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民間施設棟 基本設計等の概要 

 

 

 

南東北グループ 



[ 所  在  地 ] 世田谷区松原６—３７ 
[ 敷地面積 ] 7,500.58㎡ 

■民間施設棟 
階数：地上８階 
建築面積：2,560㎡ 
延床面積：15,000㎡ 

PH階：      28.0㎡ 
８  階：1,442.0㎡ 
７  階：1,442.0㎡ 
６  階：1,442.0㎡ 
５  階：1,442.0㎡ 
４  階：2,062.0㎡ 
３  階：2,384.0㎡ 
２  階：2,304.0㎡ 
１  階：2,454.0㎡ 

■各階面積 



階 層 機  能 

８階 介護老人保健施設、管理部門 

７階 介護老人保健施設 

６階 介護老人保健施設 

５階 施設入所支援（障害者）、短期入所（障害者） 

４階 施設入所支援（障害者）、短期入所（障害児） 

３階 回復期リハビリテーション病棟（予定） 

２階 生活介護・自立訓練、児童発達支援・放課後等デイサービス 

１階 

管理部門、訪問・相談支援事業所（高齢・障害）、 
地域交流スペース（高齢・障害）、 
療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、 
回復期リハビリテーション病棟（予定）の外来 

民間施設棟 機能配置の関係について 



民間施設棟 基本設計 配置図 



民間施設棟 平面図 ① 



民間施設棟 平面図 ② 



民間施設棟 平面図 ③ 



民間施設棟 立面図 

南側立面図 

東側立面図 



高齢者サービス 

施設・機能 概要 

介護老人保健施設（在宅強化型） 
（短期入所療養介護を含む。） 

○定員100名（ユニット型） 
（一般療養棟 定員60名） 
（認知症専門棟 定員40名） 
 短期入所療養介護は空室利用で20名程度 
○対象者 介護保険 要介護1～5 
○サービス内容 
 入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提  
 供し、家庭への復帰を目指す。 

通所リハビリテーション 

○定員80名 
（短時間サービス 定員60名） 
（長時間サービス 定員20名） 
○対象者 介護保険 要支援1～要介護5 
○サービス内容 
 介護老人保健施設等において、日帰りでリハビリを行い、 
 利用者の心身機能の維持回復を図る。 
○サービス提供時間  
（短時間サービス）平日・土曜 ①9時～12時15分  
                    ②13時30分～16時45分 
（長時間サービス）平日・土曜 10時～16時15分 



施設・機能 概要 

認知症対応型通所介護 

○定員12名 
○対象者 介護保険 要支援1～要介護5  
       原則世田谷区民で認知症の方 
○サービス内容 
 認知症の利用者に対し、日帰りで入浴、排せつ、食事等の 
 介護や生活等に関する相談、健康状態の確認、機能訓練 
 等を行う。 
○サービス提供時間 平日・土曜 10時～17時15分 

療養通所介護 

○定員9名 
○対象者 難病等を有する重度要介護者及びがん末期患者等 
○サービス内容 
 常に看護師による観察を必要とする利用者を対象にした 
 サービスで、施設では、食事や入浴などの日常生活上の 
 支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上 
 サービスなどを日帰りで提供する。 
○サービス提供時間 平日・土曜 10時～16時15分 

高齢者サービス 



施設・機能 概要 

訪問介護 

○定員30名／日 
○対象者 介護保険 要介護1～要介護5 
○サービス内容 
 訪問介護員が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、 
 食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行う。 
○サービス提供時間 平日・土曜 9時～17時  

訪問看護 

○定員30名／日 
○対象者 介護保険 要支援1～要介護5、医療保険対応 
○サービス内容  
 医師の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問 
 し、 健康チェック、療養上の世話または必要な診療の 
 補助を行う。 
○サービス提供時間 平日・土曜 9時～17時  
              （緊急連絡受付あり） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

○定員30名／日 
○対象者 介護保険 要介護1～要介護5 
○サービス内容 
 日中、夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的また 
 は密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行う。 
○サービス提供時間 平日・土曜・日曜・祝日 24時間営業 

高齢者サービス 



施設・機能 概要 

訪問リハビリテーション 

○定員30名／日 
○対象者 介護保険 要支援1～要介護5 
○サービス内容 
 医師の指示に基づきリハビリ専門職が利用者の居宅を 
 訪問し、利用者の心身機能の維持回復および日常生活の 
 自立を助けるために必要なリハビリテーションを行う。 
○サービス提供時間 平日・土曜 9時～17時 

居宅介護支援 

○定員117名／日 
○対象者 介護保険 要介護1～要介護5 
○サービス内容 
 介護を必要とする方が、自宅で適切にサービスを利用でき 
 るように、ケアマネージャーが希望等にそってケアプランを 
 作成し、様々な介護サービスの連絡・調整等を行う。 
○サービス提供時間 平日・土曜 9時～17時 

地域交流スペース 

災害時には、二次避難所として要援護者30名程度を収容 
○サービス内容 
世代や障害の有無を超えた多様な人々が交流できる場 

（各種教室の開催、地域団体への貸し出し、保育園や学校と
の合同イベント開催等） 
○開設時間 月～日曜、祝日 9時～21時 

高齢者サービス 



施設・機能 概要 

回復期リハビリテーション病棟 
        （予定） 

○ベッド数 92床 
○対象者 脳血管疾患または大腿部頚部骨折、肺炎や外科 
       手術の治療時の安静による廃用症候群などの患者 
○入院期間 
  疾病によって入院期間が定められる（最大180日） 
○サービス内容 
 ＡＤＬ（日常生活動作）能力の向上による寝たきりの防止と、 
 家庭復帰を目的としたリハビリテーションプログラムを専門職 
 が共同して作成し、これに基づくリハビリテーションを集中的 
 に行う。 

高齢者サービス 



施設・機能 概要 

障害者支援施設 

施設入所支援 
（地域生活支援型） 

○定員60名 
○サービス内容 

 施設に入所する障害のある方に対し、地域での 
 自立生活を支援するため、主に夜間において 
 入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する 
 相談及び助言等の日常生活上の支援を行う。  

生活介護 

○定員60名（うち10名本施設外通所） 
○サービス内容 

 常時支援を必要とする障害のある方に対し、 
 日常生活上の支援、生産活動や創作活動の 
 機会の提供を行い、身体能力、日常生活能力の 
 維持向上を図る。  
○サービス提供時間 平日 10時～16時 

自立訓練（機能訓練・
生活訓練） 

○定員20名（機能訓練・生活訓練定員各10名、うち10
名本施設外通所） 
○サービス内容 
 障害のある方々に対し、自立した日常生活または 
 社会生活を営むことができるよう、必要な訓練を 
 提供する。 
○サービス提供時間 平日 10時～16時 

障害者サービス 



施設・機能 概要 

障害児通所支援等 

児童発達支援 

○定員50名 
○サービス内容 
 就学前の障害のある子どもに、日常生活の技術 
 や集団に適応できるような訓練を提供する。 
○サービス提供時間 平日 ①9時～12時 
                  ②13時～16時 

放課後等デイサービス 

○定員50名 
○サービス内容 
 就学している障害のある子どもに対し、放課後に 
 さまざまな活動等を提供する。 
○サービス提供時間 平日 13時～18時 

保育所等訪問支援 ○サービス内容 
 児童の専門職が保育所や学校などに訪問し、障 
 害のある子どもが集団生活に適応するための専 
 門的な支援を行う。 
○サービス提供時間 平日 9時～17時 

技術支援 

障害児サービス 



施設・機能 概要 

短期入所（障害者・障害児） 
 

○定員 障害者20名・障害児8名 
○サービス内容 
 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の 
 理由により、短期間の入所を必要とする障害の 
 ある方や子どもに対し、さまざまな生活の支援を 
 行う。 
※障害者短期入所においては、緊急受入を行う。 

訪問系サービス 

 

居宅介護 ○サービス内容 
 在宅の障害のある方々や子どもに対し、身辺の 
 介助や外出の付添等を行う。 
○サービス提供時間 通年 

重度訪問介護 

行動援護 

同行援護 

重度障害者等包括支援 

地域交流スペース 

災害時には、二次避難所として要援護者を30名程
度を収容 
○サービス内容 
 世代や障害の有無を超えた多様な人々が交流で 
 きる場（各種教室の開催、地域団体への貸し出し、 
 保育園や学校との合同イベント開催等） 
○開設時間 月～日、祝日 9時～21時 

障害者（児）サービス 



施設・機能 概要 

基幹相談支援センター 

○サービス内容 
 区の障害者相談支援の拠点として、総合的な 
 相談業務を行うほか、区内の相談支援事業者 
 のネットワークの構築、人材育成等を行う。 
○開設時間 平日 9時～17時 

 
相談支援事業所 
 

指定一般相談支援 
指定特定相談支援 
指定障害児相談支援 

○サービス内容 
 障害のある人、子どもの福祉に関するさまざまな 
 問題について、相談に応じ、必要な情報の提供、 
 障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、 
 権利擁護のために必要な援助を行う。 
○開設時間 平日 9時～17時 

障害者（児）サービス 


