
施設種別ごとの主な取組みの方向性 

施設種別 庁舎等 所管部 総務部 総合支所 

方針の期間（10年）に

おける取組みの方向性 

・本庁舎、玉川総合支所は、老朽化や狭あい化、機能の分散化等、抱える

問題点や課題の抜本的な解決を図るため、整備に取り組む。 

・北沢保健福祉センターについては、北沢総合支所への移転、借上げ施設

の返還を検討する。 

・出張所・まちづくりセンターは、あんしんすこやかセンターとの一体整

備を 28年度までに行うとともに、代沢まちづくりセンターと代沢小学

校の複合化など学校、区民集会施設などとの複合化も検討し、推進する。 

・用賀出張所より二子玉川分室を分割し、まちづくり機能を付加した新た

な事務所を整備する。 

・国・都と連携し、世田谷地方合同庁舎（世田谷図書館、世田谷保健福祉

センター分室）の整備を進める。 

当面の取組みの方向性 

取組み項目・施設名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

世田谷区役所本庁舎整備 構想  設計  

（仮称）世田谷地方

合同庁舎（世田谷図

書館、世田谷保健福

祉センター分室）の

整備 

世田谷図

書館 

仮事務所整備、移転 

借上げ施設返還 
仮事務所運営 

世田谷地方合同庁

舎へ移転 
― 世田谷保健

福祉センタ

ー分室 

仮設庁舎運営  

玉川総合支所／等々力出張所整

備 
構想 設計  整備工事 

北沢保健福祉センターの借上返

還、北沢総合支所移転 
方針検討 方針策定 ― ― 

出張所・まちづくりセンター、

あんしんすこやかセンター 

一体整備 

（上町、若林、下馬、上馬、梅

丘、代沢、新代田、松原、奥沢、

九品仏、祖師谷、船橋、烏山） 

一体整備 

3か所 

（計17か所） 

 

一体整備完了 

10か所 

（計27か所） 

― 

出張所・まちづく

りセンター整備

（学校、区民集会

施設等との複合

化など） 

上町 新施設構想 設計 整備工事 整備工事完了 

若林 ― ― ― 新施設構想 

下馬 整備工事、開設 ― ― ― 

上馬 設計 設計、整備工事 整備工事、開設 ― 

梅丘   新施設構想 設計 

代沢 新施設構想 設計  整備工事 

新代田 大規模改修 ― ― ― 

松原 ― ― ― 新施設構想 

用賀出張所 
二子玉川分室 方針検討 新施設構想 設計 設計、整備工事 

奥沢 ― ― ― 新施設構想 

九品仏 ― ― 新施設構想 設計 

祖師谷 ― 設計 改修 ― 

船橋 ― 新施設構想 設計 整備工事 

烏山 大規模改修 ― ― ― 

 



 

施設種別 区民集会施設 所管部 総合支所 

方針の期間（10年）に

おける取組みの方向性 

・区民集会施設は、区民センター、地区会館、区民集会所等の区分や利用・

管理方法、施設使用料などを含めた見直しを行うとともに、既存施設の

長寿命化改修（リノベーション等）による経費抑制、地域住民による運

営など、効果的・効率的な施設整備・運営を検討し、再編に取り組む。 

・人口の増加により施設需要が見込まれる二子玉川地区等は、新たな区民

集会施設の整備を検討する。 

・世田谷区民会館は、本庁舎整備の基本構想に併せて検討を行う。 

・玉川区民会館は玉川総合支所に併せて整備に取り組む。 

・区が区分所有する施設である奥沢区民センター、奥沢図書館、奥沢子育

て児童ひろばについては、関係者と連携しながら耐震診断を実施し、診

断結果に応じて必要な対応を行う。 

当面の取組みの方向性 

取組み項目・施設名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

区民集会施設再編 
調査、分析、 

再編検討 
再編計画策定 順次実施  

世田谷区民会館整備 方針検討 構想  設計 

玉川区民会館改築 構想 設計  整備工事 

太子堂区民センター 方針検討 
方針に基づく取組

み 
― ― 

奥沢区民センター／奥沢図書館

／奥沢子育て児童ひろば 
耐震診断 

診断結果に基づく

取組み 
  

区民集会施設複

合化（出張所・ま

ちづくりセンタ

ー、あんしんすこ

やかセンター） 

下馬地区会館 整備工事、開設 ― ― ― 

上馬地区会館 設計 設計、整備工事 整備工事、開設 ― 

奥沢地区会館、 

九品仏地区会館 
― ― 整備検討 設計 

 

施設種別 防災施設 所管部 
危機管理室 

総合支所 

方針の期間（10年）に

おける取組みの方向性 

・広域避難場所の新規追加や帰宅困難者対策等のための広域用防災倉庫の

整備などに取り組む。 

・既存の防災倉庫の耐震性や老朽化の状況の確認や、維持管理のあり方を

検討する。 

・学校跡地の避難所機能を維持する。 

当面の取組みの方向性 

取組み項目・施設名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

広域用防災倉庫の

整備 

二子玉川

公園 
準備 開設 ― ― 

(仮)二子玉

川東地区 
― 準備、開設 ― ― 

 



施設種別 交流施設 所管部 生活文化部 

方針の期間（10年）に

おける取組みの方向性 

・施設の老朽化や改修工事の履歴などを踏まえ、計画的な整備を行いなが

ら、利用者へのサービスの充実に取り組む。 

当面の取組みの方向性 

取組み項目・施設名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

世田谷区民健康村ふじやまビレ

ジ、なかのビレジ 

なかのビレジ 

:改修 
― ― ― 

 



 

施設種別 文化・学習施設 所管部 

教育委員会事務局 

生活文化部 

子ども・若者部 

方針の期間（10年）に

おける取組みの方向性 

・図書館ネットワーク整備（図書館ターミナルの設置やまちかど図書室へ

の図書館情報システムの導入など）による利用者サービスの向上と、中

央図書館機能の拡充に取り組む。 

・梅丘図書館をはじめ、老朽化した図書館の整備を行う。 

・国・都と連携し、世田谷地方合同庁舎（世田谷図書館、世田谷保健福祉

センター分室）の整備を進める。 

・区が区分所有する施設である奥沢区民センター、奥沢図書館、奥沢子育

て児童ひろばについては、関係者と連携しながら耐震診断を実施し、診

断結果に応じて必要な対応を行う。 

・郷土の歴史、文化の学習を総合的かつ、継続的に区民を支援できるよう

（仮称）郷土学習センターの整備を検討する。 

・教育センターの施設機能の拡充を図るための整備を検討する。 

・池之上青少年会館と青年の家の機能を見直し、次代の担い手づくりに重

点を置く青少年交流センターへと発展させるとともに、旧希望丘中学校

跡地において新たな青少年交流センターを整備する。 

・音楽練習の場、発表の場の機能の整備について検討する。 

・（仮称）せたがや平和資料館を世田谷公園内に開設し、平和施策の拠点

施設とする。 

当面の取組みの方向性 

取組み項目・施設名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

図書館ネットワー

クの整備 

図書館 

ターミナル 

二子玉川図書館ターミナル 

：整備工事 

二子玉川図書館ターミナル 

：開設 
設置検討 

  

まちかど 

図書室 

図書館情報システ

ム導入検討 

図書館情報システ

ム導入 
― ― 

梅丘図書館 ― 検討 構想 設計 

世田谷地方合同庁

舎（世田谷図書館、

世田谷保健福祉セ

ンター分室）の整備 

世田谷図

書館 

仮事務所整備、移転 

借上げ施設返還 
仮事務所運営 

世田谷地方合同庁

舎へ移転 
― 世田谷保健

福祉センタ

ー分室 

仮設庁舎運営  

奥沢区民センター／奥沢図書館

／奥沢子育て児童ひろば 
耐震診断 

診断結果に基づく

取組み 
  

青少年交流センタ

ー 

青年の家/ 

池之上青

少年会館 

所管変更、公募事業

者による運営 

機能の見直しの検

討 

機能見直しに基づ

く取組み 

 

 

旧希望丘

中学校跡 
構想 設計  整備工事 

教育センター 
機能検討・整備構想

の作成 

整備構想に基づく

取組み 
整備計画の策定 

整備計画に基づく

取組み 

（仮称）せたがや平和資料館 整備工事 開設（一部） 開設（全部） ― 

 



施設種別 スポーツ施設 所管部 スポーツ推進担当部 

方針の期間（10年）に

おける取組みの方向性 

・大蔵運動場、大蔵第二運動場を一体化し、効率的な施設運営と機能の充

実を図る。 

・学校跡地や公共施設、民間施設の空き地等を活用した場の整備を進める。

なお、スポーツの場の確保や整備にあたっては、施設の配置バランスや

区民ニーズ等を勘案した整備方針を定めて進める。 

・既存スポーツ施設の老朽化に伴う施設改修等、より多くの人が使いやす

い施設整備に取り組む。 

・学校施設の区民利用拡大を図る。 

当面の取組みの方向性 

取組み項目・施設名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

大蔵運動場、大蔵第二運動場 整備計画検討 整備計画策定 計画に基づく取組  

スポーツ施設

の整備 

北烏山体育室

第2運動広場 

開設 
― ― ― 

旧希望中跡地

（既存体育館） 

設計 改修 改修、開設 
― 

北烏山地区施

設 

検討 調査 設計 整備工事 

整備方針 
検討 策定 ・整備方針に基づく

取組 

 

学校施設の利用拡大 
夜間照明設置学校

の検討、調査 

夜間照明設置学校

の調整 

夜間照明設置学校

の設計、工事（1ヶ

所） 

夜間照明設置学校

の夜間開放実施（1

ヶ所） 

 

 

 

 

施設種別 リサイクル関連施設 所管部 清掃・リサイクル部 

方針の期間（10年）に

おける取組みの方向性 

・民間処理施設の活用や、希望丘中継所など既存施設の改修により、効率

的な施設運営を行い、事業の拡大や新たな事業展開等に取り組む。 

当面の取組みの方向性 

取組み項目・施設名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

希望丘中継所 改修 

ペットボトル中継

機能廃止、船橋粗大

ごみ中継所移設 

（区内民間ペットボ

トル中間処理施設へ

の全量搬入による） 

― ― 

 

 

 

 



施設種別 高齢者施設 所管部 

生活文化部 

高齢福祉部 

梅ヶ丘拠点整備担当部 

方針の期間（10年）に

おける取組みの方向性 

・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、民間事業者の誘導に

より、特別養護老人ホーム等の整備に取り組む。 

・老朽化した区立施設（厚生会館等）は、利用状況や民間サービスの普及

状況をふまえ、機能の見直し、廃止を検討する。 

・あんしんすこやかセンターは、出張所・まちづくりセンターとの一体整

備を平成28年度までに行う。 

・梅ヶ丘拠点施設整備において、区複合棟に、相談支援・人材育成機能（認

知症在宅生活サポートセンター）を、民間施設棟に高齢者等の在宅復

帰・在宅療養支援機能を整備する。 

当面の取組みの方向性 

取組み項目・施設名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

特別養護老人ホーム 民間誘導検討    

旧希望丘中学校跡地高齢者施設

整備（特別養護老人ホーム等） 
民間事業者選定 

民間事業者による

設計 

民間事業者による

整備工事 
 

出張所・まちづくりセンター、

あんしんすこやかセンター 

一体整備 

（上町、若林、下馬、上馬、梅

丘、代沢、新代田、松原、奥沢、

九品仏、祖師谷、船橋、烏山） 

一体整備  一体整備完了 ― 

梅ヶ丘拠点施設 
区複合棟 

認知症在宅生活サ

ポートセンター：設

計 

  

認知症在宅生活サ

ポートセンター：整

備工事 

民間施設棟 事業者選定 設計  整備工事 

厚生会館 施設機能廃止 ― ― ― 

ふじみ荘 機能見直し ― 設計 大規模改修 

 

施設種別 障害者施設 所管部 
障害福祉担当部 

梅ヶ丘拠点整備担当部 

方針の期間（10年）に

おける取組みの方向性 

・施設整備にあたっては、民間活力を有効に活用する。 

・梅ヶ丘拠点施設整備において、総合福祉センターの機能訓練を含む障害者

の地域生活への移行・継続支援のための施設を民間施設棟に整備する。 

・国有地等を活用した施設改築を進めるとともに、施設運営や改築に民間

活力を有効に活用する。 

・成人期の発達障害者の就労・自立に向けた支援施設を整備する。 

当面の取組みの方向性 

取組み項目・施設名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

梅ヶ丘拠点施設 
区複合棟 設計   整備工事 

民間施設棟 事業者選定 設計  整備工事 

成人期発達障害者支援事業所

「ゆに(UNI)」 

機能及び事業内容

の検証、検討 
― ― ― 



 

施設種別 児童福祉施設 所管部 子ども・若者部 

方針の期間（10年）に

おける取組みの方向性 

・保育待機児への対応として、私立認可保育園等を整備する。 

・区立保育園を統合し、地域の子育て支援の拠点的機能を持つ区立保育園

（区立拠点園）として、旧若林中学校や旧希望丘中学校の跡地などを活

用し、再整備する。 

・子ども・子育て関連3法や区の子ども・子育て支援事業計画との整合を

図りながら、区立幼稚園の用途転換により認定こども園を整備する。 

・児童館の在宅子育て支援や、中高生支援の充実に向けた施設機能の見直

しを検討する。 

・都と特別区の児童相談行政の体制のあり方の検討状況をふまえ、児童相

談所の受入について検討する。 

・区が区分所有する施設である奥沢区民センター、奥沢図書館、奥沢子育

て児童ひろばについては、関係者と連携しながら耐震診断を実施し、診

断結果に応じて必要な対応を行う。 

・梅ヶ丘拠点施設に移転する総合福祉センター跡は、近隣の保育園を移転

統合することなども含め子育て機能等での活用について検討する。 

4箇年における当面の取組みの方向性 

取組み項目・施設名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

区立保育園再整備 

世田谷地域 世田谷・代田：構想 世田谷・代田：設計  
世田谷・代田：整備

工事 

砧地域 
希望丘・船橋西統合 

：構想 

希望丘・船橋西統合 

：設計 
 

希望丘・船橋西統合 

：整備工事 

児童館の機能見直し 

機能検討 

検討に基づく中高生

支援機能の拡充2館 

検討に基づく中高

生支援機能の拡充3

館（計5館） 

― ― 

奥沢区民センター／奥沢図書館

／奥沢子育て児童ひろば 
耐震診断 

診断結果に基づく

取組み 
  

総合福祉センター跡地の活用 整備検討 ― 構想 設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施設種別 自転車対策施設 所管部 交通政策担当部 

方針の期間（10年）に

おける取組みの方向性 

・自転車等駐車場は、事業者による整備を働き掛ける一方、公共施設の跡

地等を活用して整備を図る。 

・自転車等駐車場やレンタサイクルポートの活用などにより、三軒茶屋な

どコミュニティサイクルシステムのネットワーク拡充に取り組む。 

・老朽化した施設の役割のあり方を検討する。 

当面の取組みの方向性 

取組み項目・施設名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

コミュニティサイクルシステム

のネットワーク拡充 
整備検討 

三軒茶屋中央：コミ

ュニティサイクル

化 

検討に基づく取組

み 
 

三軒茶北レンタサイクルポート あり方検討 方針決定 
方針に基づく取組

み 
― 

烏山南自転車等駐車場の移設 移設整備 開設 ― ― 

下高井戸南自転車等駐車場の移

設 
移設整備 開設 ― ― 

(仮称)上馬自転車等駐車場 計画検討 計画決定 設計 整備工事 

 

 

施設種別 住宅施設 所管部 都市整備部 

方針の期間（10年）に

おける取組みの方向性 

・区営住宅は、公営住宅等長寿命化計画に基づき、予防保全型の維持管理

によるコスト縮減を図りながら、良質な住宅の確保と供給を図る。 

・都営住宅の移管受入れは、都営住宅移管対象団地受入れ基準に基づいた

検討を行い、建替えが必要な場合は、住宅戸数の増加と福祉施設等との

一体的整備を検討する。 

・特定公共賃貸住宅は、国の補助終了にあわせて役割を見直し、公的住宅

のセーフティネット機能向上に取り組む。 

・高齢者借上げ集合住宅については、借上げ期間満了に伴い、住宅供給者

への返還を検討する。 

・シルバーピア住宅は今後引き続き供給することとし、整備や供給方法等

を検討する。 

当面の取組みの方向性 

取組み項目・施設名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

公営住宅等長寿命化計画 計画見直し、検討 新計画策定 ― ― 

高齢者借上げ集合住宅 返還等の検討  検討結果の実施  

 

 

 

 



施設種別 学校教育施設 所管部 教育委員会事務局 

方針の期間（10年）に

おける取組みの方向性 

・学校は、校舎の老朽化等を考慮し、1年に2校を基本として改築または

長寿命化改修（リノベーションなど）を進める。 

・学校整備は、地域コミュニティの核としての役割等を考慮しながら、長

寿命化改修（リノベーションなど）や他の公共施設との複合化等、効果

的な施設整備に取り組み、経費の抑制に努める。また、児童・生徒数の

増減予測や地域ごとの状況を踏まえ、必要な整備面積を精査する。 

・統合により生じる若林、守山、花見堂、（北沢）小学校などの跡地は、

避難所機能の確保等、新たな地域コミュニティの拠点として整備するた

め、区民と意見を交換しながら改築等の跡地活用を検討するとともに、

旧若林・旧希望丘中学校の跡地については、跡地活用方針に基づき整備

する。 

・区立幼稚園は、子ども・子育て関連3法や区の子ども・子育て支援事業

計画との整合を図りながら、認定こども園等への用途転換に取り組む。 

・不登校の児童・生徒を支援する施設（ほっとスクール）は、機能の充実

を図るとともに、旧希望丘中学校跡地活用における新たな施設の整備等

を行う。 

・太子堂調理場を廃止し、民間給食施設を活用する。 

当面の取組みの方向性 

取組み項目・施設 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

 

学校改築 

太子堂小学校 解体、整備工事 
整備工事（校庭整備
含む） 

― ― 

多聞小学校 解体、整備工事 整備工事 校庭整備工事 ― 

城山小学校 設計 解体、整備工事 
整備工事（校庭整備
含む） 

― 

深沢中学校 設計 解体、整備工事 整備工事 校庭整備工事 

山野小学校 設計 設計、解体 解体、整備工事 整備工事 

東大原小学校 構想、設計 設計 解体、整備工事 
整備工事（校庭整備
含む） 

若林小学校 構想 設計  
整備工事(旧若林中
学校) 

代沢小学校 構想 設計  解体、整備工事 

学校適正規模化・適正配置の推

進 

第 2ステップに基
づく取り組み 

   

区立幼稚園用途転換 

区立幼稚園用途転
換等計画に基づく
取組み 

   

第3のほっとスクールの整備 構想 設計  整備工事 

学校跡地活用 

旧若林中学校 

改修 
世田谷図書館仮事務所
として活用 

城山小学校仮校舎
として活用 
世田谷図書館仮事務所
として活用 

城山小学校仮校舎
として活用 

解体、整備工事 

旧希望丘中学

校 

構想、一部解体 
（保育園等整備） 

設計  整備工事 

花見堂小学校 方針検討   代沢小学校仮校舎 

守山小学校 方針検討  
東大原・守山小学校
統合校仮校舎 

 

若林小学校 方針検討  ― ― 

北沢小学校 （方針検討）  ― ― 

太子堂調理場 事業者選定 
民間事業者整備、 

太子堂調理場廃止 

民間給食施設開設、 

太子堂調理場解体 
― 



 

施設種別 その他の施設 所管部 

梅ヶ丘拠点整備担当部 

障害福祉担当部 

高齢福祉部 

世田谷保健所 

土木事業担当部 

総務部 

方針の期間（10年）に

おける取組みの方向性 

・梅ヶ丘拠点施設整備において、保健医療福祉の拠点施設の整備に取り組

む。拠点施設は、保健センター、初期救急診療所、福祉人材育成・研修

センター等からなる区複合棟を区が整備し、高齢者支援施設や障害者支

援施設からなる民間施設棟を民間事業者が整備する。 

・公衆便所は、施設利用状況や周辺の施設配置、災害時の対応などを踏ま

えて、今後の必要性を検討し、他の公共施設等の活用による再配置も含

め、適正な整備に取り組む。 

・国家公務員宿舎跡地は、福祉施設等の需要など区が抱える喫緊の課題や

重点的に取り組む課題に対応するため、有効活用を検討し、国の処分に

あわせて取り組む。 

当面の取組みの方向性 

取組み項目・施設 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

梅ヶ丘拠点施設 
区複合棟 

保健センター、初期

救急診療所等：設計 
  

保健センター、初期救

急診療所等：整備工事 

民間施設棟 事業者選定 設計  整備工事 

公衆便所 検討  検討結果の実施  

借上げ職員住宅 一部廃止（3施設） 
一部廃止(2施設) 

（計5施設） 
― ― 

国家公務員宿舎跡地 検討・取組み    

 


