戸建て住宅

で、比較的閑静な住宅地になっていると。 

 北側は、都が使うところは、仮にグラウンドになるのだとすれば、あそこの場所性から

考えると、グラウンドはフラットでなければいけないわけで、あそこは高低差がかなりあ

るから、当然この境目には物すごい擁壁が建ってきますよね。 

 そうすると、A案では、せっかくここに広い憩いの場をつくろうと出ているけれども、

これは民間棟の北側で、日当たりが悪くて、駐車場と擁壁に挟まれた場所になる。こんな

ところにつくっても誰もうれしくない。 

 そのように、この敷地の特性があるわけだから、そういう特性をにらんでやっていけば、

オープンスペースをどこにとるかだけでAとBを選択しなさいということにはならない。 

 オープンスペースをたくさんとりたいということはわかるのですが、これはバランスの

問題ですよね。例えば商店街の歩道を広げて、そういう歩道状空地をつくる場合でも、こ

こは当然ながら、おそらく24時間開放されるスペースになりますよね。 

 そうすると、後ろの建物が、どういう機能がこの通りに面してくるかで随分違ってくる

と思う。普通に役所の出張所みたいな感じで、6時になったら真っ暗になりますというよ

うな形にされたら、せっかくここにそういうスペースをつくっても、暗くて、今の擁壁で、

壁で囲まれているのと同じような形になっていく。 

 だから、やはり少なくとも機能とすれば、9時ぐらいまでは誰かが使ってくれるような、

そして建物の明かりがこの歩道に落ちてくるような、そういう、人がいるんだよと感じさ

せるような演出をしなければいけない。 

 そうすると、ただ広ければいいというものじゃないと思う。むしろ余り後退し過ぎると、

中の気配が全くわからなくて、せっかくそういう快適な歩行者の空間をつくろうと思って
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も役に立たない。 

 そして、今度中央の公園みたいな区の施設と民間の施設の間の空間、ここにも広場空間

をとりたい。それはよくわかります。そうすると、この空間はどういうものに使われて、

それぞれの各施設のメーンエントランスはどっちにとるのかと。歩道側にとるのか、この

広場から入るようにするのかと。 

 要するに、そういう施設のイメージがないと、なかなかどっちがいいとか悪いとかは、

多分これはA、Bじゃないと思う、答えは1つになりますよ。 

 やはり設計というのは最大限頑張って、この最初に目標として挙げたものが全部できる

ようにやるんですよ。多分、どっちかをリッチにしますから、どっちかを我慢しなさいと

いうことじゃないと思うんですね。この敷地としてうまく使われるようにするにはどうす

ればいいか。 

 建物もオープンにできる機能と、セキュリティーを守らなきゃいけない機能があるわけ

ですから、基本的には四周全部ガラス張りの建物なんて成立しないんです。そうすると、

やはりサービススペースとして使われるような場所も当然出てくるわけでしょう。 

 だから、そのように丁寧に一つ一つ具体的に実現しなければいけないことを解いていく

と、多分この２つのタイプじゃなくて、やはり目指すべき１つのタイプが出てくるような

気がします。だから、本当は具体的なハードのスタディーをもう少しやってほしい。 

 そして、やはりそのオープンスペースのイメージ、何をつくる、それをしっかり議論し

ておかないと、ただ平面的にこういう木がいっぱいあるからいいでしょうという話だと、

夜になったら真っ暗になって、その木々の間から暗やみしか見えないなんて、そんな道を

つくったら、ここはメーンの商店街ともつながる連続的な道なんだから、やはりおかしい

でしょう。 

 そういう道とかオープンスペースの性格とか使われ方をもう少しスタディーしてほしい

という気はしますね。僕はこの段階でA、Bどっちですかと分ける理由は全くないと思う。

それにしては情報がなさ過ぎるし、何を目指している案なのかよく見えないです。 
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 逆に言うと、両方のいいところを全部とって、とにかく何とか実現しようよということ

だと思うんですね。 

○委員 今おっしゃった建物がどうあるかということは、実は私、以前にあるまちの保健

センターづくりにちょっとかかわったときに、最初に徹底的にやったことは、機能を具体

化する、これだけの機能があるのだったら、それを具体的にどういうことなのかとやって

いくと、当然どういうスペースが必要かが出てきて、機能に合ったスペースが出てくると、

多分さっきおっしゃった建物のイメージもそれに付随して見えてくるという感じがするん

ですね。それが非常に大事だと思います。前にもちょっと言ったような気がします。 

 ついでに、ちょっとここに書かれている、先ほど非常に機能を例示されたので、私もち

ょっと言っていきますと、例えば資料3の2ページ、〈後方支援基地としての役割〉の一番

下に、先進事例や特徴的な取り組みを発信しますみたいなことが書いてあると思うんです

が、これで非常に大事なことは、よそがうまくやっている、あそこでこんなことをやって

いるというものを、ただそのまま持ってきて出しても、まねをするだけで絶対にうまくい

かないんですよね。 

 何が大事かと言ったら、なぜそういうことをしようと思ったのか、なぜそういうことが

できたのか、それは世田谷にも必要なのか、もし世田谷でするとすれば、どういう条件整

備が必要なのかとかいう分析をして、だから、それはもうこっちの研究フィールドのほう

に入っていくと思うんですよ。 

 そういう形で示さないと、こんなことをやっているところがありますよとかいうことを

やると、多分、ああ、それはいいねとやってみるけれども、決してうまくいかないという

ことが多々あると思いますね。 

 もう1つの例示は、資料5の3ページ、「地域交流ネットワーク機能」のⅰ、しくみの表

の「基本的考え方」に【具体例】と書いてあるのですが、ここに、例えば世田谷に健康づ

くりに関連している住民の組織はいっぱいあって、いろいろなことをやっていると思うん

です。だから、そういう人たちが、ああ、あなたのところはこういうことをやっているの
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ですかということが交流できる場をと。 

 実はこの前、岩手でNPOが立ち上がって、そのNPOの中にいろいろなことをやっている人

がいるんですね。笑いヨガとか、絵を描いている人とか、リンパのマッサージとか、いろ

いろなグループがいて、それが一堂に集まって、あっちこっちでやっていて、すごく楽し

かったんです。 

 そういうものとか、要するに地域を越えていろいろなグループが集まって、私たちはこ

ういうことをやっていますよというものがいっぱい出ていると、何かやってみたいと思っ

ている人がそこへ行けば、「ああ、これは自分に合うかもしれない」みたいなことを見つ

けられるような場もちょっと考えたらどうかなと思いました。 

 ついでに言うと、行政的な言葉が使ってあったので、これは要らないと思ったものがあ

りまして、それは資料4の1ぺージですが、「地域環境との共生」の枠の2行目に「図る必

要がある」と書いてあるんです。これは「図る」でいいんじゃないですか。その下の「多

様な交流の創造」も「生み出していく」でいいんじゃないですか。 

 よく行政文書に「必要がある」と書いてあるんですが、必要があったらどうするのかと。

ほかのところは全部消えていて、そういうことは書いていないので。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ありがとうございます。 

○委員 機能のお話が出たので、ちょっと区のほうの施設のこともお話を伺いたいんです。

一応、保健センターと福祉人材育成センターが主な機能として移っているわけですが、総

合福祉センターが目の前にあって、基幹相談支援センターとして機能しています。発達障

害の方に対する支援センターは民間のほうでやるということになると、基幹相談支援セン

ターの役割はどこで担うことになりますか。 

 また、総合福祉センターと、この新しくできる拠点は道を挟んで向かい側なんですが、

総合福祉センターが今後どうなるのかは、推進協でも随分いろいろな方から質問されてい

るところです。一方を定めることによって、もう一方も定まるというところもあるので、

総合センターについても、何か出ているなら、ちょっと教えていただきたいんです。 
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 それから、北沢保健福祉センターは残るというお話で、そうすると、近くに２つあるの

で、役割分担がどうしていくのかということもお伺いしたいです。 

 この前、私がご質問したときに、災害分野については別の会議でいろいろ検討している

ところでもあるというようなお話だったのですが、この民間棟であれ、区のほうの棟であ

れ、災害に対する拠点という役割を考えると、そういう外の議論との整合性も問題になっ

てくると思いますので、その辺、この前のお話から何か変わったところについてお話しい

ただけることがあれば、いただければと思います。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 それでは、総合福祉センターの話は後で保健福祉部長からお

答えしますが、私からは、北沢の保健福祉センターがそのまま残るのではないかというお

話ですが、基本的には、ここは全区的な施設という捉え方なので、地域のものはそのまま

地域に残って、それぞれ役割分担をどうするかは、先生からもいろいろお話も頂戴したの

ですが、地域の施設をここに入れるというわけでなく、あくまでも全区的な拠点施設、地

域のものはそれぞれ5地域にそのまま残るというスタンスでございます。 

 それから災害については、いろいろ検討しておりまして、この中ではやはり災害拠点と

いうものも大きな役割として担ってもらおうということで、全区的な医療を支える本部を

ここに置きたいと考えております。 

 ただ、何か病院的なもの、治療をここで行うという性格のものではなくて、むしろ地域

の医療救護所あるいは病院をバックアップするような形でここを活用したい。 

 具体的には、医療ボランティアの収容とか、医薬品を初めとした医療物品の集積、振り

分けといったものを中心に、ここでは、いざというときには医療本部として役割を担うと

いうようなことを今検討しております。 

 それでは、総合福祉センターについては保健福祉部長から。 

○保健福祉部長 総合福祉センターですが、今、基幹相談支援センターの役割とか児童発

達支援について行っていますが、これは民間棟ではなく民間施設棟だろうというお話があ

りましたが、そこの障害者の事業の中に移ります。 
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 それ以外に、もともとＢ型センターとしての幾つかの役割を果たしていましたが、そう

いったものも、今回のこの梅ヶ丘の計画に合わせて見直しを行いまして、基本的には総合

福祉センターについてはここで役割を終えて、梅ヶ丘のほうの機能で考えていくというこ

とになります。 

○委員 推進協で今現に利用している方々が、今後どうなってしまうのかという不安を話

されることがあります。その他、現状ではいろいろな団体の方が部屋を予約をされて使っ

ていますが、なかなか予約でとれない、むしろもっとふやしてほしいという要望がある中

で、今回の案では、研修センターで交流という話がちょっと出ていたのですが、余り現状

で利用されている方々が会議などをやったりするスペースまでは確保できていないという

か、機能として書き込まれていないような気もします。そうすると、今総合福祉センター

を使われている団体の方々は、今までよりも不便をこうむることにならないかという懸念

があるのですが、その辺の見通しはいかがでしょうか。 

○保健福祉部長 先ほど申し上げましたとおり、ここはＢ型センターとして、障害者団体

のいろいろな会議とか研修にかなり使われていて、今回の梅ヶ丘の拠点のほうでも、そう

いった団体の活動の場ということは、機能としては考えています。 

 ただ、今の総合福祉センターと比べて、どのぐらいのスペースとか、例えばどのぐらい

の具体的な会議スペースをつくっていくかは、またこれから詳細を詰めていくものと考え

てございます。 

 プールについては、そういう御意見もちょっと出ているのですが、これを障害の機能を

外したという、この建物を今後どうしていくか、そのとき、例えば地下にある、水治療室

ということでやっていたわけですが、それについてどうするかは、また今後考えてまいり

ますが、基本的には、今まで持っていた障害の機能は、ここの梅ヶ丘、それからまたほか

のところで代替するというような考え、あるいは見直す部分もありますので、プールをそ

のままというふうには現時点ではちょっと考えておりません。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 会議室等については、施設全体がいろいろな機能を持つ施設
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になりますので、できるだけ共用できる部分は共用したいと考えておりまして、今詳細な

ところは、それぞれ所管も含めて検討をしているところでございます。 

○委員 ちょっと先ほどから何かさんざんですが、私もこれをいただいたときに、ちょっ

と暗たんたる気持ちになりました。もう皆さんおっしゃっていますが、何か既存の施設が

組み合わさっているものなので、これはすぐにでも建つじゃないか、何を聞くのかと。 

 そしてＡ案かＢ案かという発言をすればいいのかなとか、そんなことをちょっと考えて

はきたのですが、やはりきょう冒頭に、何か扇のかなめがないという例えがございました

が、その状態で扇の色とかデザインとか、どんな紙でつくろうかとか、ちょっとそういう

話をしている感じがして、一つ一つの機能とかつくり方について意見をここで余り言って

も、仕方がないとは思わないですが、根本的な話ではないと思いまして、どの部分を発言

しようかなと考えていたところです。 

 そういうことで、若干落ち穂拾い的な内容にはなりますが、世田谷モデルという言葉が

何年か前に、ここに来たときにまずあったと思うんですが、それもきょうおっしゃられた

先生もいらっしゃいますが、どう考えても、それはないですよね。 

 それで、そんなに大規模ではなくても、今までなかったようなものを内外に対して示す

ということは、やはりせっかくのチャンスなので、それは逃したくないとは思います。 

 そういう意味で基本構想的なものとか跡地利用研究というところでそういうものを発言

したりして、そういう成果を出したわけですが、今これからよりよくするにはどうしたら

いいかという発展的な発言をしなきゃいけないとは思いますので、幾つかちょっと申し上

げますと、やはり東側の民間棟のほうが、もう余りにも決まっているという感じがします。 

 さらに、そこの事業を引き受けてくれそうなところにこれから接触して、恐らくインタ

ビューをしたり示唆をいただいたりするのでしょうけれども、そうすると、多分こういう

条件ならやるよとか、こうしてくれたらいいよとか、結局それを引き受ける人たちの考え

方によって、じゃ、それで引き受けてくれるならそれでつくってくださいというものにな

ってしまうんじゃないかと。 
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 何か今の状態では、こちらのほうで、こういう機能でこういうものをと強く言うおつも

りはないのかなと、ちょっと思ってしまいました。 

 それでも、なるべく前向きに、仮にこの案に近いことでいったとした場合という、余り

言いたくないのですが、ちょっと前向きなことを言えば、人材育成とか、効果的なプログ

ラムや研究というようなものを行う機能があるわけですので、それをこの民間が入ってい

るところ、本当は住宅も入っているということだったのですが、こういうところで、そこ

の実際に保健医療福祉の拠点のほうでやっている内容を、実践活動をしたり、そこで今ま

でにない方法でやってもらったりとか、研修のモデルとか、あるいは試験をさせてもらう

とか、そういうような場所としての機能が使えるようにしてもらうと。 

 委員が先ほどちょっと思い切ったような御意見を述べましたが、結構近いのかなと自分

では思っています。そのようなものをぜひ入れていただくようにして、多少なりとも従来

の枠組みから外れたものにしていただくことがいいと思います。 

 それから、交流とか広場ということについて若干御意見がございましたが、私もこの交

流ということが当初からキーワードとして出ておりましたが、やはり施設間の交流なのか、

住民との交流なのか、誰が交流するのか、何の目的で交流するのかは、その施設の内容と

かによって変わると思うんですね。 

 ここで例えば５つのゾーンなどというものがかなり明確に出てきておりますが、今のこ

のプランでそれが成立するかということは、かなり疑問だと思います。話が地域の交流と

か、そこに集まる人々、利用する人々の交流から、逆に何かお祭り広場の提供というよう

な、そんなニュアンスにだんだんシフトしてしまっているような感じがします。 

 まあ、お祭りをやることもいいのですが、やはり継続的にそこで交流があるというもの

が必要だと思います。そのためには建物の機能の問題が出てくるので、ちょっとこの５つ

の機能がいいとか悪いとかいうことは、今言える状態ではありません。 

 少なくともお祭りをやるための仕掛けを官民一体でどうのこうのということは、今この

議論の場ではちょっと場違いかなという感想は持ちました。 
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 なぜ交流が必要なのかというところが抜けているのかなという気もします。例えば最近

では高齢者とか、障害者もそうですが、在宅での閉じこもりとかいう方が外に出たい、あ

るいは出ると何かいいことがあるというような目的で交流を図るとかいう何か、これもあ

るようでないものなので、そうしたニーズはいろいろなところに転がっているわけですか

ら、そういうものを積極的に入れられるようなものにしたらいいとは思います。 

 あと、エネルギーとかなんとか、これはよくつきますが、ちょっと私とか、多分ほかの

先生もお思いだと思いますが、必ずしもコストをかけただけ回収できるわけでもなくて、

現在成り立っているように見えているのは、補助金が国からあるとか、最初から度外視し

て、教育的とか啓発的な意味でやるということがあると思いますので、もちろんこういう

ものは公共施設ではもう常識だと思いますので、わざわざ挙げなくても、その範囲でも十

分ではないかと思います。 

 最後に１点ですが、医療保健の拠点のほうにある研修とか、いろいろなプログラムづく

りとか共同開発と書いてありますが、誰がやるのだろうということにちょっと気がつきま

した。もしこういう組織を立ち上げるとすると、莫大なお金のかかる組織が必要になって

くるのではないかと思いますので、夢を語っているときにはそれでよかったのですが、今

となっては、こういう組織も誰が担うのかも明確にしておかないと、絵に描いた餅になる

と思いました。 

 以上でございます。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 どうもありがとうございます。 

 どうでしょう、ほかの先生方。 

○委員 先ほど特区とか株式会社という話をしたから、それはそれで検討いただければい

いのですが、一歩譲って、もし社会福祉施設等整備費補助金を利用するとして、社会福祉

法人にやってもらうとした場合に、この資料５の１ページの左側の一番下で「整備につい

ては、それぞれ分けて検討する」と。 

 そして括弧の中で「そうした中にあって、拠点の一体性を担保し、施設機能の集積等
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に」云々と書いてあるのですが、例えば高齢者施設とか障害者施設を受託した社会福祉法

人に、こういう空間を設計上つくってくれとか、こういう機能を入れてくれということは

区が言えるのですか。それがなくて、ただ施設の建設だけを任せるのですか。 

 というのは、先ほど先生が言われたことにもつながるけれども、一貫して交流なんです

よね。多世代交流だし、既存の市街地との交流もそうだし、いろいろなことを考えようと

言っているときに、空間的に全く交流の発想がない施設がポコっとつくられるのか。 

 言葉として、機能としては交流、交流と言っても、実際にはどういうふうになるんだろ

うかと。その資料５の１ページの右側の(2)全体調整の「地域交流ネットワーク機能」は

誰がやるの。民間施設を運営する法人がやるの、複合施設の区がやるの。 

 それによってこの地域交流ネットワークなり交流の考え方が全く違っちゃいますよ。そ

の基本構想的なものを入れて、施設にこれで応募しますかという話をしない限り、とても

おっかなくて、結構ですとは言えないんじゃないですか。 

 ある意味では、その構想は、複合施設のほうにも地域交流スペースがあって、オープン

スペースがあって、施設のほうにもそういうスペースがあって、全体としてここは地域交

流をやっていくんだよというプランでしょう。だからオープンスペースをどうするかとか、

こう言ってきたわけでしょう、だからＡ案、Ｂ案じゃないわけでしょう。 

 そうすると、地域交流ネットワーク機能というのは誰がやるんですか。先ほど先生が言

われた人材センターや何かは現にあるから、それを拡大するとか、再編成をするとかいう

ことのイメージはあるけれども、この機能は誰がやるんだろうか。そういう論議もされて

いなくて、空間と機能だけは言われている。 

 だから、一歩でも二歩でも譲るけれども、この法人に頼むときに、こういうコンセプト

で設計をしてほしいということを言わない限り、丸投げしたら、すごくおっかない、50年

間ただで土地を提供しているようなものだよね。 

 そんなのに、僕は少なくとも、加担したとは、はっきりと言って、僕は嫌だな。とても

そんなことはできないです、責任がとれない。 
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○梅ヶ丘拠点整備担当部長 交流は誰がやるんだ、全体調整も含めて誰がやるんだという

お話にもつながるかと思いますが、３ページ以降にそこら辺を少し書いてあるのですが、

少なくとも丸投げして、民間のことは民間が全部やってくださいというようなスタンスで

はいないつもりでおります。やはり拠点の一体性とか全体調整を考えると、当面は、まさ

にその肝のところは区が主体的に担う役割なのかなと考えております。 

○委員 ただ、例えば今、社会福祉法人が施設をつくるときには、地域交流スペースとい

うのは空間的にちゃんと入っているよね。それが補助金の枠のレベルで言っているのか、

今回はそこのところをもっと拡大してほしいと言うのかと。 

 ましてや、そのシステムとしてどうするか、それは今後考えてくれたにしても、その民

間施設棟の空間のあるところへ、区の複合施設のほうが入っていって、あれこれ言えない

よね。光熱水費の問題と、案分すればそれはできないことではないかもしれないけれども、

そういうことの基本的なものが固まっていなくて、設計にどうぞ応募してくださいと言っ

たって、誰が来るのかね。 

 それが先ほど、交流スペースのところをどうするんだという話で、Ａ案、Ｂ案レベルじ

ゃないんじゃないですかということと全部つながっちゃっているわけですよ。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 交流については今さまざまな御指摘をいただき、我々もそこ

ら辺はもう一度整理し直さなくてはいけないかなと。今お話のように、全体として交流を

どうするかは、もう一度一から積み上げる必要があるかとは考えております。 

 また、民間施設棟ですか、そちらのほうの交流機能の御心配な点については、当然なが

ら、やはり事業実施方針の中で細かくお示ししないと、民間もなかなか手を挙げるわけに

もいかないと思いますので、そこら辺は御指摘を踏まえながら整理していきたいと考えて

おります。 

○委員 交流スペースの話で、ひょっとしてもう議論していたかどうかを少し忘れてしま

ったのですが、交流として重要なのは、ここで言われているようなオープンスペースで広

場を設けるとか、あとは積極的に交流のイベントを開くだとか、それだけではないと思う
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んですね、もっと日常的に交流ができないといけないと。 

 そして、今、例えばＢ案とかだと、道からちょっと入ったところに人が通るようにはな

っていますが、ちょっと確認したかったのは、奥まで通り抜けの道とかいうことは今まで

議論したのでしたか。 

 もちろん高低差があるので、なかなかその後ろ側の住宅地への抜け道は、接続するとこ

ろが難しいかもしれませんが、ここの大きな敷地、これが袋小路ではなくて、この道から

ずっと後ろに抜けるようになれば、周辺の住民も防災拠点に来やすいわけです。 

 それから、日常的に駅に行くまでの通過動線として利用されるとか、周辺の人たちが使

っていくような仕組みを、もうここで誘導策としてつくっていくと、まず日常的な交流が

生まれ、そのことによって、例えば敷地を分けて、草むしりを誰がしますとか、この道の

掃除は誰がしますというふうにならず、つまりまちの人がみんなの共有物として、ここの

公園的な部分を管理してくれるとかいうことにつながっていくと思うんですね。 

 ちょっと忘れているのか、今まで裏側に結ぶ通過動線みたいなものをこの中に設けると

いうことは議論したのでしたか。それの確認を、済みません。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 前回の会議のときも御指摘を頂戴しまして……。 

○委員 そうでしたか。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 都の土地ではございますが、そちらも含めて、今お話の通過

動線は検討したらどうかというお話は頂戴しております。それについては今後、都と調整

というふうに考えております。 

 ただ、御案内のように、前回も申し上げたのですが、かなり傾斜があるものですから、

ユニバーサルデザインとの関係なども含めて、どうするかは、検討の課題としてはあると

は認識しておりますが、いずれにしても、今後そこら辺は都とも協議をしていきたいと考

えております。 

○委員 やはり交流という言葉を使うと、何となくみんな自分のイメージで捉えてしまう

ので、多分ここに来ていらっしゃる方はみんな、交流と言われたときに思い描く姿は、も
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しかしたらそれぞれ違っているかもしれないと思うんですね。 

 だから具体的に、例えばどんな人が、どんな人と、どうする場面を交流と言っているの

かを幾つか挙げてみたらいいと思うんですね。そうしないと、交流が必要だとはわかって

いるけれども、そのためにどういうスペースが必要かということは、何をするかによって

随分違うと思うんですね。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 前回の議論でも交流というところがキーになって、いろいろ

お話を頂戴しているところですが、そのときにも申し上げて、またプランの中でもちょっ

と整理をしておるのですが、我々が考えている交流というのは主に３つあると考えており

まして、１つは施設に来られる方も含めた全区民的な交流、多世代にわたる交流みたいな

ものが創造できないかということ。 

 もう１つは、地域との交流で、周辺住民の方を取り込むような交流が生まれないのかと

……。 

○委員 その周辺住民の人を取り込んだ交流は、具体的にどんな場面で何をするのかと。

例えばそこで線香花火をしているのを近所の子どもたちが一緒に来て何とかとか、あるい

はフリーマーケットみたいなものなのか、何かそういうレベルでちょっと一遍話してみる

と姿が見えてくるんですね。 

 ただ交流で、地域の人との交流、それはわかるけれども、具体的に、じゃ、誰がそれを

こっちへいらっしゃいとか言うんですかとか、何かよくわからないところがあるので、ち

ょっと例えばというものを幾つか出してみたらどうでしょうか。 

 今出すかどうかではなくて、そういうことを検討されたらいかがでしょうかということ

ですけれどもね。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 ありがとうございます。では、その部分も含めて、案のとき

には何らかの形で出したいと思っています。 

○委員 漫画みたいなので、できますよ。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 交流のイメージ図みたいなものですね。 
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 いかがでしょう、ほかに。 

○委員 交流という中でも、地域との交流、要するに地域の人たちがこの場を活用して交

流するということになると思うんですね。 

 最近、ほかの都市で大きな開発をやっても、その開発の中身だけじゃなくて、その周辺

とどう連携していくかが、今非常に大事だと。それでエリアマネジメントというような概

念でやりなさいという話になっている。 

 そうすると、公共にしろ事業者、タワーマンションをつくったりする事業者がそれぞれ

出資して、ＮＰＯ法人をつくって、それに地元の商店街の人とか、町内会とか、いろいろ

な人が入っている。 

 それで最初に何を始めるかというと、大体環境整備、美化活動です。そこから人が集ま

ってきて、みんなで次に何をやろうとか、子ども会の何かをやっていこうとか、そういう

ふうになっていく。 

 だから、そういう人たちがそこに愛着を持てる、自分たちで何とか管理してきれいにし

ていこうよというようなスペースがどこにつくれるかという話だと思うんですね。 

 だから、今回のこのＡ案、Ｂ案という話でいけば、商店街沿いの大きな歩道を広げて、

そこに緑化もするし、できれば、さっきも言ったように９時過ぎぐらいまで誰かが使って

くれるような、明かりが出るような機能をくっつける。 

 それはその地域の人たちが５時過ぎ、夜にでも集まっていろいろな会議をしたり、イベ

ントをやったり、それと歩道とがくっついている。そうすると、その人たちは、やはりこ

こは自分たちがきれいにしていこう、自分たちの前庭だよねという感じになる。 

 だから、そういう愛着が持てるような空間づくりをしておかないと、いきなりこれをや

りなさい、これをやりなさい、あなた方はこういう組織でこういうことをやってください

と言っても、それは多分無理だと思うんですね。 

 だから、集まって、そこを使うという価値を見出してもらえるような空間をどう用意し

ておくか。地域の人たちとの交流は、そこからだんだん発展していくのだと思います。 
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 それと、その中の機能として、機能同士の交流は、またそれぞれの機能の議論でやって

いかなければいけないのでしょうけれども、地域の交流というものは、そういう意味では

空間のつくり方が非常に大事だと思います。そして、行政はそういうＮＰＯの活動に対し

て支援する。それは金銭的なものもあるかもしれません。 

 地域の交流という意味では、そういう構造を１つ考えてみるとわかりやすいんじゃない

かという気がしますね。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 どうもありがとうございました。予定している時間もそろそ

ろですが、どなたか最後にお話を頂戴できればと思いますが……。 

○委員 では、済みません。世田谷区は、ふだん民度の高い区だというイメージを持たれ

ていると思うんですね。前区長のときかもしれませんが、私も、ものづくり学校とかを拝

見していて、世田谷区はすばらしいなと思いました。 

 そういう意味では、このプランは、民度の成熟を感じられる計画じゃないと思うので、

多少時間があるのであれば、限られた時間の中で、ちょっと工夫があってもいいのかなと

感じました。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 済みません、貴重な御意見をまことにありがとうございまし

た。きょういただいた御意見については、事務局で整理の上、今後のプラン作成にできる

だけ生かしたいと存じます。以上で本日の議題は終了とさせていただきます。 

 その他、何か御質問、御意見等がございましたら、よろしゅうございますでしょうか。 

 では、最後になりますが、連絡事項をお願いいたします。 

○梅ヶ丘拠点整備担当課長 本日は貴重な御意見をありがとうございました。また、次回

の開催については、本日の会議を受けて区の検討を踏まえつつ、また後日相談をしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、本日の速記録については、第１回と同様、まとまり次第委員の皆様に御確認いた

だいた上で、区のホームページで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。 
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 それではよろしくお願いいたします。以上です。 

○梅ヶ丘拠点整備担当部長 長時間にわたりありがとうございました。貴重な御意見をい

ただきました。重く受けとめて、また我々も検討をしたいと存じます。 

 それでは、以上をもって本日の会議を閉会させていただきます。本日はまことにありが

とうございました。お疲れさまでした。 

―了― 


