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○　拠点整備の基本的な考え方
件数 区の考え方

7

住み慣れた地域で安心して暮らし続けることは、多く
の区民の願いであり、梅ヶ丘拠点はそれを実現するた
めの全区的な拠点を目指しています。地域における
サービスをバックアップするとともに、先駆的な取組
みにより地域をリードしていくという保健医療福祉
サービスの拠点としての役割を果たすことができるよ
う努めます。

3

区では平成20年度に、中長期的視点から今後の区に必
要となる保健医療福祉サービスのあり方について調査
研究を行い、急激な社会状況の変化に応じた新たな
サービスや地域での着実なサービス提供を一層推進す
るため、区民が地域で安心して暮らし続けられるよう
支援する拠点の整備が求められるとまとめました。
一方、梅ヶ丘駅周辺地区はユニバーサルデザイン環境
整備推進地区に指定され、やさしいまちづくりを推進
する、区の福祉のまちづくりの象徴的な地域であるこ
とから、都立病院の再編整備の機会を捉え、梅ヶ丘病
院跡地への保健医療福祉サービスの拠点の整備を決定
したものです。
この拠点を効果的に機能させるため、区内各地域との
関係性等その具体的あり方を引き続き検討していきま
す。

2

梅ヶ丘拠点整備では、「保健医療福祉の拠点づくり」
と並んで「地域環境との共生」、「多様な交流の創
造」を基本的な考え方に掲げています。
防災・交流広場や公園を地域の憩いの場として整備す
るとともに、各施設や機能を活用し、拠点全体として
世代や障害の有無を超えた多様な交流が創出されるよ
うな環境や仕組みの構築を目指します。

意見の概要

高齢者や障害者へのきめ細かな支援は必要で、今
回のプランはとても良いものである。一日も早く
実現してほしい。
区も民間事業者も一体となって、区民のためとな
る拠点にしてもらいたい。

保健医療福祉とは何なのか、なぜその拠点が梅ヶ
丘でなければならないのか。建物等のハード的な
ものよりも、梅ヶ丘拠点から離れた地域の方に
とっての拠点の位置付けや、医療や福祉に関わる
方々が日常感じている課題などを捉えた上で、目
的と計画を明確化し、実現できるものとしてもら
いたい。

支援を必要とする高齢者や障害者のための機能・
施設が中心となっている。対象者を限定すること
なく、誰もが気軽に足を運び、交流することので
きる施設としてもらいたい。整備内容について、
区民の意見を取り入れてもらいたい。
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1

梅ヶ丘拠点整備では、「身近な地域のサービスをバッ
クアップ・補完する機能」と「今後の取組みをリード
していく先駆的機能」を果たす全区的な保健医療福祉
の拠点を整備することとしています。これにより、地
域でのサービスとともに車の両輪となって、今後の世
田谷の地域福祉を推進していきたいと考えています。

1

区では、高齢者や障害者等の在宅療養を支える体制づ
くりを重要な課題ととらえ、医療と福祉の連携強化を
進めています。医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護
事業者等からなる医療連携推進協議会を設けて、課題
の検討・協議を行うとともに、医療と福祉の連携強化
のため、多職種の連携拡大、介護従事者のレベルアッ
プ、医療と福祉の連携の仕組みづくり、看護人材発掘
等の取組みを進めています。梅ヶ丘拠点では、在宅療
養相談や潜在看護師の就業支援等の取組みを行う考え
です。

1

梅ヶ丘拠点は、専門性の高いサービスが集積し、拠点
としてのバックアップや先駆的機能を果たすものと考
えています。そのためには、区と社会福祉法人等の民
間事業者がノウハウを持ち寄り、相互に連携していく
必要があります。
高齢者支援施設や障害者支援施設からなる民間棟は、
社会福祉法人等が持つノウハウを必要とするととも
に、区では受けられない国・都の施設整備費補助金を
活用することで、拠点整備におけるトータルコストの
縮減を図ろうとするものです。

2

梅ヶ丘拠点は、区の将来を展望し、区民の在宅生活を
支えるための保健医療福祉の全区的な拠点として整備
するものです。この目的が十分に達成できるよう、モ
ニタリングや事業内容の検証、見直しの仕組みについ
ても検討を進めます。また、施設の整備にあたって
は、将来の社会情勢やニーズ等の変化にも対応できる
よう工夫していきます。

○　土地利用計画（施設配置の基本的な考え方）
件数 区の考え方

2

梅ヶ丘拠点の整備については、平成24年11月の「梅ヶ
丘病院跡地利用基本構想・調整プラン」の策定ととも
に、梅ヶ丘病院跡地の一部約16,500㎡の取得及び事業
化について決定し、検討を進めているところです。病
院跡地北側の東京都利用地における整備については、
今後、東京都と積極的な情報交換等を行うとともに、
区民への説明等について働きかけていきます。

○　土地利用計画（棟構成）
件数 区の考え方

2

区複合棟と民間棟は、整備主体が異なる想定であり、
その上で、防災・交流広場の効果的配置や相互連携等
機能面、敷地形状や関係法令等の諸条件を総合的に勘
案した結果、２棟構成を基本に検討を進めることとし
たものです。

立派な建物を整備するだけではなく、医師や介護
スタッフなどの人材も充実させ、高齢化社会に向
けて病院だけに頼らず、自宅療養ができるような
在宅診療体制の整備をお願いしたい。

意見の概要
区複合棟と民間棟を空中廊下でつなぎ、一体の建
物として検討できないか。施設がつながっていた
方が、各機能・施設間の交流が生まれやすく、効
果も期待できる。
また、各棟の階高を調整し、屋上階も一体に整備
できれば、大規模な屋上の緑化が可能となり、施
設としてのシンボル性も高められるのではない
か。

本格的な少子高齢化時代を迎えるにあたり、特に
医療・看護の分野は多くの問題を抱えている。今
後、このような保健医療福祉の拠点施設を増やし
ていくことが、医療・看護の問題の対策に結びつ
くと考える。

民間棟を民間で整備しなければならない理由の説
明が不足している。民間事業者による整備・運営
におけるメリットとデメリットを明確にする必要
があると考える。

施設が完成してからスペースが足りず、物品が廊
下に置かれたり、改装しなければならないという
ことがないよう、余裕のあるスペースの確保に努
めるとともに、当初の目的が達成できるよう計画
性のある整備をお願いしたい。
また、計画を実施、運用していく中では様々な問
題が生じるため、随時計画の修正や改善していく
ことが基本と考える。

意見の概要

梅ヶ丘病院跡地のうち世田谷区利用地における配
置計画のみが検討されている。街づくりの観点か
ら、跡地北側（東京都利用地）を含めた梅ヶ丘病
院跡地一体として捉える必要があり、都のプラン
とあわせた配置計画と、それぞれの長所・短所を
示してもらいたい。
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○　土地利用計画（計画の内容）
件数 区の考え方

1
建物の形状や色調については、街並みとの調和や周辺
への影響（日影、圧迫感）等を考慮し、検討を進めま
す。

1
周辺建物への日影等の影響について可能な限り配慮し
ていきます。

3

4

7
施設としての必要台数や運用面等から、設置場所や必
要面積等について検討していきます。

1

梅ヶ丘拠点整備におけるオープンスペースや施設配置
計画については、拠点としての機能連携や周辺環境へ
の影響など街づくりの観点に加え、各施設の利用者数
や職員数、その動線等も想定しながら検討していきま
す。

1

区は、公共交通不便地域の解消や南北交通の強化、高
齢社会における地域間の移動の利便性の向上を図るた
め、地域に密着したバス路線網の整備に努め、これま
でに７路線のコミュニティバスを導入してきました。
バス停については、拠点施設の前に「光明学校前」が
あり、小田急バスにより、梅ヶ丘駅～千歳船橋駅間、
梅ヶ丘駅～経堂駅間、経堂駅～渋谷駅間のバスが運行
されています。
また、豪徳寺駅・山下駅からコミュニティバスを運行
することについては、バスが走行するための経路の確
保や事業採算性などの課題があります。
今後も、道路整備状況や事業採算性等を考慮しなが
ら、バス事業者と連携してバス交通サービスの充実に
取り組んでいきます。

2

梅ヶ丘駅と拠点施設を結ぶシャトルバス運行の計画は
ありませんが、梅ヶ丘駅から拠点施設へのアクセス向
上に向けた拠点施設周辺のユニバーサルデザインにつ
いて検討していきます。なお、現在でも梅ヶ丘駅北口
及び南口からタクシーの乗降が可能です。

1
拠点施設だけではなく、梅ヶ丘駅から拠点施設に至る
サイン計画など、拠点施設周辺のユニバーサルデザイ
ンについて検討していきます。

梅ヶ丘駅と拠点施設とを結ぶバス（シャトルバ
ス）を走らせ、また駅周辺にタクシー乗り場を整
備し、駅から拠点施設までのアクセス向上を図っ
てもらいたい。

意見の概要

日影規制について、季節による太陽の位置を計算
に取り入れた設計の工夫により解決できる部分も
あるのではないか。

赤堤通りは、車道、歩道ともに狭く、また、街路
樹が点在しているところに自転車の往来も激しい
ため、接触事故が起こりやすく、とても危険であ
る。道路と拠点施設を一体的に整備し、自転車と
歩行者を分離する、拠点施設への車の出入りを交
通が少ない東側の道路にするなどの工夫をしてほ
しい。

梅ヶ丘駅から拠点施設までの動線を分かりやすい
ものとしてほしい。

建物の形状は真四角のオフィス的なものではな
く、円形、多角形、流線型など和やかなもので、
色調も温かみのある明るいものが望ましい。

梅ヶ丘拠点の整備にあたっては、周辺道路沿いの歩道
状空地の整備など道路との一体整備に努め、安全な歩
行空間の確保を図るとともに、車両動線においても歩
行者の安全や周辺交通への配慮に可能な限り努めま
す。

敷地東側道路は、車両のアプローチとしては狭
く、事故等の危険が増大することが心配される。
周辺道路から敷地内への車両動線の整備にあたっ
ては、信号機の設置等により赤堤通りの渋滞緩和
に配慮するとともに、歩行者や自転車を含めた安
全の確保に努めてもらいたい。

地下利用等により、十分な駐車・駐輪スペースを
確保・整備してもらいたい。また、タクシー乗り
場や駐輪場の整備を望む。

一日あたりの利用者や職員数を示すとともに、そ
の数に見合った歩道や憩いのスペースを整備し、
また、建物配置については都市計画としての位置
付けの中で検討すべきである。

拠点施設の前にバス停を設置し、豪徳寺駅・山下
駅からコミュニティバスを運行してもらいたい。
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9

梅ヶ丘拠点整備では、「世田谷みどり３３」を踏ま
え、羽根木公園、北沢川緑道と連続したみどりの整
備、また、世田谷区みどりの基本条例に基づく緑化基
準に５ポイント程度を上乗せした整備を目指していま
す。
また、周辺環境への配慮や街並みとの調和を図りつ
つ、区民の憩いの場、交流の場となり得るよう整備内
容について検討していきます。

4

梅ヶ丘拠点は、保健医療福祉の拠点として世代や障害
の有無を問わず、多様な交流を創出し、地域交流のモ
デルを構築していくことを目指しています。そのた
め、施設の整備においては、誰もが安心して利用、集
うことができるユニバーサルデザインの理念を基調に
考えています。その上で、街並みとの調和や周辺環境
に配慮しつつ、区民の憩いの場として、人々が集い、
多様な交流が創出されるよう防災・交流広場、公園等
の整備内容や活用方法等についても検討していきま
す。

2

梅ヶ丘拠点整備では、基本的な考え方のひとつに、
「多様な交流の創造」を掲げており、世代の違いや障
害の有無等を超えた多様な交流を生み出すハード、ソ
フトにわたる仕組みを検討していきます。

1

梅ヶ丘拠点では、保健医療福祉機能と連携した防災拠
点としての役割も想定しており、防災・交流広場の整
備等地域の防災性・安全性の向上を含め検討を進めま
す。

3

梅ヶ丘拠点においては、保健医療福祉機能と連携した
防災拠点としての整備を検討しています。非常用電源
やマンホールトイレ、井戸等具体的整備内容について
は、今後検討していきます。

風景づくりと緑化の推進について
・世田谷みどり３３を推進する象徴となるような
施設としてもらいたい。特に民間棟整備に民間資
本を導入するにあたっては、建物の質感や外観の
方向性を予め示しておくべきである。
・敷地周辺には緑地帯を配し、赤堤通り沿いには
区民が憩える公園、建物は周辺に圧迫感を与えな
い低層とすべきである。
・建物の屋上やバルコニーも緑化し、区民が出入
りできるようにしてはどうか。
・オープンスペースは、羽根木公園からの延長線
上での緑地として整備することが望ましい。
・里山の景観の要素を取り入れたせせらぎや、武
蔵野の雑木の植栽により、人々が集い、多世代が
継続的に交流できる場所としたい。
・建物の屋上や南面の緑化にとどまらず、北・
東・西面の緑化も視野に入れてもらいたい。
・敷地内の既存の樹木を生かしてもらいたい。

オープンスペースには小さな子どもが安心して楽
しむことができる遊具等（水遊び場、ブランコ、
休憩スペース等）を設置するなどした上で、育児
に悩む母親や地域の高齢者などが集い、交流でき
る空間にしてもらいたい。古民家の移築も良い。
周辺には公園が多いのに遊具がどこも同じで、魅
力が感じられない。二子玉川公園のように、地域
外からも人が集まり、安心して歩くことのできる
公園・広場の整備を望む。

素案では機能のみが書かれているが、大切なのは
施設全体で何を訴えるかである。
緑と文化的なものを組み合わせ、まるで別荘に来
たかのように、訪れた者の気持ちを爽やかにさせ
る雰囲気づくりが大切である。森の中を回遊する
ような遊歩道や、施設利用者が社会とつながりを
持てる場（活動発表できるホール、野外ステージ
等）や、美味しい食事を提供してくれるレストラ
ンの整備など、世界中から注目を集めるような施
設をつくってはどうか。

災害対策として非常用電源や備蓄倉庫、トイレ、
井戸の整備が必要。また、渇水対策として雨水の
利用も有効である。

プランの検討にあたっては、当該敷地は防災広場
とし、赤堤通り沿道の不燃化促進に努め、「安全
安心のまちづくり」に資するべきである。
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○　土地利用計画（配置計画案）
件数 区の考え方

1

41

7

1
駐車場や車路の整備による周辺環境への影響について
は、十分に配慮しながら検討を進めます。

○　施設整備計画・運営計画（全体）
件数 区の考え方

2
省エネ・創エネの観点から、太陽光パネルの設置とと
もに、通風や自然光の活用等について検討していきま
す。

1
施設の稼働状況の想定や敷地の防犯対策等周辺環境へ
の影響についても整理していきます。

3

梅ヶ丘拠点周辺はユニバーサルデザイン環境整備推進
地区であるとともに、保健医療福祉サービスの全区的
な拠点の整備を目指していることから、高齢者や障害
者、子ども等に配慮した歩行空間や案内表示等、ユニ
バーサルデザインの理念に基づいた整備を目指してい
ます。これらの点を踏まえ、多機能トイレについて
も、設置場所や数量等について十分検討していきたい
と考えています。

土地利用計画の配置計画案については、Ｂ案に賛
同する。
・敷地の南側にオープンスペースを設けることに
より、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り得る。
・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方が利便性が高
い。
・赤堤通りの渋滞等、交通への影響を考えた場
合、駐車場へのアプローチを敷地の東側としてい
るＢ案の方が適当である。

敷地の北・東・西側からの景観やアクセス、環境
（日照、圧迫感）、防犯等に十分配慮した建物配
置としてもらいたい。日影規制による建築制限を
ギリギリのところでクリアするにとどまらず、周
辺住民に対して、より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。
整備にあたっては、地域住民の意見や要望を尊重
してもらいたい。

土地利用計画の配置計画をＢ案とした場合、駐車
場整備や車両アプローチにおいては排ガス、騒
音、ライトなどについて、特別支援学校や周辺住
民へ配慮されるよう検討を望む。

施設内は、各諸室のレイアウトはわかりやすい配
置とし、視覚障害者に配慮した動線整備としても
らいたい。
また、各階へのバリアフリー法に基づく多機能ト
イレの設置を希望する。

意見の概要

屋上への太陽光パネルの設置や、冷房に頼らない
風の通る建物の構造としてもらいたい。

土地利用計画の配置計画案については、Ａ案が良
い。施設利用者で歩行が困難な方にとっては、通
りに面する敷地の入り口から建物までの距離が近
い方が、心身の負担を軽減できると思う。

意見の概要

夜間における外部からのアクセスや施設の稼動に
ついての方向性とともに、広い敷地の安全確保
（特に防犯）の観点から整備プランを示してもら
いたい。

配置計画案については、多くのご意見をいただきまし
た。周辺環境への影響、景観、拠点としての機能連
携、利用者動線などについて、有識者からのご助言や
今回いただいたご意見等を参考として検討を進めま
す。
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○　施設整備計画・運営計画（区複合棟）
件数 区の考え方

1

1

1

1

6

現在の保健センターは、区民の健康増進を図るための
全区的な拠点施設として昭和51年に三軒茶屋に建設さ
れましたが、経年による老朽化により建替えが必要に
なっており、今回、保健医療福祉の全区的な拠点とな
る梅ヶ丘拠点の整備に伴い、その機能を拡充し移転す
るものです。
梅ヶ丘拠点への交通アクセスについては、重要なポイ
ントと考えられるので、十分な検討を進めるべき課題
と認識しています。

6

移転する保健センターは、これまで以上に全区的な拠
点として、「身近な地域のサービスをバックアップ・
補完する機能」と「今後の取組みをリードしていく先
駆的機能」を果たしていく考えです。総合支所健康づ
くり課や地域の健康づくり団体等をバックアップし、
また地域に対してモデルとなり先駆的な役割を果たす
ことを予定しています。こうしたこととともに、地域
での保健サービスの充実を図り、区全体の健康づくり
の充実を図っていきたいと考えています。

1

区では、高齢者や障害者が経口により栄養を摂取する
重要性を認識し、健康せたがやプラン（第２次）で
は、高齢社会の進展に対応した健診及び摂食嚥下機能
支援のあり方を検討することとしています。この中
で、区としての対応や地域での連携による支援体制に
ついても検討していきたいと考えています。

1

障害者の健康診断については、国の「身体障害者健康
診査事業実施要綱」に基づいて実施することを考えて
います。この「実施要綱」には、検査項目として婦人
科は含まれていませんが、梅ヶ丘拠点で実施する健康
診断の方法等は今後検討していきます。

障害者の健康診断については、特に婦人科で障害
理解のある医師を探しあぐねている状態である。
ぜひ、障害者の健康診断に婦人科も含め、障害者
の成人期の病気の早期発見に取り組んでもらいた
い。

保健センターの機能として、認知症だけではなく
「経口摂取在宅センター」機能を整備し、世田谷
区で先駆的に実践してもらいたい。

意見の概要

今回の素案では、こころの健康に関する取組みが
不足しているように感じる。福祉施設としての面
を出し過ぎず、気軽に相談し、支援を受けられる
機能が必要である。

区複合棟には、こころの不調を訴える方が相談
し、支援を受けられる機能を整備してもらいた
い。

地域に根ざしたきめ細かい保健サービスを提供す
るためにも、地域に１か所（区内全５か所）の保
健センターの設置を希望する。

保健センターの機能として記載のある「医療相
談、こころの健康相談の拡充」について、精神疾
患も対象としてもらいたい。
精神疾患は、近年では日本の５大疾患ともなって
おり、今後は、このような病気の予防も重要にな
る。また、大人の精神疾患には発達障害を合併し
ていることも少なくないため、そのような状況に
関する相談や訓練ができる場所が必要である。ま
た、それに対応できる専門職の配置もお願いした
い。

子どものこころのケアのための相談窓口と、子ど
ものこころ診療所を整備してほしい。

現在、三軒茶屋にある保健センターがなくなり、
梅ヶ丘に移転してしまえば、施設の利用において
不便を強いられる人もいるので、現在の場所に残
してもらいたい。

こころの健康については、重要課題と認識して取り組
んでいます。
大人・子どもそれぞれの健康課題は違えど、相談・支
援が必要ということでは変わりがありません。拠点で
の役割は広く予防啓発の場を設け、気軽に相談でき必
要な支援につながる機会を増やし、総合支所健康づく
り課での発症予防・悪化予防・社会復帰の支援等と連
携しながら、区全体の相談・支援の強化に取り組みた
いと考えています。発達障害の訓練等については、総
合福祉センター機能の移転や、現在試行中の成人期発
達障害者支援事業等との連携を図っていきます。
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1

認知症予防の取組みについては、毎年２月と８月に
「脳を鍛える活動参加者募集講演会」を開催し、その
後も継続した認知症予防のグループ活動に参加希望の
方には、参加方法や会場についてご案内しています。
同講演会については、区のおしらせ「せたがや」や区
のホームページに掲載するほか、まちづくりセンター
やあんしんすこやかセンター、図書館等でチラシを配
布し、広く周知に努めています。
認知症予防のグループ活動については、各地域１～
２ヵ所の会場で実施しており、今後も誰もが気軽に参
加できるよう引き続き複数の会場で実施する予定で
す。
一方、梅ヶ丘拠点では、認知症に関する講演会の開催
等、全区的な啓発や情報発信を実施する方向で検討し
ています。

1

（仮称）認知症在宅支援センターは、認知症の方と家
族のための先駆的な取組みの実施や、身近な相談窓口
であるあんしんすこやかセンター等の関係機関をバッ
クアップする機関であり、介護保険の給付サービスと
は別の機能を持つ機関として位置付けています。
また、認知症をサポートする高齢者の人材活用につい
ては、国や都の情報も収集し、その仕組みを研究して
いきます。

1

現在区では、地域で生活する障害者を支える人材を育
成するため、グループホームの世話人への研修費用の
支援や、重度訪問介護、移動支援に関わる研修や障害
者ケアマネジメント研修を実施しています。今後も、
地域の障害者を支える人材育成の取組みをより一層進
めていきます。

1

梅ヶ丘拠点が担う役割の１つに、地域での活動を牽引
するようなモデルを発信する「今後の取組みをリード
していく先駆的機能」があります。
国等の動向を踏まえたモデル的事業の実施等の取組み
と成果の発信など、保健医療福祉の総合的な情報の集
積・発信についての具体的な仕組み等について、今
後、検討していきます。

2

災害時に梅ヶ丘拠点へ区の医療救護本部を設置するこ
とにより、情報収集機能、医療救護所の支援機能、医
療職受入れ・派遣機能、医薬品ストックセンター機能
といった一連の機能を備えることが可能になります。
ご指摘のとおり、災害時における情報共有は重要なた
め、災害対策本部等関係機関との連絡体制については
十分配慮していきたいと考えています。

認知症予防のための活動などの取組みが行われて
いても、その情報を得ることなく、参加の機会を
失ってしまうこともあると思う。梅ヶ丘拠点で行
われる認知症予防活動に関する情報については、
必要としている区民にしっかりと周知されるよう
努めてもらいたい。
また、このような取組みが梅ヶ丘拠点だけではな
く、地区会館等の身近な場所で、誰もが気軽に参
加できるよう環境を整備してもらいたい。

（仮称）認知症在宅支援センターは、介護保険制
度における要支援１・２の方も支援の対象とし、
それをサポートする人材においても高齢者の雇用
につなげられるような仕組みとしてもらいたい。

地域のGH（グループホーム）、CH（ケアホーム）
や在宅で障害者が生活するために必要な支援体制
機能のある入所施設が必要であるが、地域のGH、
CHの利用者や在宅の障害者を支える世話人・ヘル
パーや様々なサービスをコーディネートするケア
マネジャーなどが不可欠である。人材育成・確保
に力を入れてほしい。

区民が地域における保健医療福祉の担い手となり
得るよう、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
てもらいたい。

梅ヶ丘拠点が災害時の医療拠点となり得るのか。
災害時には、被災区域の家屋の損傷、火災や救
護、道路等交通状況等の情報を総合的に把握し、
その一部である医療救護活動も行わざるを得ない
状況が推察される。災害対策本部（区役所）とは
別の場所に医療救護本部を設けることは、情報の
一元化を損ない、情報の欠落をも招きかねない。
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1

住まいの環境整備は高齢者・障害者が日常生活を自立
して過ごすために大変重要なことであると認識してお
り、拠点の中で、専門職による相談を行っていくこと
を検討しています。現在の心身機能を正しく評価し、
その方の状態にあった用具の活用や工事を行うには、
専門的な知識が重要であるため、住まいの環境整備に
ついて、今後も研究していきたいと考えています。

6

現在、総合福祉センターの地下にあるプールは、法に
基づく自立訓練の１つのプログラムとして「水中歩行
による訓練｣のために使用しています。
この設備は温水プールではなく、あくまでも水治療用
の設備であり、一般の温水プールとは水温、水深等が
異なりますが、訓練として使用していない時間帯を有
効に活用する観点から、登録団体等に貸し出していま
す。
このような水治療室の必要性は認識していますが、
梅ヶ丘拠点の面積や容積、経費の観点から、設置は考
えていません。
また、総合福祉センターの業務については、梅ヶ丘拠
点に移行する予定で検討していますが、移転後の総合
福祉センターの建物の取り扱いについては、現時点で
は決定していません。
会議室、研修室については整備する方向で検討してい
ますが、会議室の利用方法等については現時点では決
定していません。今後、福祉団体の利用方法等につい
て検討を行う予定です。

1

梅ヶ丘拠点では、世代の違いや障害の有無を超えた多
様な交流モデルの構築や先駆的な取組み事例等の情報
発信を主要な機能の１つと考えています。エントラン
スホールやオープンスペースは、これらの交流や情報
発信の場として活用するとともに、災害時の活動ス
ペースに転用することとしており、本整備プラン（素
案）で想定面積をお示ししています。

1
梅ヶ丘拠点施設内への世田谷区医師会館等の移転・整
備については、同医師会と諸条件に係る協議を進めて
いきます。

区複合棟のエントランスホールの約1,100㎡とい
う面積は必要なのか疑問に感じる。これらの面積
を縮小させることができれば、より低層の建物と
して整備することも可能であり、結果として省エ
ネルギー化にもなる。

世田谷区医師会館及び同医師会看護学校が梅ヶ丘
拠点に移転するということであれば、適正な賃料
を徴収して、区財政に寄与させることを公示すべ
きである。

「住まいの総合相談窓口」の開設を提案する。
高齢者・障害者の在宅生活への復帰や継続、また
介護予防のためには、本人や家族の生活全般を視
野に入れた住環境整備が必要である。ケアマネ
ジャーやケースワーカーは住まいの環境整備に関
する専門知識のある人は少なく、経験の乏しい工
務店任せの工事になってしまうことも少なくな
い。
専門知識を持ったスタッフによる相談対応等で、
高齢者・障害者の住環境の改善に取り組んでもら
いたい。

総合福祉センターの温水プールのほか、会議室、
研修室を梅ヶ丘病院跡地の新たな施設にも整備し
てほしい。また現在、総合福祉センターで認めら
れている地域の福祉団体の活動拠点とするための
会議室等の優先利用も継続してもらいたい。
プールの整備ができないということであれば、現
在の総合福祉センターのプールを残し、引き続き
障害者が利用できるようにしてほしい。

8



○　施設整備計画・運営計画（民間棟）
件数 区の考え方

10

梅ヶ丘拠点では限られた敷地面積の中で、退院可能と
なった高齢者の在宅復帰と在宅療養生活を支援する在
宅強化型の介護老人保健施設を中心とした高齢者支援
施設を整備することとしました。在宅強化型の介護老
人保健施設を中心に、ショートステイやデイケア、訪
問看護ステーションなどの在宅サービス機能を備えた
施設で、地域の様々な医療・介護サービスと連携し
て、高齢者の療養生活を支援することとなります。
特別養護老人ホームについては、都有地を活用するな
ど多様な手法を用いて、社会福祉法人による整備誘導
を図っていきます。

1
だれもが住みやすい世田谷区を創っていくために、地
域の関係者の方々のご意見を伺いながら整備に努めて
いきます。

1

高齢者のためのデイサービス機能として、通いで機能
訓練を受ける通所リハビリテーションと、難病等で医
療ニーズの高い方が通いで介護等を受ける療養通所介
護を介護老人保健施設に併設することとしています。
これらの施設において、プログラムの充実を図れるよ
う取り組んでいきます。

2

高齢者等の在宅復帰・在宅療養支援機能と、障害者の
地域生活への移行・継続支援機能は、いずれも梅ヶ丘
の４つの拠点機能の１つに位置付けています。
特別養護老人ホームや地域密着型サービス等の高齢者
施設は、身近な地域の中に整備・誘導を図っていきま
す。

1

高齢者の見守りネットワークについては、世田谷らし
い地域包括ケアシステムの構築を進める中で、区全体
で取り組む必要があると考えています。
なお、提案事業の例示として、居宅介護支援等を挙げ
ています。

1

「なかまっち」は、身体障害者に自立生活体験の場を
提供するとともに短期入所を実施するなど、障害者の
地域生活を支援しています。
梅ヶ丘拠点の障害者支援施設においては、施設入所支
援の中で、入所者に地域生活への移行や定着を見据え
た生活体験の実施を検討しています。また、短期入所
においては、緊急短期入所の受入れも対応するよう検
討しています。

1

区では平成24年度より成人期の知的に遅れのない発達
障害者の支援について試行を行っています。試行を通
してどういった支援が必要であるか検討・検証を行
い、本格実施を目指していきます。

1

基幹相談支援センターについては国より設置条件が示
されており、指定一般、指定特定相談支援事業の指定
を受けている事業者に業務を委託することが許されて
います。今回は、この条件を満たし、指定を受けてい
る事業者に委託することを考えていますが、あくまで
も業務の委託であり、区は委託元として責任を負うこ
とになります。

世田谷区が抱える高齢化問題を考えれば、民間棟
の高齢者支援施設の定員が少なすぎる。もっと定
員を増やせないのか。あれもこれもと機能を詰め
込むのではなく、高齢者支援施設の整備に絞るべ
き。

民間棟においては、介護保険制度における要支援
者に対する居宅介護支援の充実、孤立・孤独者の
把握と見守りネットワークの構築等を実践するた
めの機能・施設を提案事業に入れてもらいたい。

“なかまっち”のような施設を整備してほしい。
“なかまっち”を年３～４回利用しているが、順
番待ちで希望日に利用することが難しいため、同
様の施設を梅ヶ丘に整備してもらいたい。

「愛の手帳」に該当する知的障害者にはあたらな
い（広汎性）発達障害者を主たる対象とし、親か
ら自立し安心して就労ができ、日々の生活が送れ
るよう公的な支援施設や入所施設（共同生活施
設）の設置をお願いしたい。

基幹相談支援センターは区内全ての相談事業所の
とりまとめや自立支援協議会の要となる役割があ
り、その役割は区内のサービスの課題の把握のた
めにも公的機関が負うべきだと思う。全ての事業
が民間ということは行政の責任はどうなるのかと
いう不安も感じる。

意見の概要

2,400人もの入所待機者のいる特別養護老人ホー
ムについて、事業者提案とせず、必ず整備すべき
施設としてもらいたい。

梅ヶ丘病院跡地に新たに老人保健施設ができると
いうことで、他施設の施設長の経験を少しでも生
かし、区民のために協力したい。

高齢者のためのデイサービスを提供する機能・施
設を整備してもらいたい。
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1

梅ヶ丘拠点の障害者支援施設においては、放課後等デ
イサービスを定員50人で整備する予定としています。
放課後等デイサービスの今後の整備については、障害
福祉計画等の計画策定の中で検討していきます。

7

梅ヶ丘拠点の障害者支援施設には、児童を対象とした
通所事業として児童発達支援及び放課後等デイサービ
スを整備する予定としています。児童発達支援は就学
前まで、放課後等デイサービスは小学生から高校生ま
でを対象としており、それぞれ、児童の成長・発達に
応じて、グループ活動や生活訓練、機能訓練等、適切
なプログラムを提供していくものと考えています。

1

就労継続支援や就労移行支援については、事業者によ
る提案を受けることとしています。
また、梅ヶ丘拠点の施設や事業を活用した障害者雇用
についても検討していきます。

1

在宅障害者の医療・福祉の連携の仕組みについては、
医療連携推進協議会において検討を進めていきます。
その中で、梅ヶ丘拠点の果たすべき役割についても検
討していきます。

1
障害者が体調を崩した場合の対応は、施設の嘱託医や
障害者の主治医と連携しながら対応することを想定し
ています。

1

梅ヶ丘拠点の障害者支援施設では、居宅介護事業につ
いて事業者からの提案を受けることとしています。地
域移行後については、施設入所支援と連携して拠点内
の相談支援事業者がマネジメントをすることを想定し
ていることから、提案があれば利点を活かした支援が
可能となると考えます。

1

入所支援の対象者の諸条件、優先順位、募集要項等に
ついては、今後具体的な検討が進められることとなり
ます。検討結果については、機会を捉えて説明させて
いただくことになると考えています。

1

梅ヶ丘拠点の障害者支援施設には、一定期間の訓練や
生活体験を経て地域生活への移行を想定する「地域生
活支援型」の施設入所支援を整備する予定としていま
す。グループホーム（ケアホーム）は、施設入所支援
と同一敷地内には整備できないこととなっており、今
後も、障害者が地域で安心して暮らしていくことがで
きるよう、地域において、グループホーム等の住まい
の場の確保に取り組んでいきます。

障害者の親の高齢化に伴い、「親亡き後」の問題
は益々顕在化してくる。このため、民間棟の機能
として「親亡き後の障害者を受け入れる施設（ケ
アホーム等）」を追加してもらいたい。親がいな
くとも、障害者が「住み慣れた地域の中で暮らし
て生きたい」という願いに変わりはない。

障害者のための施設入所支援（定員60名）につい
ては、入所の諸条件、優先順位、募集要項等具体
的に開示し、結果について応募者が納得できるよ
うに対応してもらいたい。

障害者と高齢者のサービスが一体で整備されるこ
とによる相互連携の利点はあると思う。障害者施
設は地域支援型施設で一定期間が経過すれば地域
に移行する。その時、ヘルパーを利用することが
多くなると思われるので、この利点を意識した運
営をお願いしたい。

障害者が体調を崩した際にどのように対応するの
か、医療連携という言葉のみではなく、具体的な
体制について示してもらいたい。

障害とまではいかなくても、先天的に重い病気を
患い、幼くして治療を続けなければならない子ど
もも少なくない。このような子どもが、在宅で親
とともに安心して過ごせるよう、医療・介護・看
護が連携・協力していくような機能を梅ヶ丘拠点
では果たしてもらいたい。

既存の放課後等デイサービスは定員に空きがな
く、利用することはできない。今後の利用希望者
の増加を見据え、素案で示されている50人という
定員の増加の検討を望む。

児童発達支援事業については、思春期を含め青年
期まで幅広く対象を広げ、相談事業にとどまら
ず、治療とリハビリ、デイケアの機能を整備して
もらいたい。

重度障害者のみを対象とした施設ではなく、軽度
の障害で就労を目指す人のための事業（就労移行
支援）や工賃を得られる作業所（就労継続Ｂある
いはＡ型）を整備してもらいたい。まちの人がパ
ンを買いに行く、お菓子を買いに行く、というよ
うな場所にしたい。
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2

梅ヶ丘拠点の障害者支援施設には、短期入所を整備す
る予定としており、要件を満たせば、６５歳未満の中
途障害の方の利用も可能であると考えています。グ
ループホームは、施設入所支援と同一敷地内には整備
できないこととなっており、今後も、障害者が地域で
安心して暮らしていくことができるよう、地域におい
て、グループホーム等の住まいの場の確保に取り組ん
でいきます。

1

梅ヶ丘拠点の障害者支援施設における短期入所におい
ては、医療的ケアの必要な障害者も受け入れることと
しています。しかしながら、現状では、すべての医療
的ケアを受け入れることは困難と考えており、医療的
ケアの範囲については、今後の検討課題と考えていま
す。

4

梅ヶ丘拠点の障害者支援施設に整備する予定の短期入
所については、一定程度の医療的ケアの必要な障害者
の受入れを想定しています。医療的ケアの範囲や
ショートステイの日数については、今後の検討課題と
考えています。

1

梅ヶ丘拠点の障害者支援施設に整備する予定の児童発
達支援事業や放課後等デイサービス、短期入所におい
ては、一定程度の医療的ケアの必要な障害児の受け入
れを想定していますが、医療的ケアの範囲について
は、今後の検討課題と考えています。
現在、医療的ケアを必要とする障害児を受け入れる通
所施設は、区内には「あけぼの学園」と「チャイルド
デイケアほわわ瀬田」がありますが、今後について
は、利用状況やニーズ等を把握しながら、障害福祉計
画等の計画策定の中で検討していきます。

1

梅ヶ丘拠点の障害者支援施設で実施する自立訓練等に
おいては、障害者の地域生活を支える視点でのプログ
ラムを実施することを想定しています。プログラムの
内容については、今後検討していきます。

1

施設入所支援については、24時間体制での看護師の配
置を想定しています。対応できる医療的ケアの範囲
は、今後の検討となりますが、可能な範囲で対応して
いきます。

1

訪問看護ステーションは、高齢者支援施設に整備され
る予定であり、連携の方策を検討していきます。訪問
リハビリ機能は、梅ヶ丘拠点では想定していません
が、障害者の地域生活を支えるための仕組みについて
は医療連携推進協議会で検討を進めていきます。

障害者の短期入所について、医療を必要としてい
る障害者が、必要としている内容によって利用で
きないといったことのないようにしてもらいた
い。

親の高齢化や病気、急な用事がある際に、医療を
必要とするような重度の障害者を預けられる施設
が足りない。
ショートステイは、このような医療的ケアにも対
応した重度の障害者を受け入れられる施設を整備
してもらいたい。
また、ミドルステイについても整備の検討をお願
いしたい。

世田谷区内には成育医療研究センターがあること
もあり、人工呼吸器等の医療を必要とする重度の
障害児が多く住んでいる。
既存の発達障害相談センターは定員に空きがな
く、医療を必要とする障害児は利用できない。唯
一、医療を必要とする障害児を受け入れる「あけ
ぼの学園」も満員状態である。
今後、世田谷区では、重度の医療を必要とする障
害児が増加することが予想されるが、この素案が
これらの子どもと家族に対する支援を十分に考慮
した内容ではないと考える。医療を必要とする重
度の障害児を受け入れる短期入所、放課後等デイ
サービス、長期入所、病院から地域への移行時の
子どもと家族に対する短期入所による指導の充実
を検討してもらいたい。

障害者の地域生活への移行等、自立支援の拠点機
能を民間棟に整備としていながら、一時的収容、
介護が主体のように見受けられ、在宅者が訓練を
受けるような役割はほとんどない。ハードウェア
に片寄らず、在宅障害者のＱＯＬを向上させるソ
フトウェア充実の検討を期待する。

障害者を受け入れるにあたって、日中のみではな
く、24時間体制での看護を考えてもらいたい。調
子の良い子どもでも、夜間に突然調子を崩すこと
もあるし、障害者のいる家庭でやっていること
（吸引など）を、昼夜問わず対応してもらいた
い。

障害者支援施設の中に訪問看護ステーションや訪
問リハビリ機能を整備し、グループホームや在宅
で暮らす障害者の地域生活を支える医療と福祉の
連携拠点としてほしい。

先天性の障害のある方向けの施設は多いが、中途
障害者の施設は少ない。中途障害者が利用できる
ショートステイやグループホーム等を整備しても
らいたい。
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1
障害者の地域生活を支えるため、ケースワークや相談
支援など個々の状況にあわせて支援をしていきます。

1
梅ヶ丘拠点の障害者支援施設については、個々の状況
を踏まえて可能な範囲内において重度の障害者につい
ても受け入れることを想定しています。

2

梅ヶ丘拠点の障害者支援施設には、短期入所を整備す
る予定としており、要件を満たせば精神障害者の利用
も可能であると考えています。障害者支援施設での就
労移行支援、就労継続支援といった作業を中心とした
活動については、事業者の提案によることとしていま
す。地域生活支援センターといった精神障害の方の相
談及び日中活動の場所については想定していません。

1

現在は梅ヶ丘拠点のハブ施設を各地域に整備すること
は想定していませんが、地域に移行した障害者が安心
して自立生活が続けられるような方策について検討し
ていきます。

1

法に基づく「自立訓練」は、民間棟の障害者支援施設
で実施する予定です。
相談については、民間棟に設置される｢相談支援事業
所｣及び区複合棟での｢専門相談｣で実施する予定で
す。

1

梅ヶ丘拠点へのクリニックの設置は想定していません
が、区複合棟に整備される保健センターの専門相談に
おける専門医との連携を検討しています。区内の病院
との連携については、今後の検討課題と考えていま
す。

1

障害者支援施設内では、嘱託医や障害者の主治医、保
健センターの専門相談における専門医等との連携を進
めていきます。また、施設入所支援から地域移行した
障害者を支えるため、高齢者支援施設内の訪問看護ス
テーションと連携を検討するなど医療と福祉が連携し
たバックアップの仕組みづくりを進めていきます。
障害者のグループホームや在宅生活を支えるため、医
療と福祉の連携のためのネットワークづくりについて
は、第３期障害福祉計画に基づき医療連携推進協議会
等で検討することとしています。

中途障害者への相談やリハビリを目的とするト
レーニング、各種情報提供など、総合福祉セン
ターで専門知識や技術を持つ方が提供している
サービス等を、梅ヶ丘拠点の開設後は、区内のど
こでとらえ、利用できるのかが判らず、将来が見
えず、その展望が示されることを願っている。

梅ヶ丘病院跡地に整備する施設ということで、精
神・神経科のクリニックを設置し、療育相談は児
童発達支援事業が担うことで、幼児から一貫した
支援が継続して行えるようにしてはどうか。
愛の手帳判定や、障害者基礎年金の申請に必要な
診断も行い、入院治療が必要であれば区内の病院
と連携するなどネットワークを広げてもらいた
い。

民間棟の障害者施設における医療と福祉の連携の
ための医療のネットワークづくりを強力に進めて
ほしい。現在、区内には医療を必要とする障害者
が利用できるショートステイや入所施設がなく、
緊急の時や、親が高齢になっても頼れるところが
ない。

地域生活支援型施設のため、障害者が一定期間を
経て地域に移行する際、受け皿が必要である。ま
た、梅ヶ丘拠点が区内５地域の拠点となるために
は、各地域にハブ施設が必要であり、障害者の将
来の地域生活のイメージ図として、障害福祉計画
で打ち出してほしい。

世田谷区に住んでいるのだから、区内にも子ども
を預けられる施設をつくってもらいたい。重度の
障害者を遠くに連れて行くことは想像以上に難し
い。

精神障害者のための作業所、短期入所、地域生活
支援センターを整備してほしい。

心身に障害のある子ども・若者のリハビリ、社会
復帰のためのサポートは喫緊の課題である。その
ため中継をする機能の整備について検討してもら
いたい。
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1

児童発達支援は、民間事業者が運営することとなりま
すが、運営にあたっては、拠点内の保健センターの専
門相談における専門医や作業療法士、理学療法士等の
専門職とも連携しながら、適切な支援につなげるとと
もに、区の関係所管や施設等との連携も図っていきま
す。

1
介護予防の仕組みについては、世田谷らしい地域包括
ケアシステムの構築を進める中で、区全体で取り組む
必要があると考えています。

1
敷地・整備等に係る条件や周辺の建物への影響を勘案
し、整備できる施設の延床面積や定員等をお示しして
います。

1

1

1

梅ヶ丘拠点は、区民の住み慣れた地域での生活を支え
る拠点として、在宅支援型、通過型の施設を整備する
こととしています。また、この拠点での取組み成果を
常に発信し、身近な地域でのサービス向上に反映でき
るよう努めます。
なお、施設の利用については、ご本人の状態等に応じ
たものであり、在住期間の長さで優先することは難し
いと考えます。

1

民間事業者による整備運営を想定している高齢者支援
施設、障害者支援施設については、必須となる機能と
定員等を示し、事業者の具体的提案を受けることとし
ていますが、提案の範囲は今後検討していきます。

1

梅ヶ丘拠点では、高齢者等の在宅復帰・在宅療養支援
機能を整備するため、認知症高齢者グループホーム等
の住まいは、身近な地域の中で事業者が整備するもの
を区が計画的に支援していきます。
障害者グループホームについては、施設入所支援との
同一敷地内への設置はできないこととなっているた
め、梅ヶ丘拠点に整備する機能・施設として含めてい
ません。

建物の大きさに対して、各施設・機能の定員が少
なすぎる。住み慣れた地域で安心して暮らし続け
ることのできる地域社会の実現を目指すのであれ
ば、施設の利用条件として、一定年数以上世田谷
区に住み続けている区民が優先的に施設を利用で
きるようにするなどの対応が必要である。

区と民間事業者との公民連携による事業実施とす
る考え方は適切である。ただし、民間事業者の創
意工夫を促すためにも、各施設・機能の定員の幅
を持たせた方がよいのではないか。

公的施設としてのグループホームを世田谷区が先
駆となって整備してもらいたい。

80歳以上で介護などのサービスを利用しない元気
な高齢者がそれなりの恩恵を受けられるようにす
るなど、高齢者自身が生きることを考えるシステ
ムづくりをする事業所を整備すべきである。

ごく少数の人だけが長期間利用できるということ
ではなく、より多くの区民が公平に利用できる施
設としてもらいたい。

より多くの区民が利用できるよう、地下利用によ
り延べ床面積を増やすことは可能ではないか。

「認知症になっても、障害があっても、住みなれ
た地域の中で暮らしていきたい」という願いを実
現するには定員が少なすぎる。一部の区民しか利
用できない施設とならないよう、利用希望者数を
把握し、その何％が利用できるのか明示した上
で、各定員を増やす工夫を求める。

現在の総合福祉センター機能に含まれている児童
発達支援は、区が責任を持って整備してほしい。
障害があるかもしれないという段階で、受け入れ
ることのできない親には、障害者支援施設の中に
ある児童発達支援は利用しづらいように思う。区
の乳幼児健診や発達障害相談・療育センター“げ
んき”との連携も必要となるので、区内でただ1
つの拠点としては、区立で中核的な機能を果たせ
る施設であってほしい。

梅ヶ丘拠点は、区民の住み慣れた地域での生活を支え
る拠点として、在宅支援型、通過型の施設を整備する
こととしています。また、この拠点での取組み成果を
常に発信し、身近な地域でのサービス向上に反映でき
るよう努めます。
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1
利用者が災害時に、より安全に避難等の行動ができる
よう、施設配置等について検討していきます。

1

梅ヶ丘拠点における介護老人保健施設と障害者入所施
設は、区と事業者が二次避難所の協定を締結し、一次
避難所での生活が困難な高齢者や障害者を受け入れる
こととなります。医療的ケアが必要な方の受け入れに
ついても検討していきます。なお、二次避難所として
の設備は事業者が整備し、二次避難所での生活に必要
な物資については区が用意します。

○　施設整備計画・運営計画（その他）
件数 区の考え方

1

区は、産後の育児不安の解消や児童虐待の予防を目的
として、平成19年３月に産後ケアセンター桜新町を開
設しました。育児の不安を抱えている家庭に早期に支
援することはたいへん重要であり、産後ケアの必要な
方が適切に利用できるよう検討を進めるとともに、ヘ
ルパー派遣や子育て講座なども含め、育児支援に取り
組んでいきたいと考えています。

1

今回の素案には、子ども・子育て支援に関わる施設の
整備について盛り込んでいませんが、子どもや子育て
家庭への支援は、現在策定中の基本構想・基本計画に
も位置づけており、国の進める子ども・子育て支援新
制度（平成27年４月実施予定）の内容も踏まえて、今
後も取り組んでいきます。

1

現在区では、25の児童館での子育て広場事業、５か所
の子育てステーション及び総合支所の子ども家庭支援
センター等で、子育ての相談支援、親子の集いの場等
の事業を実施しています。また、区内のＮＰＯ法人等
と連携して、身近な場所での広場事業や相談のできる
場づくりに取り組んでいきます。

1

情緒面で配慮の必要な児童・生徒にかかる教育環境の
整備については、今後とも、現在設置の特別支援学級
へ入級する児童・生徒の状況、地域バランス、既設学
級の規模等を考慮しながら、計画的に対応していきま
す。

1

ショートステイや病児・病後児保育事業は、子育て家
庭を支える事業として欠かせないサービスと認識して
おり、在宅子育て支援の充実の観点から今後の運営に
ついて検討していきます。

2

小児精神医療等専門性の高い医療は東京都の役割であ
り、区では保健・福祉の事業として、総合支所の健康
づくり課や保健所で、子どもや思春期、成人、ご家族
の相談や、精神障害者の生活指導等を行っています。
区の保健福祉事業と、医療機関の連携は欠かせないも
のであり、拠点整備においても連携は重要なポイント
であると考えています。
拠点ではこころの健康づくり機能について、医療機関
との連携の方策を含め、十分に検討していきます。

災害時における民間棟の利用者の避難行動を考え
た場合、民間棟の７～８階建てという階層の設定
は、合理的ではないのではないか。

母子保健院や国立小児病院に続き、梅ヶ丘病院も
なくなり、子どもを持つ家庭はとても困ってい
る。これらの病院の機能を備えた施設を整備して
もらいたい。
また、糖尿病や認知症などの子どもの病気（特に
難病）や精神疾患にも対応できる病院の設置を望
む。

民間棟の提案事業の中に、子育てのためのショー
トステイを含めた病児・病後児保育機能を入れて
もらいたい。

医療的なケアを必要とする人にも対応できる二次
避難所として、設備や物品を整備してほしい。

小学生・中学生の情緒障害学校をつくる。通級で
はなく、毎日通うことのできる学級。毎日通いた
い子、通級が足りていない状況があると思われる
ので、フリースクール（ほっとスクール）とは別
のフリースクールをつくってほしい。

世田谷の発展のためには、将来を担う子どもの育
成が不可欠である。今回の素案では高齢者や障害
者への支援が中心で、子どもたちへの支援が弱い
と考える。
そのため、保育施設や児童館、その他子育て支援
のための施設・機能の計画への追記をお願いした
い。

意見の概要

区内２か所目の産後ケアセンターを整備してもら
いたい。兄、姉と一緒に宿泊ができるようにする
など、複数児のいる家庭の育児の助けになるとよ
い。

区複合棟には児童館機能を併せ持った子育て支援
センターを整備してもらいたい。
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1

医療の提供については、医療法において、地方公共団
体は、都道府県が医療提供体制の確保を図るため作成
している医療計画の達成を推進するため、病院・診療
所の不足している地域で必要な措置を講ずるものと
なっています。現在、区では、休日・夜間の初期救急
診療所や、通常の歯科医療機関で治療などが受けられ
ない障害者への歯科診療等の医療提供を行っていま
す。区では、この医療法の規定に基づき対応していく
考えです。

1

区では、平成16年度から各出張所、各まちづくりセン
ターなど32か所に住民票の写し等を交付できる『証明
書自動交付機』を設置しています。設置場所について
は、区民の利便性の向上のほか、設置環境の安全対策
や設置コスト等、多面的な視点から検討を進めた結
果、32か所に設置することに決定し、現在に至ってい
ます。
証明書自動交付機の増設の計画はありませんが、ご意
見として受け止め、更なるサービスの向上に取り組ん
でいきます。

1

障害の認定は、法律によって都道府県が設置する更生
相談所が行うことになっています。東京都の更生相談
所は東京都心身障害者福祉センターが担当していま
す。

1

老人休養ホーム「ふじみ荘」は、全区的な施設として
設置、運営しています。区内各所から無料送迎バスも
運行していますので、ぜひ、ご利用ください。
また、平成25年４月にオープンした「せたがや　がや
がや館」では、高齢者の方々が友達と一緒に、カラオ
ケや健康麻雀、囲碁、将棋を楽しむことができますの
で、こちらもあわせてご利用ください。
梅ヶ丘拠点においては、障害の有無や世代を超えた交
流を創造していくため、区民の憩いの場としての環境
（防災・交流広場、オープンカフェ等）の整備を検討
しています。

1
高齢者が自らの意思を表明するシステムについては、
今後の参考とさせていただきます。

1

梅ヶ丘病院跡地利用に関する調査・研究等を進める中
で、当初は跡地全体を取得することを前提に、図書館
の移転等を含めた整備の検討を行っていましたが、平
成24年11月の「梅ヶ丘病院跡地利用基本構想・調整プ
ラン」においては取得面積が約３分の２となり、機
能・施設等については本整備プラン（素案）に示すと
おりとなっています。
梅ヶ丘拠点には主に会議用途としてのホールや会議室
などの整備は検討していますが、コンサートなどを行
う音楽専用のホールの設置は想定していません。

住民票等の自動交付機を設置してもらいたい。

障害認定所を設置してほしい。

上用賀にある老人休養ホーム「ふじみ荘」のよう
に食堂やお風呂があり、高齢者が楽しめる施設の
整備をお願いしたい。

高齢者は今後ますます増えていく。できるだけ早
く、リビングウィルを65歳で表明するシステムを
つくるべきだと思う。認知症になった時や自分で
通院ができなくなった時は透析を行わないなど、
各自がはっきり表明すべきであり、リビングウィ
ルの仕組み等を周知、推進する事業所を整備して
もらいたい。

音楽ホールを整備してほしい。
世田谷区には、区立の美術館、文学館、劇場はあ
るが、コンサートホールはない。音楽界の情報を
掲載するフリーペーパーを置く施設もなく、人口
80万人の都市の姿としては残念に感じる。

レーシックに代表される、視力回復のための手術
を行えるレーザ屈折矯正センターの設置をお願い
したい。
可能な限り近視の状態を軽減する必要性は、東日
本大震災で、メガネやコンタクトレンズが流され
たことにより生死にかかわる状況が生じたことか
らも明らかである。
災害対策あるいは納税者の視力回復に投資する計
画として検討してもらいたい。
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1

梅ヶ丘拠点では、区民の健康づくりの拠点として、保
健センターの移転・拡充を図ることとしています。そ
の運営にあたっては、必要な体制を整備することとな
ると考えています。

○　全体調整の考え方
件数 区の考え方

1

2

1

梅ヶ丘拠点では、地域交流ネットワーク機能におい
て、町会・自治会や商店街、関係団体等とのイベント
の企画・開催などを例示としてあげているように、多
様な交流の創造を図るため、多くの方が訪れる開かれ
た場づくりを目指しています。
整備プランでは、この拠点整備が地域の活性化につな
げられるよう、梅ヶ丘拠点へのアプローチや地域交流
の仕掛け等について検討していきます。

4

本整備プラン（素案）では、地域交流ネットワーク機
能として、障害者が従事する喫茶・飲食スペース
（オープンカフェ）の設置を例示として挙げていま
す。
エントランスホールや防災・交流広場のしつらえや活
用方法、喫茶・飲食スペースの運営方法等について
は、今後検討していきます。

1

1

世田谷区在住の在職者20～60歳代を対象とし、職
業を問わず自由に情報交換できる場として、サラ
リーマンビレッジの創設を提案する。
新しい仕事の発見や起業の機会の創造、仕事を
キーワードにした生き方を見つめる場、就業に関
する行政サービスの提供や各種相談対応等を、試
行期間を経て本格的に実施してはどうか。

地域コミュニティとの連携を前提とした人材育成
拠点としての「ソーシャルビジネスワークスペー
ス」の設立を提案する。
高齢者のために使われるお金の何割かでも、若者
の自主性や才能を引き出すことに振り分けられれ
ば、社会を活性化させることができる。梅ヶ丘拠
点には公営の起業支援施設を整備し、高齢者から
子ども、社会人、学生が集い、日常的にディス
カッションできる場としてもらいたい。

意見の概要

施設を利用する高齢者や障害者だけではなく、一
般の区民が集い、交流が生まれるよう、簡単なス
ポーツ施設やギャラリー、音楽練習場、催し物会
場等の併設を検討してはどうか。

整備プランにおいては、地域の商店街の活性化に
つながるような位置づけとともに、明大前駅や東
松原駅からの徒歩利用者のアプローチを含めるべ
きではないか。

建物の１階やオープンスペースを活用し、区民の
憩いやコミュニケーションの場としてレストラン
やオープンカフェ、花屋などがあるとよい。有名
店を誘致した上で、障害者の就労の場としてはど
うか。

医療費の削減のためにも訓練の場を整備するとと
もに、十分な人員配置をお願いしたい。

梅ヶ丘拠点の整備にあたっては、世代や障害の有無を
超えた多様な交流を創出し、地域交流のモデルを構築
していくことを基本的な考え方の１つに掲げていま
す。様々な年代や立場の区民、町会、自治会、商店
街、地域活動団体などが相互に交流していくことによ
り生まれる効果は、保健医療福祉人材の発掘や地域に
おける新たな支えあい活動などに発展していくことが
期待されます。
具体的な交流の仕組みづくりについては、今後検討を
進めていきます。

世代や障害の有無を超えた交流の場としての視点
が重要である。
緑のせせらぎでのホタル飼育や広場での野鳥観
察、有名レストランの誘致とそこでの障害者の就
労、障害者施設の自主生産品の販売、障害者と健
常者のアート作品展示等、各機能・施設を橋渡し
する仕掛け・仕組みが整備プランに描かれると、
梅ヶ丘拠点の質の深化につながると思う。

梅ヶ丘拠点の整備にあたっては、世代や障害の有無を
超えた多様な交流を創出し、地域交流のモデルを構築
していくことを基本的な考え方の１つに掲げていま
す。具体的な交流の仕組みづくりについては、今後検
討を進めます。
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1

梅ヶ丘拠点においては、オープンスペースを区民の憩
いの場としても整備するなど、世代や障害の有無等を
超えた多様な交流が創出されるような環境づくりを目
指します。
なお、高齢者も子どもも利用できる施設として、「せ
たがや　がやがや館」を平成25年４月に池尻２丁目に
整備しました。こちらの施設において、今後、多世代
交流ができるイベント等を拡充していきます。

3

梅ヶ丘駅周辺地区は保健医療福祉施設が集積し、やさ
しいまちづくりを推進するなど区の福祉のまちづくり
の象徴的な場所であり、梅ヶ丘拠点の整備にあたって
は、こうした施設や地域活動との多様な交流の創出に
より、新たな地域交流のモデルの構築と全区への波及
を目指しています。具体的な交流の仕組みや展開手法
については、今後検討していきます。

1

梅ヶ丘拠点の整備にあたっては、世代や障害の有無を
超えた多様な交流を創出し、地域交流のモデルを構築
していくことを基本的な考え方の１つに掲げていま
す。施設利用者の社会参加を含めた具体的な交流の仕
組みづくりについては、今後検討を進めていきます。

1

梅ヶ丘拠点の主な機能の１つに「健康を守り、創造す
る機能」があり、保健センター機能の移転・拡充によ
る区民の健康増進・健康づくりの普及啓発のための事
業を展開する予定です。
また、地域交流等を通じたイベントの企画・実施も視
野に入れており、ご提案の事業についても参考に、
様々なサービス提供や情報発信等につなげていけるも
のと考えます。

○　事業手法
件数 区の考え方

1

梅ヶ丘拠点で整備を予定する施設のうち、障害者支援
施設については、法令によりその主体は国、地方自治
体以外は原則として社会福祉法人に限定されていま
す。このため、高齢者支援施設を含めた民間棟の事業
者は、社会福祉法人もしくは社会福祉法人を代表とす
るグループを想定しているところです。

○　事業者選定の考え方
件数 区の考え方

1

事業者選定にあたっては、身体障害、知的障害及び精
神障害等の全ての障害に対応可能な相談支援体制を確
保できるかどうかを重要な視点のひとつとして勘案し
選定していきたいと考えています。

民間棟の事業者については、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なってい
るが、理念と経営的基盤が確立された事業者であ
れば、株式会社やＮＰＯ法人であってもいいので
はないか。公募の門戸は開いてほしい。
同じ土俵で仕事をしていても、社会福祉法人は免
税となり、株式会社やＮＰＯ法人は課税されるの
は不公平である。社会福祉法人がそのような恩恵
に見合った経営努力やリスクを負っているとは思
えない。

豪徳寺にある厚生会館のように、元気な高齢者や
子どもが集い、交流のできる施設が必要と思われ
る。

周辺の福祉施設や学校などとの連携を図ってほし
い。
また、区内全域の医療機関や福祉施設等の関係機
関との連携を推進し、支援することにより、保健
医療福祉の向上に寄与するものとなってほしい。
全体調整の考え方における拠点運営機能と地域交
流ネットワーク機能をどのように展開していくの
か、区民意見を取り入れ具体化する仕組みを早急
に整備する必要がある。

中途障害者が、リハビリ等を通じ社会に復帰して
いけるような拠点となってもらいたい。福祉や医
療の分野にとどまらず、教育などの他の分野を絡
めれば、社会とつながりをもてる機会は増えてい
く。そのためにも、拠点内には子どもが遊んだ
り、パフォーマンスをしたり、映画や音楽を楽し
めるスペースを設置し、施設の利用者が社会と交
流できる環境を整備してほしい。

落語や漫才、コントなどの演芸を取り入れ、笑う
ことによる健康法を実践できる場として「笑って
ハッピーサロン」の実施を提案する。

意見の概要

基幹相談とは別に、相談支援事業所として指定一
般と指定特定が入ることになっている。現在の障
害者地域相談支援センターのように、３障害対応
ができない法人、例えば精神だけ専門の相談事業
所が地域の相談センターにならないようにしても
らいたい。

意見の概要
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6

梅ヶ丘拠点は、区の将来を展望し、区民の在宅生活を
支えるため、保健医療福祉の全区的な拠点として整備
するものです。この目的が十分に達成できるよう、民
間棟の整備・運営においては、将来的な社会状況や区
民ニーズの変化に柔軟に対応できるとともに、万全な
経営基盤のもと中長期にわたり安定したサービス提供
と、サービスの質の確保・向上など十分に担保し得る
事業者の選定に努めます。また、長期にわたる事業の
モニタリングの仕組みについても検討していきます。

4

民間棟の整備・運営においては、万全な経営基盤のも
と中長期にわたり安定したサービス提供が可能な事業
者の選定を目指しています。また、高齢者支援と障害
者支援の両方の機能を併せ持つことから、運営法人は
1つの法人であることに限定せず、社会福祉法人を代
表とするグループの参入も可能としています。
事業者の公募に際しては、梅ヶ丘拠点が目指すものに
ついて十分な理解が得られるよう事業実施方針の公表
や対話等を通じ、より多くの法人、グループの参入促
進を図りたいと考えています。

○　事業経費
件数 区の考え方

4

2

1

1

1

民間事業者の費用負担について明確にされていな
い。
梅ヶ丘拠点の整備にあたっては、区と民間事業者
が事業費負担について協議し、明確にした上で区
民に情報を開示すべき。

財政負担を軽減させるためにも、区が運営する機
能・施設を縮小して、民営化を推進する方向で考
えるべき。

施設の維持管理に多くの資金を投じることのない
ようにしてもらいたい。

意見の概要

民間事業者による民間棟の運営を50年間としてい
るのは長すぎると思う。人口やニーズの変化もあ
るため、状況に応じた機能の転換も可能とすべき
ではないのか。
また、経営不振等による撤退や解散が生じ、区民
が不利益を被ることがないよう、世田谷区が行政
として責任を持って管理、運営に関わってもらい
たい。

民間棟の事業者選定には慎重を期してもらいた
い。
児童発達支援事業や放課後等デイサービス、障害
児相談支援は、高齢福祉専門の事業者に対応でき
るとは思えない。医療的なケアを必要とする方や
行動障害のある方への支援には、高度な専門性が
必要となる。障害者と高齢者両方の専門性を持
ち、区内のサービスに精通した事業者を選定して
もらいたい。

トータルコストを縮減し、後年度負担を極力低減
するとはいっても、今後の高齢化社会や財政状況
を勘案すれば、起債してまで整備することには賛
成できない。民間事業者に50年間もの定期借地権
を与えることも納得し難い。巨額な事業経費が区
の財政状況として許容できるものなのかの説明も
ない。土地は東京都からの借地とするなど見直し
が必要ではないか。

梅ヶ丘拠点整備において、起債はやむを得ないと
しても、小中学校の再編等により遊休資産を捻
出、売却することによって整備費用を確保し、財
政負担の軽減を図ってはどうか。

梅ヶ丘拠点整備については、昨年「梅ヶ丘病院跡地利
用基本構想・調整プラン」を策定する中で、東京都の
意向も確認する一方、公民の適切な役割分担と連携に
よる事業実施を前提に区の財政計画との整合も見通し
た上で、跡地の一部取得と事業化を決定したもので
す。拠点の整備にあたっては、今後も引き続き創意工
夫を図りながら、維持管理経費を含めたトータルコス
トの縮減を念頭に検討を進めます。

18



○　その他
件数 区の考え方

1

梅ヶ丘病院の跡地の活用方法については、梅ヶ丘病院
跡地利用基本構想（平成23年３月策定）において、そ
の方向性をお示しし、平成24年11月には同基本構想の
検証と具体化を図った同基本構想・調整プランを策定
し、保健医療福祉サービスの全区的拠点を整備するこ
とが決定しています。
区役所本庁舎の整備については、現在、区として別途
検討しているところです。

1

区では保健医療福祉サービスの中長期的なあり方につ
いて調査研究を行っており、「梅ヶ丘病院跡地利用基
本構想」及び「同基本構想・調整プラン」を策定する
中で、保健医療福祉サービスの拠点として求められる
役割や機能・施設について検討を進めてきました。本
整備プランの検討においては、世田谷区基本計画をは
じめ世田谷区地域保健医療福祉総合計画など関係する
各種計画等との整合を図りながら作成を進めます。

2
一般的に普及し、理解されているわかりやすい表現に
努めます。

区の基本計画を作成中にもかかわらず、なぜこの
梅ヶ丘拠点整備を進めようとするのか。梅ヶ丘拠
点の整備は基本計画の中で検討されるべきもので
あり、同計画策定前に進めるべきものではない。

ピロティーやユニバーサルデザインなどのカタカ
ナ用語について、日本語または具体的でわかりや
すい表現を用いてもらいたい。

周辺部分も買収した上で区役所本庁舎を移転し、
防災機能や福祉施設のほか、民間用物件等をあわ
せて高層ビルとして整備する。費用は、現在の区
役所庁舎の土地の売却と、民間の入居費用により
回収する。

意見の概要
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