
梅ヶ丘拠点整備事業

保健医療福祉サービスの

全区的な拠点施設整備に関する説明会

平成27年7月
世田谷区
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梅ヶ丘拠点整備事業

区複合棟 (基盤整備を含む) 建設計画案
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■ はじめに

世田谷区では、「住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできる社会の実現」を

目指しています。

こうした中、都立梅ヶ丘病院跡地に地域でのサービスを支える全区的な保健医療福祉

の拠点として施設を整備します。

全区的な保健医療福祉の拠点に求められる大きな役割

・身近な地域のサービスを
バックアップ・補完する機能

・今後の取組みをリードしていく

先駆的機能



4

■ 基本的な考え方

１．全区的な保健医療福祉の拠点づくり

２．地域環境との共生

３．多様な交流の創造

４．公民連携による事業実施

拠点の役割として次の４つの機能を整備する。

①相談支援・人材育成機能

②健康を守り、創造する機能

③高齢者等の在宅復帰・在宅療養支援機能

④障害者の地域生活への移行・継続支援機能

・やさしいまちづくり、みどり、環境負荷低減

・地域の防災性・安全性の向上

・景観形成

・防災拠点としての整備

世代や障害の有無等を超えた多様な交流を創出し

て、相互理解を醸成し、全区に発信していく。

・施設利用者の社会参加

・多様な目的を持つ利用者の交流

・多世代交流

・周辺地域との交流 等

区と民間事業者の連携・協力により、「効果的な

施設整備」「サービス水準の維持向上」を図る。

・区複合棟 健康づくり等に係る施設

・民間施設棟 高齢者・障害者支援施設



平成２３年３月 梅ヶ丘病院跡地利用基本構想

平成２４年１１月 梅ヶ丘病院跡地利用基本構想調整プラン

平成２５年１２月 梅ヶ丘拠点整備プラン

平成２６年１０月～ 基盤整備および区複合棟基本設計着手
（㈱ 佐藤総合計画）

平成２７年３月 民間施設棟事業者決定
（南東北グループ）
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■ 経過

■ 今後の予定

平成２７年１１月 基盤整備および区複合棟基本設計終了

平成２７年１２月～２９年３月 基盤整備および区複合棟実施設計

平成２８年２月頃 整備計画説明会予定

平成２９年度～３０年度 民間施設棟の工事（平成３１年４月開設予定）

平成２９年度～３１年度 基盤整備および区複合棟の工事

※区複合棟の具体的な工期及び開設時期については検討中
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■ 敷地概要

[所 在 地 ] ：世田谷区松原6-37

[開発面積]：約17,162㎡

※平成26年測量図より

■ 敷地条件

[用途地域] ：第一種住居地域

[容積率]：２００％

[建ぺい率]：６０％

[高度地区]：45ｍ第２種高度地区

[日影規制]：４ｈ－2.5ｈ－４ｍ
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■ 周辺及び敷地状況

・周辺状況

西側
・住宅地に面した現況幅員約３.６ｍの道路。

南側
・路線バスが通る幅員約11ｍの道路。

東側
・都立光明特別支援学校に面した幅員約６ｍ

の道路。

撮影位置図

①敷地南西角 ②敷地南東角

１
２
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■ 周辺及び敷地状況

・敷地状況

道路境界部
・敷地道路と敷地では最大1.72ｍの高低差があ

り、歩道際に擁壁が設けられている。
・擁壁に近接して敷地内に高木が立ち並んでい

る。
敷地地盤状況

・水はけが悪く、悪天候後には、大きな水たま
りができる。

敷地北側
・２ｍ程度の盛土が形成されている。

敷地西側と北側の隣地境界部
・敷地内と隣地では、0.5～4.5ｍ程度の高低差

がある。
・境界沿いに樹木が立ち並んでいる。 撮影位置図

③ ④

３

６

⑤ ⑥

４

５



9

■ 配置計画

①敷地の周囲にある既存樹木(高木)はできる限
り残し、緑豊かな景観の保全に努める。

②駐輪場は利用者数に応じた台数を確保すると
ともに、利便性と景観に配慮した配置検討を
行う。

③北側及び西側は住宅に隣接するため、上層部
をセットバックすることで充分な離隔距離を
確保するとともに、植栽、窓の配置等に配慮
する。

④配置上赤堤通りに近接して配置するので、１
階の一部をピロティ（２階の階下を屋外的に
利用）とすることにより、歩行者目線での奥
行きを確保し、可能な限り圧迫感を与えない
計画とする。また、上層部もセットバックす
ることで壁面の面積を少なくし、圧迫感を軽
減する計画とする。

⑤日影など現行法規（日影等）に適応させると
ともに、北側に対して空地を設け、緑化等を
計画することにより、周辺への圧迫感や日影
等の影響を抑え、住環境の向上に寄与する計
画とする。

⑥赤堤通りからの景観に配慮し、南側は道路か
ら10ｍ以上壁面後退することで、街並みとし
て可能な限り圧迫感を与えない配置とする。

⑦敷地との高低差を利用して、隣地との視線の
見合い、周辺への圧迫感の少ない１階に広い
床面積を確保する。
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■ 土地利用計画と区複合棟・民間施設棟の関係

梅ヶ丘拠点整備計画地の東側道路
と西側道路拡幅、公園の整備を区
が行います。
残りの計画地の東側約7,500㎡を民
間施設棟敷地とし、民間事業者が
整備・運営します。
西側約8,700㎡を区複合棟敷地とし、
区が整備・運営します。
道路側及び民間施設棟敷地と区複
合棟敷地の間には塀などは設けず、
開かれた空間とします。
遊びの場、情報の場、交流の場、憩
いの場をつなぐ歩道状空地を一体
的に整備し、誰もが気軽に立ち寄れ
る自由な雰囲気がある計画とします。
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■ 土地利用計画と断面構成・形状の関係について

「多様な交流の創造」を目指し、区複合棟では広場とのつながりを建物内部にも連続してつくりだします。
建物の東側には「交流の場」に面して交流を促進する機能を配置し、「情報の場」を建物内に引き込み上階へと導
くことで施設全体に「情報の場」と「交流の場」の結節点をつくり、多様な交流を促進します。
隣接する北側及び西側の住宅や広場、歩道状空地に対する圧迫感の軽減を図るために、建物の全方向をセット
バックさせることで離隔距離を確保します。
１階を地域交流や情報発信の場として、民間施設棟や羽根木公園を含めた周辺の施設との連携を図りやすい構
成とします。

南北断面
イメージ

東西断面
イメージ
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■ 計画にあたっての配慮事項

(１) 建物配置計画

(２) 動線計画

(３) 緑化計画

①歩行者動線

②車両動線

③駐車場動線

④回遊動線

(４) 公園、防災・交流広場等

(５) 災害時対応

(６) ユニバーサルデザイン

(７) 防犯

(８) その他

①都立光明特別支援学校改築計画との

調整

②交通アクセス、道路環境改善
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■ 区複合棟の施設整備計画

・施設規模

・施設概要

①延床面積

16,000 ㎡程度とします。

②階数

地下１階・地上４階・一部地上５階建て程度とします。

○保健センター

○初期救急診療所・薬局

○認知症在宅生活サポートセンター

○福祉人材育成・研修センター

○世田谷区医療救護本部

○エントランスホール（オープンカフェ・展示コーナー等を含む）

○世田谷区医師会立看護高等専修学校

○その他（管理事務室・機械室・ピロティ・駐車場等）
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■ 平面計画

①初期救急診療所・薬局エリア
夜間・休日時の対応として、緊急性を要する機能

である。そのため、赤堤通りやロータリー
、地下駐車場からのアクセス性を考慮し、南西角
部に集約配置する。

②ピロティ、エントランスホール、カフェ
情報の場及び交流の場を連続してつなげるス

ペースとして、南東角部に配置する。南面１階は
セットバックし充分なピロティスペースを確保する。

③福祉人材育成・研修センター
主要機能であるホール、研修室など多目的に利

用可能な諸室を有しており、交流機能を支えるス
ペースであるため、１階にまとめて配置する。また、
災害時における主要機能としてホールが転用され
る災害薬事センターなどへのアクセスを考慮する。

④認知症在宅生活サポートセンター
福祉人材育成・研修センターの諸室を一部利用

することとしている点、さらに、事業間の連携が必
要な点から福祉人材育成・研修センターと隣接して
1階に配置する。

⑤保健センター
建物想定配置から必要面積を2層に分けて設置す

る必要性があるため、２・３階を主要な階として集約
配置する。朝の受付など混雑が想定されるため、集
約配置と独立した受付空間を設ける必要性がある。
区民活動団体等の活動を支援するための会議室を
開放性の高い広場側に配置し、快適な内部空間と
なるよう計画する。

⑥世田谷区医師会立看護高等専修学校
４階に設置する。看護学校は独立した動線が

必須のため、専用のエレベーター・階段が必要とな
る。そのため、全体の動線、配置を考慮し、南西側
に専用動線となるコアを設置する。

４階の機能配置では、主要諸室を充分な採光の
取れる東側に教室関係を配置し、西・北面は、住宅
地へ配慮を行いながら採光を確保する。

⑦駐車場・備蓄倉庫
駐車場及び備蓄倉庫は地下１階に配置する。備

蓄倉庫には主に災害時対応の物資を収納する。

⑧災害時対応機能
災害時については、医療救護活動拠点とし、「世

田谷区医療救護本部」として施設の一部が転用活
用される。災害時の連携を高めるために１階を中心
として集約配置を行う。
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■ １階イメージ

ゾーニング検討を踏まえた具体的なイメージをまとめる。「交流の場」に飛び出したエントランスホールや内外
の境界を曖昧にする設え、それぞれの機能が隣接し共存する空間などによって、内外の活動や機能が、互い
に誘発され、「情報の場」と「交流の場」が交わる。
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「情報の場」と「交流の場」の結節点
にエントランスホールを配置し多様
な交流を生み出すと同時に、内部に
引き込んだ「情報の場」に「交流の
場」からの動線を確保することで内
部にも結節点をつくり、新たな回遊
性と情報の出会いのきっかけをつく
り出します。

■ 区複合棟の機能配置の関係について（配置・１階平面イメージ）

１階
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■ 区複合棟の機能配置の関係について（２，３階平面イメージ）

・目的性、専門性が高い保健センターは集約配置し、受診者やスタッフの利便性に配慮します。
・保健センターは２層への階をまたいだ配置とします。
・主に２階に健康増進・健康普及啓発を担う開放性が高い機能や総合窓口となる事務エリアを配置し、3階に
専門的検(健)診を行う機能を配置します。
・検査室等の静的な諸室は落ち着きのある北西側に配置し、運動室等の動的な諸室は開放的な広場側に配
置します。

２階 ３階
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■ 区複合棟の機能配置について（４，５階・地下１階平面イメージ）

4階
世田谷区医師会立看護高等専修学校
・事務室、教務室等は落ち着きのあ

る西側に配置し、教室や会議多目
的室等は広場や赤堤通り側に配置
します。

5階
機械室・機械置場
・近隣住宅地からの離隔距離を

確保し、周辺環境への圧迫感
の低減や日照に配慮します。

・屋上緑化や太陽光パネルの設
置を検討し、省エネルギー、
環境負荷の低減を図ります。

地下1階
・駐車場は、条例に基づいた付

置義務台数を満たすとともに、
運用等に応じた駐車台数を確
保します。

・備蓄倉庫は、災害時対応の物
資を保管するため、搬出入を
円滑に行えるように駐車場に
隣接して配置します。

４階 ５階 地下１階
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■ 梅ヶ丘の公共施設をつなぐ緑のネットワーク
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■ 赤堤通りの斜面緑地復元イメージ

歩行者に圧迫感を与え、古くなった擁
壁が歩道に接する現況を改善し、道
路に沿って歩道状空地を整備し開放
的な外部空間を創出します。
緩やかな斜面で赤堤通りと計画地を
つなぐ緑地や散策路を検討します。

赤堤通り側断面イメージ図歩行者に圧迫感を与える擁壁
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■ 免震構造の導入に関する検討
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■ 地球環境への配慮（今後検討事項）

環境断面イメージ

・台形状により自然の恵みを活かす ・創エネ、省エネ技術がBCPを支える・３つの効果の相乗作用で
先導的エコ環境の実現

※ＢＣＰ 災害時における事業継続性


