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福祉部会について 

 

福祉部会は、1990 年（平成 2 年）青年委員会女性分科会における高齢者問題をテーマにした勉強会に

端を発し、1997 年（平成 9 年）女性委員会内に福祉部会として発足しました。2003 年（平成 15 年）よ

り技術支援委員会 福祉部会として活動しております。 

福祉部会では、高齢者や障害者の特性や特徴を理解し、理学療法士・作業療法士・介護支援専門員等の

専門職や様々な組織と連携し、建築士の視点で高齢者や障害者への支援の方法を考え、これを地域の中で

生かす活動を行うことを目的としています。 

福祉部会の主な活動としては、建築士会会員を対象とした福祉に関連するテーマの研修会・見学会等の

開催、さらには近年の福祉関連施策の変化のなかで新たな展開の掘り起こしといった活動も行っていま

す。 

 

 

 

 

ごあいさつ 

 

福祉部会長 熊澤 徹 

 

 長年に渡り活動して参りました福祉部会ですが、実際にどのような活動を行って来たのかという活動

実績をまとめるという作業を行って参りませんでした。現在、コロナ禍で思うような活動が出来ない状

況ですが、これを機に私が部会長を仰せつかった 2015 年度（平成 27 年度）からの現在までの活動実績

を冊子にまとめて見ようと思い立ちました。 

こうして振り返ると、沢山の方々に講師を務めて頂き、後援をして頂き、ご参加を頂きました。その

お陰で有意義な研修会・見学会が開催できたと思っております。この場を借りて改めてお礼を申し上げ

ます。また、今までの活動が少しでも皆様のお役に立てていれば嬉しい限りです。 

この活動実績報告書をご覧頂き、活動内容をご理解頂き、これからの福祉部会の活動を応援して頂け

れば幸いです。 
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私たち理学療法士はリハビリテーション専門

職として、病気やケガ、老化等に様々な要因によ

り心身に障害を生じた方々の日常生活や社会活

動の再構築を目的に、心身機能の回復を促し、身

の回りのことを主体的に対処できるように支援

しています。リハビリテーションというと身体機

能訓練をイメージしがちです。しかしながら、心

身機能の回復も大切ですが残存機能を活かし日

常生活を再構築していくうえで、住環境整備は非

常に重要なことです。理学療法士は、その時点で

の心機能・生活動作をもとに、疾患や加齢等によ

る変化を予測して住環境整備を行っていきます。 

理学療法士の大部分は病院・高齢者施設等に勤

務しています。2000 年に介護保険が開始されて

からは、介護保険での住宅改修や福祉用具貸与を

中心とした住環境整備が多く行われています。介

護保険による住宅改修として手すりの設置・段差

解消の提案、福祉用具貸与で細かな調整を行って

いくということで、本来必要とされている住環境

整備がきちんと提供できているのか疑問に思う

こともあります。 

理学療法士養成校時代に得た環境整備として

建築関係の知識は少なく、臨床に出てからさらに

知識を得ていく必要がありますが、なかなか前に

進めずにいる理学療法士も多いのではないかと 

思っています。また、大規模改修を行うことも少

 

 

なく、現場にて建築士の方々と共に仕事をする場

面も非常に少ない現状もありま 

す。そのような状況において、我々は神奈川県建

築士会技術支援委員会福祉部会より、研修会のお

声かけを頂き、後援という形で研修会を重ねるこ

とで、たくさんの学びを得ることができています。

大変貴重な機会であり、建築士の方々からは住宅

建築の基礎知識や住環境の捉え方を教えていた

だきました。 

地域包括ケアシステムにおける「最後までその

方の望む住み慣れた地域での生活」を支援してい

くには、ともに専門職ならではの視点をもち、理

解共有していく連携が必要です。理学療法士はリ

ハビリテーション専門職ですが、リハビリテーシ

ョンの概念「全人的復権：その人らしい人生を」

は誰もが共有され、提供できるもので、研修会に

おいて同じ方向に向かっていることを強く感じ

ます。 

令和 2 年度の研修会は、新型コロナウイルス感

染症対策にてオンライン研修会という初の試み

にも関わらず、非常に内容の濃い研修会でした。

毎年ながら、皆様方の視点には目から鱗が落ちる

思いです。理学療法士会としては、参加者の増加

という課題を抱えていますが、今後とも専門職連

携にむけて共に歩みたいと思っております。

専門職連携にむけて 

～リハビリテーションの概念のもとに～ 

（公社）神奈川県理学療法士副会長 久保木あずみ 

福祉部会では、専門職の方々と連携して研修会を開催しています。久保木あずみ氏（理学療法士）、遠藤

陵晃氏（作業療法士）とは毎回研修会の企画について話し合いを行い、より多くの専門職の方々にご参加

頂けるよう工夫を凝らして参りました。当日には講演もして頂き、グループワークでは、住宅改修事例を

検討しながら専門職の立場から色々なご意見を戴いています。活動報実績告書作成にあたり、お忙しい中

お二人からご挨拶を頂きました。この場を借りて御礼申し上げます。 
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神奈川県建築士会と神奈川県作業療法士会は

ここ数年ではワークショップなどで交流を図り

ネットワークの構築が少しずつ出来ていると思

います。貴重な連携を図る機会を頂きありがとう

ございます。  

さて、作業療法士について簡単に紹介させて頂

くと、「人は作業を通して健康や幸福になる」とい

う基本理念に基づき、対象者の自分らしい生き方

を支援しており、どのようにすれば対象となる方

の生活が円滑になるか、ご自身が思い描いた作業

活動ができるようになるかなどを考えています。

支援の方法としては、心身機能、生活能力の改善、

住宅改修、福祉用具の選定など対象者への働きか

けはもちろんのこと、家族、仕事の同僚、友人な

ど対象者の生活に関わる方々も含め、出来るだけ

不自由なく、楽しくできる生活環境を考え整備し

ていきます。  

作業療法士のいう「作業」というのは、全ての

生活行為を指しており、食事、入浴などの生活動

作、買い物、就労、趣味活動などがあり、自宅や

仕事場、公共の場所など幅広い場所で行う必要が

あります。その為、建築士と作業療法士では住宅、

仕事場、街など人々の生活に関係する住環境の整

備や地域の街づくりをするという点で共通して

いると感じています。  

生活環境の整備や街づくりを行う際、作業療法

士は対象者の希望やニーズに合わせ、身体機能、

精神機能や環境を見極め治療、支援や助言を行い

ますが、建物や空間デザインについての専門的な

知識を持ち合わせていないことが多いと思います。 

しかし、実際に建物や空間を変化させる為には、

建物の構造、強度、空間デザインなどの深い知識、

技術が必要不可欠であると考えております。建物、

空間についての専門家である建築士の皆様、作業

活動（生活全般や仕事など）の専門家である作業

療法士がお互いの知識、情報を共有し、連携を図

ることで多くの方の生活環境をよりよくしてい

けるのではないかと考えております。  

今後も対象者一人一人の生活から地域で暮ら

す多くの方の生活まで幅広い街づくりに力を合

わせて県民の健康へ一緒に組んでいけたら幸い

です。  

  

 

 

  

神奈川県建築士会と 

神奈川県作業療法士会の連携 

（一社）神奈川県作業療法士会理事 遠藤陵晃 
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■研修会概要 

実施年月日  2015 年 9 月 5 日（土） 13：30～16：30 

会  場   かながわ労働プラザ 4Ｆ 第 4 会議室 

講  師   公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会 理事長 瀬戸恒彦氏 

目  的   〇介護保険制度についての知識のない人、初めての人に向けての概要説明 

    〇介護保険制度について一定の知識はあるが制度開始後の改訂や現行の内容     

を知らない人がおさらいをする機会 

       〇県内地域においての運用の実際 

       〇本研修以降予定されている見学会、研修会等に向けての基本知識の習得 

参加人数   27 名 (福祉部会員：7 名 一般会員：19 名 非会員：1 名) 

研修内容   〇研修講義 

〇介護保険制度の概要 

〇在宅サービスについて 

〇施設（種類、概要について） 

 

 2015 年度は、3 年に一度の介護報酬・基準改定の年です。また、昨年 6 月に成立した改正介護保険法

も 2015 年 4 月から順次施行されています。 

福祉部会は今年度「介護保険再入門」をテーマに活動をしており、9 月 5 日(土)に第 1 回目の研修会＜初

めての方にも分かりやすい「介護保険制度」＞を開催しました。介護サービスとして「介護保険における

住宅改修」もあります。この研修が高齢者・障害者にとってのより良い生活環境を考える機会になって頂

ける事を期待します。（熊澤 徹） 

 

 

  

～技術支援委員会福祉部会2015年度第1回研修会～ 

初めての方にも分かりやすい「介護保険制度」   

 

（介護保険の概要と在宅サービス・施設に関

する研修会） 

「住宅改修ワークショップ」 

～なぜバリアフリーじゃない住宅が多いの？～ 
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■参加者感想                           

介護保険制度は、来るべき高齢化社会に向け 2000 年に施行された厚生労働省所管の社会保険制度で、

高齢者の介護サービスの一部を国費(税金)で賄い、高齢者の自立した生活を積極的に支援する事を目的と

している。 

福祉部会の今年度第 1 回の研修会、＜初めての方にも分かりやすい「介護保険制度」＞は、講師に公益

社団法人かながわ福祉サービス振興会理事長 瀬戸恒彦氏を招聘し、三部構成に分けて介護保険制度の

基本的な概要から今日の運用実態について詳しくご説明頂いた。 

介護保険制度は 2000 年の施行から早や 15 年が経過し、社会に根付いた感はあるものの、この制度は

時勢に合わせ 3 年毎に改正を繰り返すため、介護職に従事する管理者であっても制度の全容を把握しき

れていない実態がある。このため介護の世界では門外漢である建築士がこの制度を理解するのは容易で

はない。 

しかしながら、介護保険制度の片鱗を知ることにより、今日の社会が抱える少子高齢化という重大な社

会問題を垣間見ることが出来、実務のみならず家族が介護保険制度を利用するような身体状況となった

場合でも、焦らず対応出来るというメリットがある。その意味でも今回の研修会は分かりやすく、参加し

た建築士にとっても大変有益であったと思う。（渡邉 靖） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

■今後に向けて 

本年度の第 1 回目の研修会であり、施設の手配から、部会内での役割分担等に至るまで色々な苦

労がありましたが、満席近くの御参加を頂きました事は、介護保険に関する関心の高さを物語るもの

だと思います。この研修を受け次回は介護施設（介護付き有料老人ホーム)の見学会を企画しており

ます。講義で学んだことを実際の建物で確認できれば、より理解が深まるものと期待しております。 

研修会風景 
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■見学会概要 

実施年月日  2015 年 11 月 21 日（土）14：00～16：30 

会  場   カーサプラチナ日吉 （横浜市港北区箕輪町 3-2-7） 

       （事業主体：株式会社ハートフルケア） 

目  的   〇介護保険施設ついての知識のない人、初めての人に向けての見学 

       〇以前に介護保険施設を見学したことがあるが、最近開設さ 

れた施設を知らない人に向けての見学  

       ○最新の介護付き有料老人ホームの意匠、仕様の見学 

            〇第 1 回研修会で学んだ介護保険サービスの 

現場実情の見学 

CPD      2 単位   

参加人数   14 名（部会員 7 名、士会会員 6 名、一般 1 名） 

参加費      会員：500 円、非会員：1000 円 

研修内容   〇カーサプラチナ日吉の概要説明と見学 

        13：30 福祉部会員集合 日吉駅  

13：40 受付開始  

13：50 見学施設に向け出発  

14：00 見学施設入館  

14：05 福祉部会活動要旨・見学の注意事項

     14：10 開会挨拶 熊澤部会長  

14：15 見学施設担当者紹介挨拶  

14：20 見学施設概要説明・質疑応答  

14：55 休憩  

15：00 共用部見学（2 グループで見学）         

     15：45    居室見学  

     16:：00 質疑応答・意見交換  

16：25 技術支援委員会村島委員長挨拶       

     16：30 閉会挨拶 浦副部会長  

         アンケート回収  

16：40 解散  

17：00 懇親会 （有志） 

 

 

～技術支援委員会福祉部会2015年度第1回見学会～ 

介護付き有料老人ホーム「カーサプラチナ日吉」 

施設概要の説明を伺う 

 

共用部分を見学中 

共用部のリハビリ室 
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■参加者寄稿 

高齢者の問題が大きく取り上げられている昨今、福祉部会の企画した高齢者施設の見学会に参加しま

した。東急東横線日吉駅より徒歩 10 分程の介護付き施設「カーサプラチナ日吉」です。今年 4 月オープ

ン、RC 造 4 階建て、居室は 58 室（1 人部屋 56 室、2 人部屋 2 室）定員 60 名の規模です。入居対象は

65 歳以上で、要支援、要介護 1～5 の方です、現在 40 名弱（ご夫婦 2 組含む）の入居者がいらっしゃる

との事。車イスの方、ご自身で歩かれている方、ご家族の方を見学中お見うけしました。 

介護に関わる職員体制はご入居者 2 名につき職員 1 名を雇用という手厚さです。また、24 時間看護ス

タッフが常駐、機能訓練指導員も常勤という態勢です。食事は施設内の厨房で調理されています。理美容

室も施設内にあります。新築間もない事もあり、きれいでサービスも充実、ハード面、ソフト面共勉強に

なりました。比例して、利用料金は年金だけでは到底対応できない様に思いました。これからの老後の生

活は、若い時からその人の考え、生き方、想いに添うような人生設計を考えていかなければ･･････と思い

つつ見学しました。しかし、病気、事故など予測できない事もあります。家族構成、価値観の多様性等々

さらに複雑になって、対応が難しくなっていると思います。 

ニュースでは今後、都市部の高齢者施設の不足、住宅問題を取り上げています。高齢者施設の種類も増

えています。空家問題等々も含めて、色々な分野の専門職が知恵を出し合い協力する必要性を感じます。  

           (菊地 紀代子) 

■当日のアンケート概要 

参加者アンケートの回収率は 78%。参加の目的は「勉強のため」と「業務に役立てるため」の回答が

合わせて 80%でした。内容は、とても参考になった、参考になった、合計 100%。福祉関係の事柄で関心

があるのは高齢者関連（住宅改修、高齢者施設）、法令関係（介護保険、バリアフリー法など）、と多岐に

わたりました。今後見学したい施設は、サ高住、小規模多機能型居宅介護施設、グループホームや障害者

施設と続きました。 

 

■参加者アンケートから 

〇開設間もない施設を見学でき、現在の介護付き老人ホームの実際が見学できてよかった。 

〇施設の三氏がていねいに説明案内してくれ恐縮する 

〇共用部が広くとてもきれい 

〇入居中の施設の見学なので、ハード面だけでなく、入居者やスタッフの雰囲気も含めたソフト面が感

じられ参考になった。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今後に向けて 

9 月に行われた介護保険の研修会を受けた後の見学会だった為、より理解が深まりました。施設

は静かに音楽が流れており、まるでホテルのよう。建物の意匠や仕様も洗練されており、最新の設

備や家具・調度品などのすばらしさにはおもわずため息が出てしまう程でした。最後のあらゆる質

疑に対し施設担当の皆さまは的確な回答をしてくださいました。 

また、懇親会でも質問攻めでしたが嫌な顔もせず、いろいろな事を教えてくださいました。このよ

うな現場実情を知ることは、今後の仕事だけでなく、近親者や自分自身の将来などにも役に立つの

ではないでしょうか。 



 

8 

 

 

■研修会概要 

実施年月日  2016 年 3 月 12 日（土） 

会  場   藤沢市民会館第二会議室（藤沢市鵠沼東 8-1） 

講  師   鈴木多加子氏（サン・ライフ訪問看護ステーション 管理者 看護師） 

目  的   〇介護保険介護認定の特定疾病について知識のない人、初めての人に向けての概要説明 

       〇特定疾病の定義、症状、治療法の基礎知識についての習得 

〇疾病別の特徴、リハビリ、生活上の留意点についての習得 

       〇疾病別の在宅生活における注意点についての習得 

共  催  （一社）神奈川県建築士会湘南支部 

後  援  （公社）かながわ住まいまちづくり協会 

CPD     3 単位 

参加人数   合計 29 名 （福祉部会 8 名、会員 19 名、一般 2 名） 

参加費    会員及びまち協登録高齢者住宅改造施工業者：500 円 非会員：1000 円 

研修内容   〇訪問看護師による介護保険特定疾病の基礎知識習得と住宅改修のヒント 

13：15  受付開始 

13：30  開会挨拶 春日支部長 

13：35  講義-1 

15：00  休憩 

15：10  講義-2 

16：25  村島委員長挨拶 

16：30  閉会、アンケート回収 

16：40  終了 

17：00～19：00 懇親会  

 

 

 

～技術支援委員会福祉部会2015年度第2回研修会～ 

訪問看護師に学ぶ住宅改修のヒント 

「介護保険特定疾病の基礎知識」  

 

（介護保険の概要と在宅サービス・施設に関

する研修会） 

「住宅改修ワークショップ」 

～なぜバリアフリーじゃない住宅が多いの？～ 

 

 

講義のようす 開会あいさつ 
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■参加者寄稿 

平成 28 年 3 月 12 日、藤沢市民会館にて開催された研修会～訪問看護師に学ぶ住宅改修のヒント～

「介護保険特定疾病の基礎知識」に参加してきました。 講師は訪問看護ステーション管理者であり現

役看護師の鈴木多加子先生のお話でした。 

研修会では、なかなか馴染み辛い介護保険制度や介護保険が摘要になる特定疾病の基礎知識につい

て、先生ご自身のご家族の看取経験やリアルな日常介護のお話も交えながら解りやすく解説していただ

いた後、参加者のひとりひとりが実際の動作を体験しながら人間工学に基づく住宅設計の注意すべきポ

イントを教えていただきました。 

昨今、要介護率が高くなる 75 歳以上の領域に団塊世代の方々が突入する 2025 年以降は入居施設の絶

対供給数が不足し介護難民が出てくると問題視されています。 その為、私達建築士はケアマネージャ

ーや地域の方達と連携して要介護者が在宅介護で少しでも自立した生活を送れるようサポートしなけれ

ばならない…。頭では理解していたつもりでいましたが、私自身突然母の介護が始まるまでは暖気に構

えていました。実際の介護生活は想像以上に重労働な上、介護が必要になってからの住宅改修では待っ

たナシの状態です。やはり日頃の情報収集がいかに大切かと身に染みて感じました。  

恐らく誰もが人としての尊厳をもって人生の最期を迎えたいと思っているはずです。 大切な人を介

護難民にさせない為にも、元気なうちに日常会話の中で「その人にとって適切な医療が守られるべき死

に方の希望」を確認しておくことの大切さを説かれていた鈴木先生の言葉がとても印象的でした。 

（佐藤安紀子） 

■参加者アンケートから 

〇改めて、介護保険の勉強になった。奥が深いと思いました。 

〇ボランティアセンターの役割、包括の役割が、今までより具体的に理解できた。 

〇16 特定疾病の身体機能の違いを知る事ができた。 

〇体を実際に動かして良く理解できた。 

〇身体機能の基本が学べて良かったです。 

〇病気のことや介護のことが良く分かりました。体の動 

きを考えることがふだんあまりないので良かったで 

す。住宅改修をする機会に役に立てたいと思います。 

〇分かりやすいお話で具体的にイメージでき、実際に使 

える情報も得られてとても良かったです。 

〇すでに知っている内容だったが再度学ぶことでより    

 理解が深まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者をモデルに実演 

■今後に向けて 

現役の訪問看護師である鈴木多佳子氏の講義は、現在増えている特定疾病についてや自宅での

みとりのお話など実体験なので分かりやすくとてもリアルでした。また、受講者全員で実際に身体

を動かし、人間にとっての空間の必要性などを体験しました。訪問看護では「自宅で快適に自立が

出来る」お手伝いをしていると強調されていましたが、建築的視点の同じ目標を持ち、超高齢社会

の我が国でこれからどのような視点で建築の仕事に取り組んで行けばよいか等、とてもよく理解

出来ました。 
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■見学会概要 

実施年月日  2016 年 1 月 10 日（土）13：30～16：30    

見学先名称  ココファン横浜鶴見（株式会社）学研ココファン（横浜市鶴見区鶴見中央 3-19-11） 

講  師   事業所長：齋藤泰之氏 

目  的   〇サービス付高齢者向け住宅、ディサービスついての知識のない人、 

初めての人に向けての見学 

〇以前にサービス付高齢者向け住宅を見学したことがあるが、 

最近開設された施設を知らない人に向けての見学     

    〇最新のサービス付高齢者向け住宅、ディサービスの意匠、仕様の見学 

    〇2015 年度第 1 回研修会で学んだ介護保険サービスの現場実情の見学 

CPD     2 単位 

参加人数   19 名（福祉部会：9 名、一般会員：9 名、非会員：1 名）    

参加費    会員：1,000 円・非会員：2,000 円    

研修内容   〇見学施設担当者紹介挨拶・施設概要説明 

       〇共用リビング・食堂、デイサービスルーム・機械浴槽見学 

〇居室（介護型Ａタイプ一人用 18.00 ㎡）見学 

       〇質疑応答・意見交換 

 

見学会の前月の事前勉強会で、「サ高住」について制度主旨や変遷と現状について予備知識を得まし

た。サービス付高齢者向け住宅（サ高住）は見守り、生活相談サービスを備えた高齢者向けの賃貸住宅

で、今回見学した「ココファン横浜鶴見」は数あるサ高住の中でも横浜市の超高齢化社会に対する取組

の一つである「よこはま多世代・地域交流型住宅」第一号物件に認定されており、施設内の随所で「多

世代・地域交流」を促す仕組みを見学できました。 

 

■参加者寄稿 

この施設は、「サ高住」の介護型は低層階に、自立型は一般世帯向け賃貸住宅と混在させて高層階に配

置したのが特徴でした。また建物内には、デイサービス、診療所、調剤薬局、コンビニ等が入居し、交流

スペースは地域コミュニティ活動の拠点として一般開放や会議室等の貸出しをしており、高齢者が施設

内外の多世代と交流しながら日常生活を営むことができる環境が用意されていました。 

質疑応答では、ビジネスモデルとしての課題や入居者の利用状況以外に、利用料の内訳や具体的なサー

ビスの内容など「いずれは我がこと」的なものも含め大変活発に行われ、斉藤所長には真摯かつ丁寧にご

回答いただき一同感謝いたしました。（小寺 亮） 

    

～技術支援委員会福祉部会２０１６年度第１回見学会～ 

サービス付き高齢者向け住宅 

「ココファン横浜鶴見」   
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学研ココファン横浜鶴見の全景 

■今後に向けて 

サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）は 2011 年より制度が開始し、供給量は国が目指す予測

通りとなっており、順調に普及が進んでいるといえます。反面、サ高住の位置づけが有料老人ホー

ム（高所得層向け）と特別養護老人ホーム（低所得者向け）の中間層の受け皿としていたものの、

その中間層が非常に幅広い上に、サービス提供の質がサ高住の種類により極端に差があるなど、

様々な問題点が噴出しているのも事実です。学研ココファン横浜鶴見は、サ高住のみならず 

一般賃貸住宅や生活利便施設を併用した画期的な多世代型複合施設であり、新しいサ高住の姿を示

す好事例ですが、今後どのような推移を辿るのかが興味深い所です。 

 

研修風景 
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■研修会概要 

実施年月日  2016 年 11 月 12 日（土)       

会  場   神奈川県総合リハビリテーションセンター（1 階理学療法室）（厚木市七沢 516） 

    地域リハビリテーション支援センター 

講  師   作業療法士：一木愛子氏、理学療法士：平田学氏  

目  的   〇福祉機器や補装具についての知識のない人、初めての人に向けての概要説明 

    〇福祉機器や補装具の基礎知識についての習得     

    〇福祉機器や補装具の特徴、リハビリ、生活上の留意点についての習得  

    〇福祉機器や補装具の在宅生活における注意点についての習得   

    〇福祉機器や補装具の体験(杖、補装具、車いす等）     

協  力   中支部・県央支部・小田原地方支部     

CPD     3 単位 

参加人数   15 名（福祉部会員：5 名、一般会員：9 名、非会員：1 名） 

参加費    会員：1,000 円・非会員：2,000 円  

研修内容   〇研修講義 

       〇補装具体験（装具等） 

       〇福祉機器体験（車イス・床リフト等） 

 

■参加者アンケートから 

〇車イスを実際に乗ってみて設計に生かせるところがあると思いました。 

〇体験が主体だったので、身体で感覚的に覚える事が出来た。 

〇バリアフリーだからと言って、なんでもスロープにするのはおかしい事に改めて気が付いた。 

〇とても参考になった。かなリハのお二人に感謝します。 

～技術支援委員会福祉部会２０１６年度第１回研修会～ 

「リハビリ専門職の視点から学ぶ 

住環境整備のヒント」   

   

 

（介護保険の概要と在宅サービス・施設に関

する研修会） 

「住宅改修ワークショップ」 

～なぜバリアフリーじゃない住宅が多いの？～ 

 

 

七沢温泉の近くにある神奈川県総合リハビリテーションセンター（かなリハ）では、多くの

専門スタッフによる自立生活に向けた機能訓練などのリハビリが日々行われています。今回

は、数多くの患者様を指導してきた経験豊富な理学療法士と作業療法士にアドバイスをいた

だきながら、福祉用具や補装具の実体験を行いました。杖や車いすの利用体験を通して、高

齢者や障がい者の住宅改修等に必要なヒントを得られました。この研修会前の午前中に、

2016年6月に新築された新福祉棟と工事中の新病院棟の見学も行いました。 
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設定された幅の狭い通路を車いすで試走行 装具を付けて段差訓練 

リフト試乗 

リハセンターにて研修 車いすを押す経験をする（スロープと段差） 

装具をつけて歩行訓練 

■今後に向けて 

この研修では高齢者や障がい者になったつもりで、狭い空間やスロープなどの実体験をしてみま

したが、自分が想像していた感覚と違う事に気が付きました。 車イスでは小さな段差や廊下の狭

さが非常に不便である事、障がいを負った足で降りる階段の恐怖、リフトに吊られる感覚、手すり

の位置の良し悪し等々、体験してハッと気が付く事ばかりでした。 

今後ますます増えるであろうバリアフリー住環境整備は、このような感覚を身につけなければ、

机上の空論でしかない。 今後もこのシリーズを続け、たくさんの建築士が本物のバリアフリー感

覚を身につける事が出来るようにしたいと思います。 
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■研修会概要 

実施年月日  2016 年 2 月 18 日（土） 

会  場   地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）1 階多目的室 (横浜市栄区小菅ケ谷 1-2-1) 

目  的   〇介護支援専門員、理学療法士、作業療法士及び建築士の各業務内容及び利用者（施主） 

        との向き合い方、仕事のすすめ方の違いを理解し、協力して作業する事による相乗効果 

        を研修する。 

       〇今回の研修を通し、今後の各自の業務に対する視野を広げる。 

後  援   特定営非営利活動法人 神奈川県介護支援専門員協会 

       公益社団法人 神奈川県理学療法士会、一般社団法人 神奈川県作業療法士会 

参加人数   23 名（福祉部会員：6 名 一般会員：10 名 非会員：2 名） 

         （作業療法士会：1 名 理学療法士会：2 名 介護支援専門員協会：2 名） 

研修内容  【研修講義】 

〇地域包括ケアシステムの概要説明 

【ワークショップ】 

〇物件概要説明 

〇提案内容検討 

〇発表・質疑応答 

〇実際の改修内容の解説             

■参加者寄稿            

平成 29 年 2 月 18 日神奈川県建築士会主催、神奈川県介護支援専門員協会・神奈川県理学療法士会・

神奈川県作業療法士会の後援で「専門職連携～空き家再生ワークショップ」が開催されました。私は介護

支援専門員として参加しました。冒頭に基本的な地域包括ケアシステムについて簡単に話しをさせてい

ただきました。建築士のみなさまはよく勉強され、かつ理解されているようで、逆にもう少し深い話をし

た方が良かったのではないかと反省しております。研修のテーマ自体が介護支援専門員だけではやるこ

とのない内容であり、私にとっても建築士のみなさまと一緒に研修に（今回はファシリテーターとしてで

したが）参加するのは新鮮で、勉強になりました。実際はデイサービスと居宅介護支援事業に使用された

「空き家」がテーマでしたが、グループごと、地域に住んでいる人の時間軸で利用方法を検討したり、家

に遊びに行く感覚を大事にしたコンセプトで検討されたりと、建築物を通して地域が元気になる方策、い

わゆる地域包括ケアシステムを多職種で考える有意義な時間を過ごしました。残念ながら日程が介護支

援専門員が受講しなければならない法定研修関係と重なってしまったため、介護支援専門員の参加が少

なくなってしまったことは反省として残りますが、建築士会様との専門職連携の研修は継続していただ

きたく思います。ありがとうございました。（神奈川県介護支援専門員協会理事 三枝 公一） 

～技術支援委員会福祉部会2016年度第2回研修会～  

専門職連携～空き家再生ワークショップ 

「介護・福祉関係専門職と 

建築士の連携による空き家対策」   
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■参加者アンケートから 

〇自分の職種以外の方との GW は楽しかったです。 

〇ワークショップ方式はとても有効と思います。 

〇仕事の上ではあまり関係ないが、おもしろかった。（民生委員としての勉強） 

〇地域包括ケアシステムについて現在の各自治体での活動の進捗も含めて聞いてみたかったです。 

〇ワークショップは、他グループの様々な発表も参考になりました。 

〇建築士の方とお話しすることが出来、同じテーマでも切り口や展開の仕方が参考になりました。 

〇なによりテーマがとても良かったです。 

〇他班の発表が面白かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各班で事例検討 

■今後に向けて 

空家の問題がクローズアップされていますが、その空家を地域のために建築士・理学療法士・作

業療法士・ケアマネの各専門職でどう活用していくか意見を出し合うことはとても有意義な事だっ

たと思います。建築士の側からでは思いもつかなかった事や知らなかった地域福祉の問題点も知る

ことが出来、画期的なワークショップだったと思います。他職種の思いや考え方を知ることが出

来、国が抱えている問題を取り上げ各専門職で協力して取り組むことの大切さを実感出来ました。 
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■研修会概要 

実施年月日  2017 年 4 月 8 日（土） 

会  場   川崎市北部リハビリテーションセンター 百合丘障害者センター 

（川崎市麻生区百合丘 2-8-2） 

講  師   川崎市北部リハビリテーションセンター理学療法士：数野氏、小野寺氏 

目  的   〇リハビリ（機能訓練や動作訓練）についての知識のない人、初めての人に向けての

概要説明   

       〇リハビリ（機能訓練や動作訓練）の基礎知識、特徴、留意点についての習得 

       〇障がい特性による住宅改修それぞれのポイントの習得 

       〇セラピストによる福祉機器などの実技を体験 

協  力   （一社）神奈川県建築士会 川崎支部 

後  援   特定非営利活動法人 かわさき住環境ネットワーク 

参加人数   26 名（福祉部会員：6 名、建築士会＋川住ネット会員：7 名 建築士会員：13 名） 

参加費    会員：1000 円・非会員：2000 円 

研修内容   〇研修講義 

       〇機能訓練・動作訓練体験 

 

■参加者寄稿 

平成 29 年 4 月 8 日、開花が遅れたサクラが満開になる中、技術支援委員会福祉部会主催の『セラピス

トから学ぶ住環境整備のヒント』はサブタイトル、～障がいと福祉機器のバリエーションについて考える

～と命名され、小田急線百合丘駅川崎市北部リハビリテーション内百合丘障害者センターの施設を初め

てお借りした研修会を実施いたしました。この研修会は、座学からはじまり実際に補助器具を体験でき、

時には介護される側で補助器に吊られたり、時には介助者になって車いすを押したりする側に回れるも

ので、実際の器具を用いて使用する側、使用される側の気持ちになって参加者も体験できる、貴重な研修

会となりました。例えば、昇降リフトに乗って自分で操作したり、最新の可搬型階段昇降機に載って車い

すごと階段を上ったり下りたり、電動車いすに乗って U ターン。最新の補助器具を身近に、そして地域

支部の皆さんとも共通認識できる和気藹々の研修会となりました。半身まひを想定された浴室改修想定

の会場では、片腕片脚を縛られ不自由な状態での体験となりました。利用者が、何が不便なのかどこに何

がほしいのか理解できる機会も頂くことができました。このような研修会を通して、私たち建築士も利用

者の視点をより理解する必要があり、再確認できる研修会となりました。（川崎支部長 金子成司） 

 

～技術支援委員会福祉部会2017年度第１回研修会～                                                                                        

セラピストの視点から学ぶ、住環境整備のヒント                                               

「障がいと福祉機器のバリエーションについて考える」 
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■参加者アンケートから 

〇初めて見た器具（階段昇降機など）がありました。 

〇階段昇降機など未経験だったので大変参考になりました。 

〇スタッフの方も熱心に説明していただきありがとうございました。 

〇PT・OT の皆さんが熱心に説明してくださり、感謝します。 

〇前回にも増して多くの多くの機器に乗らせて頂き貴重な体験になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いす式階段昇降機体験 介護用リフト体験 

車いすでスロープ角度を体験する 装具の展示 

■今後に向けて 

今回の研修会は、川崎市の職員である川崎北部リハビリテーションセンターの方をはじめ、川崎

中部や南部の方など合計 11 名の方が講師として参加してくださったので、大変手厚いものとなっ

た。初めに座学で学び、その後に実際体験してみるという一番感覚がつかみやすい研修だったの

で、参加した建築士は皆、有意義な時間が持てたという感想を残した。また、事前に川崎支部とか

わさき住環境ネットワークに協力と後援を依頼した事で、川崎の方が多く参加してくださった事を

考えると、地域に出向き福祉の研修を行う事は、なかなか参加しにくい建築士に福祉の知識を広め

るいい機会なのかもしれないと思う。今後もシリーズとして続けていけたらと思う。 
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■見学会概要 

実施年月日  2017 年 6 月 17 日（土） 

会  場    UR 奈良北団地内（UR 都市機構、アビリティーズ奈良北総合ケアサービス） 

目  的   〇デイサービスや高齢者向け見守り住宅についての知識のない人、初めての人に向け 

の見学  

〇以前にサービス付き高齢者向け住宅を見学した事があるが、最近開設された施設を知

らない人に向けての見学  

〇最新のサービス付き高齢者向け住宅、デイサービスの意匠・仕様の見学  

〇平成 28 年度第１回見学会「ココファン横浜鶴見」との類似性や相違性の検証   

参加人数   22 名（福祉部会：５名、一般会員：12 名、 FJC：5 名、非会員：0 名） 

研修内容   〇研修講義 

〇デイサービスセンター及び施設概要説明（デイサービスセンターにて） 

〇デイサービスセンター及び高齢者向けみまもり住宅見学 

〇意見交換 

〇アンケート回収 

■見学者寄稿 

〇福祉部会ではより有意義な見学会・研修会にするため、事前勉強会、事後勉強会を行っております。 

5 月 16 日（火）に見学施設の概要、施設内におけるデイサービスセンターの位置付け、みまもり住宅の

概要及びみまもりサービスの内容についての事前勉強会を行いました。その上で見学会に臨み、7 月 20

日（木）に超高齢社会においての UR の役割・サービスの提供・周辺地域との関わり、高齢者向け住宅の

ニーズ、UR 賃貸住宅団地の地域の拠点としてのイメージ等についての事後勉強会を行いました。 

（熊澤徹） 

 

UR 都市機構（旧日本住宅公団）の賃貸住宅『奈良北団地』は、 

昭和 46 年の入居開始から約半世紀が経過し、居住者の高齢化が顕著なものとなりました。

そこで UR 都市機構は“Aging in DANCHI”（ずっと UR に安心して住み続ける）というテー

マのもと、18 号棟中 3 棟をバリアフリーに対応した高齢者向けみまもり住宅（≒サ高住）を

整備し、みまもりの拠点として『アビリティーズ奈良北総合サービス』を、通所介護の拠点と

して『デイセンターつどい奈良北』を整備しました。 

≪見学可能な施設内の設備≫ 

➀1、4、5 号棟の内、空室となっている高齢者向けみまもり住宅 

➁アビリティーズ奈良北総合ケアサービス      ⓷デイセンターつどい奈良北 

～技術支援委員会福祉部会 2017 年度第１回見学会～ 

ＵＲ奈良北「デイサービスセンター 
及び高齢者向けみまもり住宅」 
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〇高齢者みまもり住宅の整備により、同団地の空室率がかなり改善され、新たに整備した高齢者みまもり

住宅 28 戸中、25 戸が直ぐに埋まるなど、高齢者みまもり住宅に対する団地住民のニーズが高いもので

あると理解できた。高齢者の多くは要支援者であり、そのような高齢者が必要とするサービスは適度にバ

リアフリー化された住戸と、緩い見守り体制だと私は思う。その意味で奈良北団地の取り組みは高齢化社

会の実態に即したもので、とても評価できるとの感想を持った。（渡邉靖） 

 

■参加者アンケートから 

〇リフォームされたものが、見学でき、可能なもの、不可能なものが理解できてよかった 

〇介護用品（特に外国製品）を直接見られて、参考になりました。 

〇みまもり住宅の配布資料の写真が小さく、見にくかった。 

〇UR の改修内容と内覧ができ良かった。 

■今後、参加したい研修会・見学会は 

〇既存建物の改修・リノベーションによる高齢者施設 

〇利用者の様子や意見が聞ける見学会 

〇ほかの UR 高齢者向け施設整備の取り組み 

〇バリアフリーのまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デイサービスセンターにて研修 奈良北団地内一部外観 

団地内廊下 見守り住戸 2DK 見守り住戸内見学 

デイサービスセンター内浴室見学 

■今後に向けて 

UR 奈良北団地の高齢者みまもり住宅は、老朽化した団地の一部を再生し、かつ敷地内に介護サ

ービスや在宅安否確認サービスを行う施設とサービス提供事業者を誘致することにより、団地住

民の高齢化に対し一定の問題解決対策を行っている。今後の見学会では、UR の他団地での住民の

高齢化対策を行っているかなどを調べ、奈良北団地と比較検討することにより、より見学会参加者

の理解が深まると考える。 
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■研修会概要 

実施年月日  2017年11月25日（土）14：30～17：30（14：15受付開始） 

会  場   かながわ労働プラザ4Ｆ第11会議室（横浜市中区寿町1-4） 

講  師   アツミ電氣株式会社 第二営業部部長 石川拓伸氏 

       株式会社ライコム ホーム8事業部課長 関口浩氏 

目  的   〇福祉・介護施設の防犯・緊急通報対策についての知識のない人、 

〇初めての人に向けての概要説明 

〇防犯・緊急通報機器の基礎知識、特徴、留意点についての習得 

〇既存施設における防犯・緊急通報対策それぞれのポイントの習得 

〇防犯・緊急通報機器などを使用体験 

参加人数   10名 

研修内容   〇防犯・緊急通報機器の基礎知識や最新の情報を設備機器など 

〇実際の機器を使っての講義 

      

■事前勉強会 

＊研修会の前には福祉部会定例会時に事前勉強会を開いた。 

＊事前に勉強しておくことで、当日の研修内容がよく分かる。 

 

■参加者寄稿 

平成 29 年 11 月 25 日（土）、かながわ労働プラザで福祉部会

第 2 回研修会「福祉・介護施設における防犯・緊急通報対策」

～建築士が知っていれば、犯罪被害は防げるのか～を開催しま

した。今回は NPO 法人神奈川県防犯セキュリティ協会から 2 人

の講師をお迎えし、建築や防犯機器など様々な視点からお話し

いただきました。 

まず犯罪の未然防止のためには犯罪の機会を与えないことが

大切であり、施設や住民の心構えとして街路や窓からの見通し

の確保や隣接する建物からの侵入防止策などが紹介された後、

セキュリティ・システムについて、様々な機器・システムの特徴

や効果、設置や運用に当たっての留意事項など、施主に提案す

るに際してのポイントについてお話しがありました。そして近

年の福祉施設・病院での犯罪を通して見えてきた課題として、

～技術支援委員会福祉部会2017年度第２回研修会～ 

「福祉・介護施設における防犯・緊急通報対策」 

 

 

「防犯ガラスと防犯フィルム」 

についての勉強 
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防犯設計・防犯機器の充実、防犯マニュアルの作成、防犯

訓練の実施などを挙げられ、建築・機械・人の連携が大切

とのお話しを伺いました。続いて新しい防犯システムと

して IoT の進展を見据えたクラウドサーバーとスマート

フォンを活用するシステムの紹介があり、特に福祉・介護

施設においては、夜間を含む緊急時の職員間の連携強化、

施設の実情に応じた段階的導入、ソフトフェア更新によ

る可変性、経費の削減効果などの特徴について認識する

ことが出来ました。 

 実際のセキュリティ機器も研修会場に並べられ、これま

での武骨な製品と比べデザイン性に優れた屋内端末や小

型のネットワークカメラやセンサーが紹介され、また終

盤の質疑応答においては、システムの価格設定に始まり、

スピーカーとの連携、停電時の対処方法、住宅への導入

を想定した高齢者などへの駆けつけサービス、転居時の

取扱いなどに話題が及びました 

 研修全体を通して設計者としての防犯意識と最新のセ

キュリティ・システムについての知識を得ることができ、

今後、福祉・介護事業者の施設整備に際し、建築士とし

てこれまで以上に犯罪に強い施設設計が求められる中、防

犯設計に加え、最新のセキュリティ機器の知識や防犯マニュアルの作成などのソフト面への理解を深め

ることが、依頼主の信頼を得ていく上で大切であることを実感した研修会となりました。（児玉 卓） 

アツミ電氣株式会社第二営業部部長 石川拓伸氏 

株式会社ライコムホーム 8 事業部 関口浩氏 

 

■今後に向けて 

 昨年、福祉施設である「津久井やまゆり園」で殺傷事件があったが、どのような防犯・緊急通報

対策があれば犯罪が防げるのか、また既存の施設にはどのようにして機器を設置するのかなど、

NPO 法人神奈川県防犯セキュリティ協会から講師をお迎えし、防犯カメラや通報装置など実際の

装置を見ながらの研修を行った。 防犯の考え方や最新の防犯グッズなど、建築士として知ってお

くべき事などを学ぶ事が出来た。今後も知っているようで知らない事などを正しく学ぶことが必

要だと感じた。 
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■研修会概要 

実施年月日  2018年2月4日（土） 12：45～16：50（12：30受付開始） 

会  場   スカーフ会館ビル2階 第1会議室 （横浜市中区住吉町1-2） 

目  的   〇介護支援専門員、理学療法士、作業療法士等及び建築士の各業務内容 

及び利用者（施主）との向き合い方 

〇仕事の進め方の違いを理解し、協力して作業する事による相乗効果を研修する。 

〇賃貸住宅の原状回復を見据え、退院時の住宅改修適用判断を学ぶ。 

〇実例で多い脳卒中患者（片麻痺）とその家族が退院後に快適な暮らしが出来る住まい

について知識を習得する。 

 

参加人数   16名（ケアマネ：1名、OT：4名、PT：0名、建築士会：11名） 

研修内容   〇作業療法士の遠藤氏による講義「住宅改修の適用判断基準について」 

〇3グループに分かれてワークショップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ワークショップ中 OT遠藤氏による講義 

～技術支援委員会福祉部会2017年度第3回研修会～ 

「介護・医療・建築 連携ワークショップ」 

賃貸住宅に暮らす脳卒中患者の退院時住環境整備 

 

2 月 14 日に開催した研修会に御出席頂いた、神奈川

県作業療法士会 渋江様より下記の感想文をご寄稿

頂きました。課題に対し様々な意見を交換する事が出

来、改めて他職種の方々との連携の大切さを実感いた

しました。 
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■参加者寄稿  

平成 30 年 2 月 14 日、神奈川県建築士会福祉部の研

修会にて「賃貸住宅に暮らす脳卒中患者の退院時住環境

整備」が開催されました。 

神奈川県作業療法士会地域リハビリテーション部の

遠藤理事が作業療法士からみた住環境整備に関して御

講義され、その後賃貸住宅で生活されているケースの

退院時住環境整備に関して事例を通してグループワー

クと各グループからの発表が行われました。 

遠藤理事の講義では主に回復期リハビリテーション病

棟で中心に行われている退院前訪問指導にしてお話を

いただきました。住環境整備とは単純に段差を解消した

り手すりを取り付けるなど表面的な行為ではなく、対象

者の心身機能や活動レベルの予後予測や個人特性など

を踏まえて、生活の質を向上させる「一つの手段として」

実施されるべきものであるとのことでした。また退院前

訪問指導だけで改修をすべて解決しようとすると、後々

実は不要な改修になってしまったなどの事態を招く恐

れもあり、特に予後予測が極めて重要なこと、そして生

活期で介入するセラピストに思い切って任せてしまう

ことも手段の一つとして知っておくべきことだとお話

しされておりました。「住宅改修は対象者の自己実現の

ために行われるべきもの」との言葉には、遠藤理事の幅

広い経験に裏打ちされた重みを感じる時間となりまし

た。グループワークでは建築関係者及び PT・OT の多

職種グループが形成され、普段接することが少ない職種

の集まりということで非常に賑やかに進行されました。  

賃貸住宅の住宅改修とのことで「原状回復」がキーワードとなりましたが、木部には手すりが設置できる

ことが多く UR 住宅では許可されている事例があること、大家さんによっては改修に対して前向きに検

討してくださる可能性があること、手すりの部材によっては許可されることもある、吸盤式や磁力のある

手すりは外泊時や一時的な評価やデモンストレーションとして生かせることなどなどなど建築士ならで

はの知識が多く聞かれ、明日からの臨床でも生かせそうな知識を得ることができる有意義な時間となり

ました。（神奈川県作業療法士会 渋江 拓郎） 

 

 

 

 

 

 

 

ワークショップの課題図面 

ワークショップの課題図面 

 

■今後に向けて 

今回は、何か月も前よりPT・OT・ケアマネの専門職との打ち合わせを何度も行い、どのような

研修会にするか議論しながら進めてきた。参加人数としては少な目ではあったが、各専門職とお

互い話せたことがとても良いものとなったと感想を述べる方が多く、このような専門職連携の研

修会の必要性を感じた。 
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■見学会概要 

実施年月日  2018 年 7 月 24 日（火） 13：30～16：30 

会  場   株式会社ノダ横浜ショールーム（横浜市都筑区仲町台 2-1-19 コンドレア横浜 1 階） 

目  的   〇バリアフリーやユニバーサルデザインの住宅建材についての知識のない人、初めて人 

に向けての見学  

〇以前に住宅建材メーカーのショールームを見学した事があるが、最近開設されたショ

ールームを知らない人に向けての見学 

〇最新のバリアフリーやユニバーサルデザイン住宅建材の使いやすさを体感 

〇車いすや高齢者疑似体験スーツを使用してバリアフリー、ユニバーサルデザインを検証              

〇会員家族の小中学生に向けて、バリアフリー、ユニバーサルデザインを体験見学（夏休

み自由研究課題取組み） 

参加人数   29 名（大人：18 名（福祉部会 8 名、子ども部会 6 名｟内兼任：2 名｠、士会員：5 名、 

会員外：1 名、子ども：11 名） 

研修内容   〇受付開始・開会挨拶（45 分） 

〇ノダのバリアフリー・ユニバーサルデザインの取り組み説明（45 分） 

※小中学生は別プログラム（バリアフリー・ユニバーサル体験） 

〇展示見学、車椅子・高齢者疑似体験、いす式階段昇降機等体験（60 分） 

※小中学生は別プログラム（自由研究課題取り組み） 

〇質疑応答・意見交換：課題物件の実情（30 分） 

〇閉会挨拶・アンケート回収（15 分） 

 

■参加者寄稿・感想 

高齢者疑似体験をしてみて、こんなにも身体が動かないことに驚きました。目線が下がり、上の方が全

く見えず、目の前にある棚の出っ張りも見えず、少しの段差につまずき、足が上がらないので玄関の上り

框がとても高く感じました。手摺の必要性をとても実感しました。その人に合った高さで、適切な場所に

取付けることの大切さを実感しました。これからの住宅改修で今日の体験を活かして行きたいと思いま

す。自分で直に体験することで自信を持って提案することができるので、今日は本当に参加して貴重な体

験ができ良かったと思います。 

子どももまたこうした体験をしたいと言っています。高齢者疑似体験と車椅子が特に良かったそうで

す。おばあちゃんの気持ちがよく分かったとの事です。ワークブック作りも楽しかったそうです。乗り気

じゃなかった弟も楽しかったようで、昇降機の説明を意外にもよく聞いており、階段の曲がる所でも上が

れる所がすごいと言っていました。（氷室敦子） 

 

～技術支援委員会福祉部会 2018 年度第１回見学会～  

ノダ横浜ショールーム 

「バリアフリーとユニバーサルデザインを体験」 
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■参加者アンケートから 

〇高齢者の疑似体験が本当に参考になりました。手すり大事ですね！ 

〇医療関係者の目から見て、衝撃吸収フロアはうれしい商品だと思いました。 

〇実際に体験できるのは良い勉強になりました。 

〇子どもたちも参加できる会で良かったのではないか 

〇床材の感触が違っていて実感できた。 

〇子どもたちの体験は今からも継続して見学会や研修会を通して感じて行けると良い。 

〇ノダの方の対応も助力となり、良い研修会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修風景 

高齢者疑似体験 

■今後に向けて 

今回は夏休みのお子さんの自由研究にもなる企画として子ども部会の方々とコラボさせて頂い

た。11 名のお子さんたちが参加したが、終了後も車いす試乗を希望する子が列を作るなど、お子

さんたちの関心の高さに驚きと新鮮さを感じた。 大人向けは、株式会社ノダでバリアフリーやユ

ニバーサルデザインの仕事を展開してきた松本吾郎氏の講義の後、高齢者疑似体験スーツや車い

す、昇降機、自助具等幅広い福祉アイテムを体験した。今後も、お子さんとの取り組みや講義と体

験のセットになる研修会などを展開していきたいと思う。 

 

椅子式階段昇降機体験 車椅子体験 
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■研修会概要 

実施年月日  2018 年 12 月 1 日（土） 

会  場   スマートウェルネス体感パビリオン（横浜市鶴見区鶴見中央 4-38-1） 

講  師   慶應義塾大学 伊香賀俊治教授 

目  的   〇健康寿命と住まいの関係について、知識のない人、初めての人に向けての概要説明 

       〇健康寿命と住まいの関係についての基礎知識、特徴、留意点、ポイントの習得 

協  力   神奈川県建築士会 環境部会 

参加人数   20 名（福祉部会員：5 名、環境部会員：４名、神奈川県建築士会員：5 名、 

東京建築士会員：2 名、会員外：4 名） 

研修内容   〇慶應義塾大学の伊香賀教授による住まいと病気の関係につての講義 

       〇スマートウェルネス体感パビリオンにて断熱による住まいの暖かさなどを実体験 

        13：15  受付開始 

        13：30  開会挨拶 

        13：35  伊香賀教授による講義（ナイス本社 2 階大会議室） 

        14：50  案内動画等 

        15：05  休憩・移動 （スマートウエルネス体感パビリオンへ移動） 

        15：20  スマートウエルネス体感パビリオン見学 

        16：30  閉会挨拶・アンケート回収など 

 

 

～技術支援委員会福祉部会2018年度第1回研修会～ 

健康寿命を延ばす住まいとは  

 

（介護保険の概要と在宅サービス・施設に関

する研修会） 

「住宅改修ワークショップ」 

～なぜバリアフリーじゃない住宅が多いの？～ 

 

 

スマートウエルネスとは：エネルギー効率の良い（＝スマート）

と、安心と安全、健康に暮らせる（＝ウエルネス）の 2 つの性

能を持ち合わせた「人と環境にやさしい」ことをいいます。 
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■参加者感想 

 伊香賀教授から、様々な事例が紹介され、自宅の寝室 5℃の被験者がモデル住宅の室温 17℃で血圧が

32 ミリ下がったケース、低室温が脳の劣化、認知機能の低下につながるという調査結果などから室温と

健康の関係を理解出来た。また高齢になるほど室温低下による血圧上昇が大きく動脈硬化などの循環器

系疾患が起きやすくなるにもかかわらず、居間と脱衣所の室温調査で 18℃未満の居間が 56％、脱衣所が

90%と居間しか暖房しない実情が示され、ヒートショック対策の必要性を認識しました。 

 ナイスグループ・横浜市・慶應義塾大学が共同運営するスマートウェルネス体感パビリオン内の「くら

べルーム」は、外気側を 5℃、エアコンの設定温度を 20℃とした冬季の無断熱の部屋と高断熱の部屋が

再現されており、無断熱ルームはひんやりとし特に足元が冷たく体の熱が奪われる感覚なのに対し、高断

熱ルームは暖かく足元もひんやりしていない。床と

窓ガラスの表面温度を放射温度計で測定すると無断

熱ルームは床が 17.9℃、窓ガラスが 15.6℃であった

のに対し高断熱ルームはそれぞれ 20℃と 18.7℃と

なり、大人数が一度に入り普段より高いとのことで

あったが、その違いを数値で理解することが出来ま

した。またスマートウェルネス住宅 2 棟の見学では

放射温度計を環境部会の方にも持ち込んで頂き、モ

デルルーム内各所の測定を行いました。（児玉 卓） 

■参加者アンケートから 

 〇今まで学んできたことが具体的な数値でお話を聞けた事がとても良かった。 

 〇医学的な数字と建築環境との関係がよく分かり、住宅の断熱化について説得力がありました。 

 〇体感パビリオンについて、実感をもって研修出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今後に向けて 

 慶應義塾大学の伊香賀俊治教授を講師としてお迎えし、健康寿命と住まいの関係について様々な

実証データをもとにお話しいただくとともに、住まいの温熱環境を実体験しました。断熱住宅の普

及が健康寿命延伸の鍵であることを知り、建築主、建築士の役割が大きいと実感。またスマートウ

ェルネス住宅 2 棟の見学では放射温度計を環境部会の方にも持ち込んで頂き、モデルルーム内で

色々な所を測定。室内の温熱環境について実際に放射温度計で測定し把握できたことは大きな収穫

であり、それが依頼主への説得力につながることを実感した研修会となりました。今後も引き続き、

このような研修会を開催していければと思います。 
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■研修会概要 

実施年月日  2018 年 2 月 23 日（土） 

会  場   KCS アボード光明（横浜市旭区今宿東町 1602） 

目  的   〇サービス付高齢者向け住宅についての知識がない人、初めての人に向けての見学 

       〇以前にサービス付高齢者向け住宅を見学したことがあるが、最近開設された施設を知

らない人に向けての見学 

       ○サービス付高齢者向け住宅の意匠、仕様の見学（一部車いすを使用して見学） 

       〇平成 27 年度、28 年度、29 年度見学先の高齢者住宅との類似点・相違点を検証 

       〇介護タクシー車いす乗車体験 

参加人数     13 名（福祉部会員：5 名、東京建築士会員：3 名） 

研修内容   〇KCS アボード光明の共用部・居室見学 

       〇介護タクシー見学・体験 

        13：15  福祉部会員：鶴ヶ峰駅に集合 

        13：20  受付開始  13：30 受付終了し、会場に移動 13：50 頃会場到着 

        14：00  開会挨拶 

        14：15  施設担当者紹介挨拶・説明 

        14：50  A 班：高齢者向け住宅共用部・居室見学、B 班：介護タクシー見学・体験 

        15：30  休憩・移動 

        15：40  A 班：介護タクシー見学・体験、B 班：高齢者向け住宅共用部・居室見学 

        16：30  閉会挨拶・アンケート回収など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※サービス付高齢者向住宅とは 

  主に自立（介護認定なし）又は軽度の要介護高齢者が入居する賃貸住宅で、日中は生活相談員が常駐 

 し、入居者の見守りや様々な生活支援サービスが受けられるバリアフリー対応の施設です。 

～技術支援委員会福祉部会2018年度第２回見学会～ 

介護タクシー事業所併設サービス付き高齢者向け住宅 

「ＫＣＳアボード光明」 
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■参加者感想 

  介護タクシー事業所併設サービス付き高齢者向け住宅「KCS アボード

光明」を運営している「有限会社金沢ケア・サービス」の石河社長より、

「様々な年齢や介護の度合いが異なる方々が住まう『アパートにコンシェ

ルジュがいる施設』」とのご説明いただいた後、参加者が二手に分かれて

見学しました。 

介護タクシーへの乗車体験では、車いすに乗ると視線が高くなり視界が

狭まることや、緩やかに見えるスロープもバックで下ると怖さがあること

を知りました。当日は晴天でしたが、雨天時は介護士の方、介護される方、

双方の負担が想像以上であること、また、スロープを降ろした後の動線ス

ペースもかなり必要であることが分かりました。 

施設内見学では、様々な入居者の生活を想定して、洗面所周辺の空間や

スイッチ類の位置、引き戸の遮音性能、鍵穴や引手位置、ヒートショック

への対応等、豊富な知識と細心の配慮が必要であることを実感しました。 

 テナント利用者、建築士、オーナーと仲介業者、それぞれの「常識」が、

相手にとっての「非常識」となり、利用者と施設に働く方々が日々ご苦労

されているのを拝見し、心が痛みました。懇親会で「施主と施工者の想い

をまとめる建築士の責任は重大。」と伺いました。 

見学会後、「人が安心・安全に住めて、幸せになれる建築」とはどのよう

な建築なのか、という根源的問いに向き合い、研鑽を積みたいと考え、福

祉部会に入りました。（粟飯原律子） 

 

 

■参加者アンケートから 

 〇諸事情により事業者の意向にそぐわない部分のある建物だと伺っているが、設計者にとっては将来

的に継続利用出る施設であり続ける大切さを心得ておかなければと思う。 

 〇良かれと思っても実際に使ってみると不自由な点があるので打合せの大切さを改めて感じました。

言外の大変さを少しわかった気がいたしました。ありがとうございました。 

 〇設計者の考えと運営側の調整がとても大事だと思いました。 

 〇介護タクシーを初めて使用した。 

 〇乗っている人を降ろす時がとても難しい（不安感を与えるのでは） 

 

 

 

 

 

 

 

■今後に向けて 

 今回訪問させていただいたサ高住は、オーナー、仲介業者、建築士、利用者のそれぞれの思いが

通じていない部分の多い施設で、具体的な問題点などを聞く事が出来て大変勉強になりました。ま

た、車いすに乗って介護タクシーに乗り込む体験では、介護する方、介護される方の気持ちを実感

する事が出来たと共に、スペースの必要性やスロープの勾配を体感として得る事が出来たと思いま

す。今後も引き続き、このような研修会を開催していければと思います。 
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■研修会概要 

実施年月日  2019 年 10 月 5 日（土） 13：30～16：40 

会  場   日本丸訓練センター（第 3 会議室） 

講  師   一級建築士 工学博士 川内美彦氏 

目  的   〇建築士として、バリアフリーの現状と今後について学習し、設計業務を通して社会に 

貢献できるよう知識を広げる。 

〇「横浜市福祉のまちづくり条例」増補版の内容把握。 

参加人数   21 名 (福祉部会員：8 名、東京都建築士会員：1 名、千葉県建築士会：1 名) 

研修内容  【研修講義】 

〇東京オリンピック・パラリンピックに向け、現状のバリアフリーの問題点、課題につい

て考え、さらなる高齢化社会に向けてのまちづくり、環境づくりについて 

〇「横浜市福祉のまちづくり条例」増補版の、制作背景と条例の解説 

 

まずは横浜市建築局の松永克也担当課長補佐及び健康福祉局

の山田和子担当係長より福まち条例施設整備マニュアル（増補

版）の解説、そして東洋大学人間科学総合研究所の客員研究員で

ある川内美彦氏による「オリパラとユニバーサルデザイン」につ

いての講演。私は横浜市福祉のまちづくり推進会議の委員として

川内氏といつも同席しているのですが、会議での先生の説明は的

確で、国の政策にも精通され、福まち条例の考え方をより理解す

る上で今回のような研修会でお話をぜひお聞きしたいと思って

おりましたので、大変良い機会となりました。 

講演では海外の事例を視覚的に説明され、日本はまだまだ立ち

遅れている状況を理解することができ、サイトラインの確保など

差別解消や、ユニバーサルデザインの課題を捉えることができた

のではないかと思いました。ただ残念ながら参加者が少なく、も

う少し福まち条例や施設整備マニュアルについての疑問などの質疑も出てほしかったと感じました。特

に施設整備マニュアルの改訂は福まち推進会議で公募委員や当事者団体、事業者、学識経験者による議論

が重ねられており、マニュアルの行間というかエビデンスというか、この研修から福まち条例を通してユ

ニバーサルデザインを見つめ直す良い機会になり得たはずですが、いずれにしてもオリパラを目前に控

～技術支援委員会福祉部会2019年度第1回研修会～ 

東京オリンピック・パラリンピックに向け 

バリアフリーについて考える及び「横浜市福祉 

のまちづくり条例マニュアル」増補版の解説 

 

「介護保険制度」   

 

（介護保険の概要と在宅サービス・施設に関

する研修会） 

「住宅改修ワークショップ」 

～なぜバリアフリーじゃない住宅が多いの？～ 
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え、大変有意義な研修にはなったのではないかと思いました。ありがとうございました。（下村 旭） 

 

 

 

 

■参加者アンケートから 

〇日本の法整備の遅れを実感した。技術面が進んでも障がい者の立場に立った対策が要求される。 

〇予想以上に実りある研修でした。川内先生の海外の事例も視覚的に説明していただき理解が増した。 

〇川内先生のお話は厳しいというより、むしろ当たり前になってほしいと思いました。まだまだ日本の

対応の遅れを海外事例を基に使用してくださりとても納得しました。ありがとうございます。 

〇アクセシビリティの考え方が勉強できて参考になった。 

〇障がいを理由とする差別の解消や、サイトラインを確保するという事が実現できることが嬉しいです。 

〇おもてなしの国と言われているのに、少しも障がいのある方にやさしくない国だと分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

川内美彦氏の講義 

■今後に向けて 

川内先生の海外の事例やご自身の体験談などをお聞きし、日本はまだ法整備とその実態のギャッ

プなどが進んでいないと実感しました。サイトラインを確保するなど建築士に課せられる課題は多

く、差別解消法の理解が必要だと思います。今後も障がい者の立場に立った対策が出来る建築士を

増やすため、研修会や見学会など様々なアプローチをしていきたいと考えます。 
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■研修会概要 

実施年月日  2021 年 2 月 13 日（土） 13：00～17：00 

会  場   各個人宅・勤務先等 

講  師   一級建築士・介護福祉士・介護支援専門員・福祉用具プランナー 畠山正広氏 

       神奈川県理学療法士会副会長 久保木あずみ氏 

神奈川県作業療法士会理事 遠藤陵晃氏 

目  的   〇理学療法士、作業療法士、その他介護関係職種及び建築士の各業務内容及び 

利用者（施主）との向き合い方、仕事の進め方の違いを理解し、協力して作 

業する事による相乗効果を研修する。 

    〇今回の研修を通し、今後の各自の業務に対する視野を広げる。 

参加人数   16 名 (福祉部会員：7 名 一般会員：3 名 非会員：6 名) 

研修内容   【研修講義】 

〇建築士による改修例についての講義 

〇理学療法士による講義（脊髄動静脈奇形による麻痺について） 

〇作業療法士による講義（介護負担の軽減について） 

【ワークショップ（2 グループ）】 

〇課題内容・質疑事項確認 

〇解決策・改修方法の検討 

〇発表 

【講評・実際の改修内容の解説】 

 

2021 年 2 月 13 日(土)、今年度第 1 回研修会「専門職

連携「住宅改修ワークショップ」をオンラインにて開催し

ました。コロナ禍で活動が制限される中、福祉部会として

何が出来るのかを模索し、Zoom を活用して以前から何度

も開催実績のあるワークショップに挑戦してみようとい

う試みです。 

課題は「ご主人に脊髄動脈奇形があるご夫婦の住宅改

修」で、研修会は 2 部構成になっています。前半は今回

の課題に関連した講義を建築士の畠山正広氏、理学療法

士(PT)の久保木あずみ氏、作業療法士(OT)の遠藤陵晃

～技術支援委員会福祉部会2020年度第1回研修会～ 

「専門職連携 住宅改修ワークショップ」 

「医療・介護・福祉関係専門職と 

建築士が一緒に行う住宅改修の提案 
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氏に御登壇頂き、後半は 2 グループに分かれてワークショップを行い、グループ毎に発表をし、講評、

実際の改修内容の説明を行うというものです。（熊澤 徹） 

 

■参加者アンケートから                       

〇建築士目線で大きな改修の提案が出来ることが     

とてもいいと感じた。 

〇他分野の専門職の方の意見、考え方が大変参考となり

ました。 

〇ワークショップの後に、実際の改修工事の報告が聞け

る構成は、非常に参考になりました。 

リハ職の方はじめ、多職種の方の参加が増えると、さら

に勉強になる研修会になると思いました。 

〇Zoom でここまでのことができたので、さまざまな

方面で可能性が広がると思う。 

〇実際の事例は大変参考になるので今後も多職種連携

WS を続けられればと思う。 

〇福祉部会のこうした活動を理事等がきちんと理解し

ていないのが大変残念。もっと PR すべきでは？ 

〇通信環境の為、途中退席となりましたが、プロジェク

トチームとして行うワークショップは、大変良い体験に

なりました（最後まで参加したかったです。） 

 

 

図面内に参加者の改修プランを書き込み検討中 

講師の事例を画面で共有 

事例を検討 

■今後に向けて 

今回初めて Zoom によるオンライン研修会を開催したが、部会員の努力により無事に終わる事

が出来ました。今回のオンライン研修会では、講義の共有は問題なく、グループ毎のディスカッ

ション、コミュニケーションもそれなりに取る事が出来ました。しかし 1 つの図面にみんなの意

見を反映する事は難しかったです。コロナ対策として三密を避けるためだけでなく、オンライン

であれば離れていても参加出来ます。関西や九州からでも参加可能です。今回の研修会で得たノ

ウハウを活用し、新しい形の研修会等が開催できるのではないでしょうか。今後の展開に可能性

を感じました。 

 

 

2 班に分かれて改修案を意見交換 
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■見学会概要 

＜事前勉強会＞ 

実施年月日  2015 年 10 月 7 日（水）18：00～18：30 

会  場   神奈川県建築士会事務局サロン（神奈川建設会館 5Ｆ） 

＜見学ツアー＞ 

実施年月日  2015 年 10 月 8 日（木）10：00～12：00 

会  場   東京ビッグサイト東展示ホール 

 

■見学ツアー感想報告                      

 10 月 8 日（木）、東京ビッグサイトで行われていた国際福祉機器展の見学ツアーへ参加しました。第一

印象は、とにかく人人人。・・・すごくたくさんの人。いろいろな福祉機器に乗せていただきました。実

際に見て触って乗って感触を確かめると、カタログで見るだけよりいろいろな事が分かります。想像して

いた使い心地とは全く違っていたり・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私にとって印象的だったものとしては、入浴のキャリー各種（壁付けタイプ、天井吊タイプ、電気を

使わないもの等）、スタイリッシュでカッコイイ手すりとか、近未来的な洗面シンクとか、浴槽で沈水

を検知した場合、知らせるだけでなく素早く水を抜くシステム中でも、一番驚いたのは見学ツアー終了

後に偶然見た「ロボット便座」、なんと便器の中にアームが伸びてきてお尻を自動で拭いてくれます。

これからの福祉機器や住宅改修部材などは、機能はもちろん見た目のデザイン力などが進化して、どこ

にあっても違和感がなく街や建物そして人間と共存できるステキなものが増えていくのでは？と思いま

した。（松田典子） 

～技術支援委員会福祉部会2015年度見学会～ 

「国際福祉機器展H.C.R.2015」見学ツアー    

 

（介護保険の概要と在宅サービス・施設に関

する研修会） 

「住宅改修ワークショップ」 

～なぜバリアフリーじゃない住宅が多いの？～ 

 

 

移動リフトに乗ってみる 階段昇降機を体験 
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■見学会概要 

実施年月日  2017 年 9 月 27 日（水）10：00～17：00 

会  場   東京ビッグサイト東展示ホール 

参加人数   5 名（福祉部会：3 名、FJC：2 名） 

 

 

 

 

■見学ツアーについて 

FJC ﾈｯﾄﾜｰｸ東京のメンバーと一緒に展示会を見学。 

最新機種や気になった機器など各自から意見を持ち合い情報交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京ビッグサイト入口付近 

～技術支援委員会福祉部会2017年度見学会～ 

「国際福祉機器展H.C.R.2017」見学ツアー 

   

 

（介護保険の概要と在宅サービス・施設に関

する研修会） 

「住宅改修ワークショップ」 

～なぜバリアフリーじゃない住宅が多いの？～ 

 

 

広い展示場内 トイレのレイアウトを見る 

■今後に向けて 

H.C.R.（国際福祉機器展）は、ハンドメイドの自助具から最先端技術を活用した介護ロボット・

福祉車両まで世界の福祉機器を一堂に集めた国際展示会である。障がい者・高齢者は一人ひとり身

体の状態が異なる。今年はより個々の状況に対応しようとする機器が増えてきたように思う。また

スマホ等を使った在宅における見守りサービスの展示もされており、地域包括ケアシステムに向け

た取り組みが進んでいることが伺えた。 



 

36 

 

 

■見学会概要 

実施年月日  2019 年 7 月 27 日（土） 13：30～17：00 

会  場   パシフィコ横浜 展示ホール D 

講  師   横浜市リハビリテーションセンター研修開発部工学技士 西村氏 

目  的   〇リハビリテーション・福祉の総合イベントに参加し、最新情報の習得と体験を通し、 

建築士としての知識を深め、今後の設計活動に役立てる事を目的とする。 

参加人数   6 名 (福祉部会員：3 名 東京都建築士会員：1 名 会員：1 名) 

研修内容  【会場見学・ワークショップ準備】 

〇横浜リハビリテーションセンタ―西村氏による会場全体説明 

〇会場見学・福祉機器体験 

【ワークショップ】 

〇図面に福祉機器の種類及び選定理由を記入 

〇各自改修内容を整理・発表 

〇意見交換 

  

～技術支援委員会福祉部会2019年度第1回見学会～ 

「ヨコハマ ヒューマン＆テクノランド」体験ツアー 

 

「介護保険制度」   

 

（介護保険の概要と在宅サービス・施設に関

する研修会） 

「住宅改修ワークショップ」 

～なぜバリアフリーじゃない住宅が多いの？～ 

 

 

■今後に向けて 

今回見学させていただいた福祉関連展示会では、住環境のユニバーサルデザインについて最新

情報を得ることができ大変勉強になりました。また実際の福祉機器を体験出来たことは大きな収

穫でした。見学後に、体験した機器を採用することもイメージし、改修プランを提案するワークシ

ョップ・意見交換会を実施しました。バリアフリー改修では現状対応だけでなく、将来のニーズも

組み込んでおくことが大切ですが、実際には依頼主への説明が難しいことも再認識させられまし

た。今後も建築士として依頼主への提案につなげられるよう、このような研修会を開催していけれ

ばと思います。 
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2010年頃から福祉部会の活動に参加し、

部会員となり、何故か部会長になりまし

た。福祉部会のイベントに参加するまでは

全く建築士会の活動にも参加して居りま

せんでしたので、部会の運営方針等どうし

たら良いか戸惑うばかりでした。先輩部会

員の方々に助けられたお陰で、何とか務め

を果たして来られたと思っております。本

当にありがとうございました。（熊澤 徹） 

 

「建築」の範疇にない「福祉」・「医療」・「介

護」という分野を学んできました。車いす、

認知症、片麻痺、アスペルガー、介護保険、

脊髄損傷、自助具・・・だけど、「福祉」は

知識や技術だけで足りるものではない。

「福祉」の思いは重い。「しあわせ」と「し

あわせ」が重なって「福祉」となる。福祉

部会の活動を通して、「建築」に「福祉」の

思いが活きることを知り、深く感謝してい

ます。（月出正弘） 

私が 9 年前に脳幹出血で倒れた時、医療

だけでなく福祉や介護など様々な分野の

人々が連携して病人を救っていく過程を

経験しました。リハビリ療養を経て復活し

た私はこの経験を建築士として活かすた

めに日々進化していくたくさんの情報と

知恵を福祉部会で学んでいます。高齢にな

っても幸せに暮らすための環境作りを学

ぶのは今のうち。福祉部会の役割は大きい

と実感しています。（松田典子） 

高齢化社会の問題に取り組むようにな

って長いのですが、この先も住まいや暮ら

しやすいまちを考える時には建築だけで

なく関連する専門家との連携がカギを握

ることに変わりはないでしょう。時代は超

高齢社会へと移行しつつあります。福祉部

会で実施してきた研修はこれからも社会

に必要とされていると思います。新しい技 

術や制度など勉強することはたくさんあ

りそうです。（佐藤里紗） 

 

子育て真っ最中に、女性部会福祉分科会

の勉強会に参加したことから福祉部会に

かかわるようになりました。その後介護保

険制度ができ世の中の意識が変化する中

自身も年を重ね、住まいや街への配慮の重

要さをより感じています。建築に携わる上

で必要な経験、知識を学ぶ場として建築士

会が今後もその役割を果たしていかれれ

ばと思います。（氷室敦子） 

 2017 年の UR 奈良北デイサービスセン

ターの見学会に参加し福祉・医療と建築の

関わりついて知りたいと思い、福祉部会へ

迎え入れていただきました。最近、自宅の

バリアフリーを考えるようになり、依然と

してバリアがあることに戸惑い、様々な

方々との関わりのなか試行錯誤していま

す。これからも様々なバリアフリーな空間

への理解を深めたく、微力ながら福祉部会

の活動に取り組んでいきたいと思います。

（児玉 卓） 

2018 年 12 月に建築士取得。2019 年 2 月

サ高住見学会で介護タクシー車いす乗車

を体験し、「さろん」に感想を寄稿、福祉部

会に入りました。2021 年 zoom ワークショ

ップではファシリテーター補助を担当。

PT・OT の方々のご意見を伺い、2030 年に

は 50 歳以上が半数となる日本で、「誰もが

幸せになれる設計」について学ぶことがで

きる場が、福祉部会の活動にはある、と痛

感しています。（粟飯原律子）  

バリアフリー・ユニバーサルデザインと

いう言葉や概念が日本に広まってから久

しい。日常生活では、ハードもソフトサー

ビスも変化・進化してる様に見えますが、

身近では、障がい者・高齢者のニーズ変化

の把握がまだまだ足りず、どの様に自分自

身が向き合っているかが問われていると

感じています。部会で長年研修を重ねなが

らも、高齢化への対応の難しさに対し、医

療関係者を含めた他職種との連携がいか

に大切かを実感しています。（黒田協子） 

＊＊＊福祉部会の活動を振り返って＊＊＊ 
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