
2018 年 6 月 1 日 

M18HB001 粟田美樹 

 

全学共通「人間と居住環境」連続講義 

第２回「福祉転用からみた地域再生」加藤悠介氏 授業レポート 

 

・気づいたこと 

これから建築業界に求められることは増え続ける空き家ストック活用が主なのだと思っていましたが、そ

れに加え、まちの中でコミュニティを促す場を考える際、若者の集う場を提案するだけではなく「福祉・

医療関連施設」に焦点を当て真っ先に取り組むべきなのだと分かりました。 

またそういった施設タイプにも集中したケア拠点となるもの、地域に分散するものがあります。それらを

使い分けるためにはどういった類の福祉用途がどれだけの人口に求められているか、施設に使える敷地の

状況はどうか（空き家が多いと分散型・廃校が多いならば校舎のコンバージョン、跡地に新築でケア拠点

とするなど）、周辺住民の福祉に対する理解はあるかといったように、多くの項目について総合的に考え

る必要があります。そこで最適解を導き出すためには上辺だけの調査ではなく、真に地域に寄り添うこと

が求められると感じました。 

 

 

・取り組むべきこと 

私は院終了後、住宅の設計に携わりたいと漠然と考えています。福祉について特化した専門職というわけ

ではありませんが、それでも出来ることはエイジングプレイスに貢献することかと思います。 

福祉の対象は高齢者・障害者・子供等さまざまですが、それらの対象者が住み慣れた地域で住み続けられ

るように、かつての「家庭」と「地域社会」の垣根が低いコミュニティを目指して、住宅がプライバシー

のために閉ざすばかりではなく地域に対して寛容であるが住み心地や落ち着ける居場所も担保されるよう

な、そんな住宅が増えればご近所付き合いもまた違ったものになり地域がよい方向に向かう気がします。 

また、同時に住宅を単体で捉えたときにも、それらの対象者ができるだけ不自由なく過ごせて、かつ同居

するご家族にも負担の少なく、バリアフリーの構造がいくつも意味を持つような魅力的な住宅を提案でき

るよう、福祉の問題について真摯に向き合うべきだと思いました。 

 

 

・感想 

学部で設計課題を行っていた頃は「保育園は老人憩いの家もあるし、福祉施設だから福祉をしっかり考え

よう」「木造意匠設計や集住課題は好きなように住人設定して自由にやろう」といったように、福祉はあ

る一部の建築でしか深く考慮しなくてよいものだと思っていました。しかし今回の講義で、住宅でも複合

施設でも「地域」という広い目で見れば何らかの形で福祉と関わり切っても切れないものなのだと分かり

ました。それほど、福祉とは多様な意味をもつ言葉なのだと改めて感じました。 



【居住福祉計画特論】 
 

M18HB002 

池田裕美子 

① 講義で気づいたこと 

一般住宅は、段差や階段などがあり、ユカ座であったりと若い人は住みやすくても、高

齢者になり支援が必要になるとそれに応じて住宅をバリアフリー化したり、老人ホーム

を利用したりという支援レベルを階段状に上げていかなければならないが、今は住宅を

建てる際に最初からシニアモデルとしてバリアフリー化がされた住宅を建てることが標

準化されつたあるということ。住み慣れた地域や家に住み続けるということは、都市の過

疎化の進行や人口減少の防止につながり、地域で高齢者を支える仕組みが整う街になる

のだということ。 

以前、この授業で訪問した泉北ニュータウンで、団地が老朽化し、住んでいる人たちも

高齢化していることが問題になっていたが、住んでいる人たちは、たとえ団地が高齢者に

とって住みにくい環境だったとしても最期までここに住み続けたいと思っている人がほ

とんどだということを話に聞き、地域に住み続けるということについて改めて考えさせ

られた。 

 

② これから取り組むべきこと 

公立小学校の廃校が問題になっているということだったが、私の通っていた小学校も

廃校になったのを思い出した。通っていた小学校が廃校になることはとても寂しいこと

であるし、せっかくの大きな建物をなくしてしまうのはもったいない。内装や設備を改装

するなどして、地域で使えるコミュニティ施設等として新しく使うのはどうかと思った。  

地域というのは校区を中心として形成されているため、小学校というのはその地域の

人たちにとってもアクセスしやすい場所にあるの考えられるため、その広い土地や建物

を地域の交流のためにもっと有効活用できるのではないかと考える。 

 

③ 感想 

空き家問題や、地域居住のことについて様々な視点から考えさせられた。特に廃寺を温

泉にリノベーションしたというのは、とても面白いアイディアだと思った。都市が近代化

したり、高齢化したり、過疎化することにより使われなくなる建物はたくさん出てくるが、

どのようにしてその建物を工夫し使うかがこれからの建築の 1つの課題だと思う。 

私達世代は、新しく画期的な建物を生み出すこと以外にも、今ある建物を使い続ける、

新しい用途として生まれ変わらせるという技術ももっと学んでいかなければならないと

感じた。 



人間と環境 

加藤悠介氏による「福祉転用からみた地域再生」の講演を聞いて 

平成30年6月1日 

生活科学研究科 修士1回  

M18HB003 太田有美 

 

 

(1)気づいたこと 

今後、大量生産、大量消費型の社会ではなく、あるものを長く使う社会が重要となる。高齢

化が進むにつれ、高齢者を１つの施設が１度に見守ることは難しくなり、小さなコミュニティ

で高齢者を見守ろうという動きがある。これは、昔の日本の家族で高齢者を看取るという考え

方を根底に、あたらしく地域が家庭となるような形で高齢者を看取るという考え方に移行して

きていると考える。 

地域居住の考え方や地域包括ケアシステムには、地域ニーズの差がある。そして、その地域

差を解決せずには、地域再生を進めていくことは困難であると考える。 

 例えば、三重県の美杉町は、過疎地で高齢化も進んでいるが、移動には車が必要であり、後

期高齢者でさえ、車に乗らなければ生活できない現状がある。このことから、過疎地では、区

域ごとに分散型ケア拠点を設けるが、その拠点に機能を集約させることが必要だと考える。 

高齢者や障がい者を「排除」することから「包括」するための移行として、少人数での施設

の利用方法や支援方法の計画だけではなく、地域の特徴に応じた計画を進めていくことが重要

だと考える。 

  

(2)これから取り組むべきこと 

前述したように、地域居住を取り組んでいくためには、各地域の特徴に応じた取り組みが必要

であると考える。 

地域福祉を実行しようとしている地域について、都市部や中山間地域などの属性分類を行う。

具体的に、公共施設利用が多くみられる地域なのか、観光地化していて商店街などの集まる場

があるのかなどについて、住民がどのような生活を行っているのか分類する。 

また、高齢化率、障がい者の数、空き家の数、福祉サービスの現状などの調査と何を必要とし

ているのか、探る。 

空き家の福祉転用に対して、何が求められているのか、地域住民との話し合いをする必要があ

る。 

話し合いから必要であるとされた施設の計画をする。しかし、施設をただ設置するのではなく、

その地域の居場所となるような場の形成をしなくてはならない。そうすることにより、高齢者

や障がい者ではない住民のついで利用も期待できることから、住民同士の交流が増え、地域福

祉をすすめていくことができると考える。 

 

(3)感想 

私たちは、時代の変革期にいると思う。これまでの高齢者や障がい者を排除し、「大きな箱」

に閉じ込めておくような時代ではなく、地域ぐるみで高齢者や障がい者を支援していく時代へ

と変化している。そんな時代の変革期にいて、尚且つ居住環境という利用者視点で暮らしに関

わることを研究している我々は、物事の本質を見極め、地域福祉として本当に求められている

ことを、明らかにしていくことが大切だと感じた。 



居住福祉計画学特論 2018 年 5 月 25 日 

M18hb004 熊本崇人 

 

「福祉転用からみた地域再生」加藤悠介 

 

（1）講義で気づいたこと 

地域住民同士の希薄化が進む中で、かつての商店街や住宅地のような小さな町の拠点づくりを求められて

いることに気づくことができました。 

その中で、講義中にお話しされた街を変えていく為に、地域に住み続けるための工夫、集中して配置され

ていた地域のケア拠点を分散しながら増やしていくこと、コミュニティの力を上げていくことが今後のま

ちづくりにおいて重要だと深く感銘を受けました。 

ただ生活の機能性や生活のしやすさを作っていくのではなく、街にとって何が必要で住民たちにどんな影

響があるのかをより深く考え、街を改修していく重要性に気づくことができました。その方法として、現

在では福祉の観点からまちを良くしていくこと。住民たちにとって新しく改修されるものが、地域コミュ

ニティを作り出す仕組みといった何かしらの付加価値を付けながら町全体が少しづく変わっていることに

気づくことができました。 

（2）これから取り組むべきこと 

高齢者や障碍者といった福祉の問題を解決するためにまちを良くしていく必要はありますが、街に住むの

は高齢者だけではなく、若い人や外国人といった多世代の人々も暮らしています。今後は町のニースに合

わせ、多世代が使用できるような拠点づくりが必要になってくるのではないかと考えます。 

多世代の関係が生まれる街づくりが行われることで多世代交流が生まれ、戦後の暮らし方のように、自分

ができないことを他人が助けてくれる。こういった小さな助け合いや小さな関係性のある暮らしが生まれ

ていくことが地域コミュニティを再び作るきっかけになっていくのではないかと思います。また、こうい

う関係性は町の魅力へと変わっていくようにも思います。 

こういった関係性を作るためにも今後、建築家は町に対し広い視野を持ち、街に何が必要でどう解決して

いくべきかを考えて拠点を作っていき、人と人とをつなげていくような場所づくりが必要だと思います。 

（3）感想 

未来のことを考えた街づくり、その一つの可能性として福祉からできていく可能性を知れ、とても勉強に

なりました。講義の中で、新しい発見と福祉の観点から考える街づくりがこんなにも必要とされているこ

とを再度実感することができました。福祉から行う街づくりは大学院になってから知る機会が増え、興味

があるので事例に上がっていた改修事例は行ってみたいと思います。ありがとうございました。 

   



居住福祉計画学特論 2018.05.25.(金) 

M18HB005 近藤 玲 

全学共通「人間と居住環境」連続講義〜エイジング・イン・プレイスと福祉転用」 

(2)「福祉転用からみた地域再生」加藤悠介さん(金城学院大学准教授) 

[1]講義で気付いたこと 

	 	 今まで、人口減少と少子高齢化の問題を一緒に考えることが多かったのですが、今回の講義を聞いて高齢者の人口は年々

増加しているので全く逆の問題であるということに今更ながら気付きました。高齢者の居場所が足りていない、老後生活のケ

ア不足等、”不足”が多いのだと改めて認識できました。これまでも「空き家の福祉転用」について講義を受けたり、書籍の出

版記念イベント等でお話を聞く機会も何度かありましたが、いつもどこか現実味が無いような、とても困難なような気がして

いました。しかし今回、地域居住を支える要件として「コミュニティの力」を挙げられており、地域力の再生が必要であると

いうお話を聞いて、今まで感じていた違和感がここにあると気付きました。私は現在千里ニュータウンに住んでいますが、地

域交流がほとんどありません。自分の住んでいる地域での実現が想像できず違和感を感じていたのだと思います。地域のコミ

ュニティ力の再生こそが最大の問題であると強く感じました。 

[2]これから取り組むべきこと 

	 	 まず、福祉転用について成功例・失敗例共にこれまでの事例を多く知り研究していくことから取り組んでいけたらと思い

ました。まだまだ学び始めたばかりで知識・経験共に足りません。あと 2年間の学生生活で多くを学べたらと思います。ま

た、現在長屋の福祉転用プロジェクトに取り組んでおり、地域に必要な福祉や地域コミュニティの鍵は何かをよく考えながら

良いものを作りたいと思います。 

	 自分が住む地域でのコミュニケーションも積極的に取って行こうと思います。小学校での行事をはじめ、自治会の活動など

に参加し地域の人との交流を持ちたいと思います。その中で新しいコミュニティのあり方を見つけたいです。そして自分の両

親ももうすぐ定年をむかえるので、両親の老後の生活が良くなるためにも今後の福祉を考えていきたいと思います。 

[3]感想	 	  

	 	 改めて福祉転用の講義を聞くことができて、今取り組んでいるプロジェクトにおいて考える上でもとても役立つお話もあ

り、自分の中の違和感にも気付くことができたので大変面白かったです。今後、建築業界において福祉転用が重要になり、大

きなシェアをしめていくということも見えました。学生のうちに知ることができて幸運だと思いますし、活かしていきたいで

す。今回は貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。 



居住福祉計画特論 2018  2018.05.25 

 

加藤悠介さん(金城学院大学准教授)による講義を受けて 

 

大阪市立大学生活科学研究科 

M18HB006 後藤佑理子 

 

講義で気づいたこと 

少子高齢社会や人口減少が問題視される現代日本において、今後福祉・医療関連施設がコミュニティ

の中心になっていくことは自然の流れである。建築や住宅を学ぶ身としてはこの流れをよむことは必然

として求められる。 

講義で「地域包括ケアシステム」について紹介されたが、この考え方には大変共感した。 

箱ものの大きな医療機関や福祉施設については以前から違和感を覚えていた。とくに老人ホームと呼ば

れる特別養護老人ホームなどは、地域の

外れに大きな箱を作り、行き場がなくな

った高齢者を仕方なく詰め込んでいると

いうイメージがある。しかし、それでは高

齢者にとっても地域にとっても豊かな福

祉とは言えない。その点、地域包括ケアシ

ステムは地域に福祉施設を点在させ、自

然と生活に福祉を入れ込む。こうするこ

とで介護福祉士に任せきりだった高齢者

の介護も地域全体で取り組むことができ

る。 

 

これからの取り組むべきこと 

 しかし、地域全体で高齢者の介護に取り組むには多くの壁がある。高齢者の介護とひと言で言っても

実際には容易ではなく、介護する側の肉体的、精神的負担も大きい。それを介護福祉の資格も所持して

いない素人が血縁者でもない高齢者の介護をするとなると実現するのは難しい。更に、福祉施設を地域

に点在させたとしてもそこに住む人が必ずしも高齢者に関わるとは限らない。 

 では、いかにして地域包括ケアシステムを円滑に実現させるのか。これは住人ひとりひとりの意識を

変えていくことに他ならないと私は思う。建築的操作や行政的支援だけでは限りがある。ひとりひとり

の意識を変えるにはそれなりの時間と労力がかかるだろう。しかし、そこを惜しんでいては実現するこ

とも仮想のままに終わってしまう。地域包括ケアシステムは今後の我々の努力次第だと思った。 

 

感想 

 講義中に「地域包括ケアシステム」を実践している事例をいくつか紹介していただいた。当事者・福

祉受動者・地域の連携がちゃんと成立していたように思えた。今後もこのような事例が増えていけば周

囲の意識も変わるだろうと考える。 

 



居住福祉計画特論 2018  2018.05.26講義 

M18HB007 阪口由佳 

 

「全学共通「人間と居住環境」連続講義〜エイジング・イン・プレイスと福祉転用」 

(2)「福祉転用からみる地域再生」 

加藤悠介氏（金城学院大学准教授） 

 

1． 講義を受けて気づいたこと 

現在の社会には、地域の過疎化、人口減少という今後さらに大きな問題になりそうなことが浮き

彫りになって来ているのだなと改めて感じました。以前からそういった問題はありましたが、自

分が勉強する居住環境の視点から見ていくと、より問題が明確になるような気がします。 

 コミュニティの中心の変化といったことはかなり自分でも感じていて、どこか昔ながらの暮ら

しを人々が魅力的に感じるのはそういった関係の希薄化などを危険視、あるいは寂しさを感じ

ているからなのではないでしょうか。そうなった時にかかせなくなるのが福祉のあり方に今後

なるということにも納得がいきます。高齢社会が進み、介護する人も高齢化、ということになる

今日、全般的な福祉の充実が課題になるのは目に見えています。しかし、大規模施設的に集めて

しまうのはさらなる地域の過疎化や、関係の希薄化、年代ごとの分離に拍車をかけることになる

と考えます。それでは地域再生にはなにも繋がっていきません。地域に点在していくことにより、

日常の生活の中で円滑な福祉を受けていけることこそが理想となるのではないかと考えました。 

 

2． これからすべきこと 

地域のストック活用で空き家もですが、手付かずになりがちな公民館や、公園など、そういっ

たところの整備、有効活用も求められるのではないかと思います。 

一昔前の閉じた公民館などではなく、東屋のような、誰でも立ち寄れるようなスペースになり、

まず地域のコミュニティを作り上げることが必要になるのではないでしょうか。 

そういったところから、空き家や、福祉を受けるべき人のところへとだんだん繋がりが増えてい

くと、街の中心や街のつながりが福祉を起点に見えていくのではと考えました。 

また、地域の壁など、人の意識から生まれる壁にも挑戦できるのではと思います。福祉転用に対

して人が好ましいと思えるようになれば、正規の福祉施設だけでなく、地域ぐるみでの立ち寄り

所や、見回りといったことが実現できるのではないでしょうか。まず、地域にどういった人がい

て、どういった福祉が大切なのか、もっと知る必要があると痛感しました。 

 

3． 感想 

 コミュニティの話や、現代の家族と社会の在り方については非常に共感できるものがあり、や

はりそういったところは問題としても浮上してくるのではないかと思いました。地域包括ケア

といった、地域ぐるみを巻き込んだ活動や、緩やかではありますが、ソフト面からのアプローチ

が、今後の社会でさらに求められていくのではと思います。自分の知りえる知識や経験からそう

いった問題に介入するにはどういった方法があるのか、この 2 年間でさらに考えを深めようと

改めて思いました。ありがとうございました。 



居住福祉計画学特論 

M18HB008 

『福祉転用からみた地域再生』 

 

＊講義で気づいたこと 

 郊外に大規模な高齢者のための福祉施設をつくるのではなく、地域に密着してケアを行

うことの大切さを再確認しました。私の祖母も、郊外にある比較的大きな高齢者向けの施設

に入居していましたが、度々家に帰りたいと言っていたのを覚えています。地域に分散する

少人数制のケア施設の良いところというのは、入居者だけでなく、入居者の家族にとっても

職員との距離が近かったり、会いに行きやすかったりするところだと感じました。郊外にあ

る大規模なケア施設は合理的ではあると思いますが、施設内で多くのことが行えるため閉

鎖的になる傾向が強いように思います。これから高齢化が進んでいく中で、高齢者にとって

住みやすい街を考えたとき、ケアの対象となる人々を隔離するのではなく、街全体でケアを

行っていくことの重要性に気づかされました。 

 

＊これから取り組むべきこと 

 少子高齢化に伴って都心部周辺の住宅地にも増加していく空き家を改修し、地域分散型

ケア施設に転用できれば、より住みやすい場所となることに期待できるのではないかと思

います。今回の講義で福祉転用によって生まれた地域のケア施設の事例が紹介されていま

したが、福祉転用を行うための改修や増築は、現行の制度が壁になることが多いと聞いたこ

とがあります。転用にあたって耐震改修はもちろんのこと、用途変更となれば、着工までに

長い時間がかかってしまうのではないかと思います。空き家の福祉転用は、小規模で地域に

密着して機能することができるだけでなく、既存の建物を転用することで資源を節約し、工

期を短くすることができるなどの利点も挙げられます。地域が高齢者を包括的にケアでき

る場所をつくる、という考え方を社会に広げていくためにも、現行制度の規制緩和の呼びか

けも重要になるのではないかと感じました。 

 

＊感想 

 廃寺が転用されるというのは斬新だと思いま

した。ケア施設というのは、一般の人からすると

病院のようなイメージがあるのではないかと感

じるので、もともと利用したことがある寺社の転

用は地域の人も立ち寄りやすいのではないかと

思いました。地域の人が気軽に使えることを目的

としてカフェなどの店舗を併設した施設の事例

がありましたが、実際どういった人が使用してい

るのか、とても興味深かったです。 



2018.0525                           M18HB009 田中 大貴 

居住福祉計画学特論「福祉転用から見た地域再生」  

（１）講義で気付いたこと 

先日祖父が介護されている施設に行った際、そこは住宅地から離れた山の上にあり、高い

塀に囲まれたその施設はまるで世界から切り離されているような空気を感じました。それ

までの私にとって、福祉・医療施設は遠い存在で正直気にも留めていませんでしたが、今一

度街を見渡してみるとそういった施設は街中に溢れており、ただ私達若者の生活と交わる

ことがなかっただけなのだなと実感しました。 

そんなことを思っていた中、「定常化社会」へと移り変わっていく社会の中で、福祉施設

がコミュニティの中心となっていくという考えにはハッとしました。紹介された地域の中

で温かい雰囲気を持ちながら存在する幾つかの事例を見て、私が思っていた/見てきた福祉

施設とは全く違うことに驚き、こんな施設が街中にあれば、その施設内にいる人々の、また

地域の人々の暮らしも大きく変わるだろうなと感じました。 

これまでの私は介護が必要な老人であれば老人ホームになどと決まりきった常識の中で

物事を考えてきたように思いますが、紹介された事例を見てそういった常識に囚われず

人々の本質のニーズにこたえるようなカタチでモノやコトを生み出していく必要があるの

だと感じました。 

 

（２）これからの取り組むべきこと  

福祉施設がコミュニティの中心となっていくという考えがある一方で、つい先日までの

私のように福祉医療施設に関わることなく生活してきた人々もやはり数多くいると思いま

す。そしてそういった人々をも巻き込んでいかない限り、誰もが安心して暮らせる社会は訪

れないだろうと考えます。私達がこれから取り組むべきこととして、増えてきた空き家を高

齢者が住みやすいような福祉転用していくことももちろん重要だと思いますが、それ以上

に、どのように幅広い世代の人々の生活の中に、紹介されたような施設の存在を知ってもら

い、身近なものにしていくかがより重要だと思います。それを実現させるためにはまず自分

の地域・コミュニティを深く知ること、またあらゆる立場の人々の生活にアンテナを常日頃

からはっておき、誰がケアを必要としているかを知れる状態にいる重要だと思いました。 

 

（３）感想  

今回の講義で提唱された社会を生み出すためには講義でもおっしゃられていた通り、幾

つもの壁が存在します。その壁を乗り越えるためにも、多くの人々・コミュニティが福祉転

用・Community Based Care の考えを理解し、賛同することが必要なのだと思います。加藤

先生のお話は非常に興味深く、今回の授業を踏まえて、私もこれからの社会を見ていき、ど

ういった暮らしを創っていくべきなのか考えていこうと思いました。貴重なお話、ありがと

うございました。 



全学共通「人間と居住環境」連続講義 ～エイジング・イン・プレイスと福祉転用～ 

「福祉転用からみた地域再生（仮）」加藤悠介（金城学院大学准教授） 

 

生活科学部研究科 居住環境コース 

M18HB010 冨田茉理奈 

 

（１） 講義で気づいたこと 

福祉転用からみた地域再生ということで、まず空き家率などの増加など社会について改めて整理する機

会になったと思う。自分自身、高齢者の方々と会う機会も少なく、普段あまり福祉に関することに触れる

ことが少ないので意識しないが、この問題自体我々の未来につながることで、考えていく必要があるのだ

と感じた。敷居の高さというものがこれからの社会でひとつのカギになり、どうしてもコミュニティ、言

わば曖昧で定まらないものについてはわざわざ何かそれを誘発するように仕向けるより生活の中、日常の

中に仕組むほうがいいのだと勉強していく中で感じる。それをどうやって（特に私のようなコミュニティ

に対して消極的な）人々に仕向けていくか、結ぶ仕組みをつくるかということを考えることは福祉という

観点だけでなく社会全体に影響していくようにも感じ、面白いなと感じた。 

（２） これからの取り組むべきこと 

地域の現状を知らないので高齢者の実態を知りたいと思った。地域居住というワードを聞くだけで実際

に伝統的モデル（階段モデル）と新パラダイム（居住継続モデル）の違いを見たわけではない。地域居住に

変化していく中で高齢者の在り方がどう変化（好転？）していくのか、従業員の形態、働き方はどう変化

していくのかなど事例を調べる、比較することからはじめたいと感じる。また近所の付き合いなどがこの

地域でのコミュニティにつながっていくのだと感じた。私は近所の付き合いに関してはほぼ皆無といって

いい。また親戚などのつながりも極めて希薄なため、現在の家族のみで関係性が完結している状況である。

まずは近所のコミュニティについても考え直したいと感じた。福祉転用をする施設として小学校などが存

在する。地方の小学校は少子化も重なりますます廃校になることだろう。その中で先立って小学校を転用

しているところを見るのは地域を見るという意味でも効果的だと感じるので、住宅ではない施設に目を向

けてみたいと感じた。 

 

（３）感想 

福祉転用方法については森先生を通じて知っている事例もあったが、それの仕組みやこれからの展望、

理想などに関してはあまり理解できていないまま話を聞いていた気がする。今回の講義ではそれを考える

必要があるのだということに加えて福祉転用だけはなく、それが将来の全体のコミュニティにつながるの

だということを感じることができた気がする。またひとつ福祉問題についての理解が深まる機会になって

よかったと思う。 

 



  居住福祉計画学特論 2018.05.26.(金) 

M18HB011 西口誠 

全学共通「人間と居住環境」連続講義〜エイジング・イン・プレイスと福祉転用」 

「福祉転用からみた地域再生」加藤悠介さん 

 

（１） 講義で気づいたこと 

（２）これからの取り組むべきこと 

 加藤さんの講義の中で、福祉施設は集中型ケア拠点から分散型ケア拠点へと移行しつつ

あって、そこに高齢者や障害者だけでなく、地域の様々な人たちが関係を持って、コミュ

ニティの中心となっているというお話が一番印象に残っています。森先生はよく「排除」

から「包括」へと変化しているのだとおっしゃっているのですが、まさにそれに通ずるこ

とだなと感じました。 

 ところで、私は現在別荘地について調査しているのですが。そこでも「排除」から「包

括」への変化が起こっているようです。もともと別荘のみで構成されていた街に、時を経

るにつれ、住宅や宿泊施設、リゾート施設、商業施設など様々な施設が建設され、別荘を

保有できるような高所得者だけでなく、より広い層の人たちを受け入れるようになってい

る別荘地が多くあります。そして、定住者と別荘保有者と観光客それぞれをより積極的に

受け入れようとしている別荘地ほどうまくいっているようです。その一番顕著な例が軽井

沢です。 

 また、先週講義していただいた小山さんの活動も住宅地として開発された昭和町に小さ

な商いを点在させるというものであるので、同様の変化であるといえるのではないかと考

えます。 

 これらの「排除」から「包括」への変化は、「地域包括ケア」が示している「包括」とは

本質的には異なるかもしれませんが、「包括」という概念が福祉の分野を超えて考えられる

べき概念なのではないかということを示唆していのではないでしょうか。都市という複雑

でなんだかよくわからないものを、「包括」という概念を手立てとすることでより理解でき

るのではないでしょうか。今はまだ、分野ごとに細分化され研究が行われている段階であ

るように感じますが、分野を超えて「包括」という概念をよりどころにして体系化するこ

とによって、今はまだ見えていな何かをつかむことができるのではないかという直感があ

りました。それが今後取り組むべきことだと考えます。 

 

（３）感想 

  私は森研究室に所属し、福祉について学んでいますので、加藤さんの講義の内容は普

段からの関心ごとでとても興味深く拝聴しました。福祉転用の背景から、地域包括ケアへ

と発展していく流れや、具体的な事例までわかりやすく体系化されていて、発見が多くあ

りました。今回は貴重なお話を聞かせていただきまして本当にありがとうございました。 

 



居住福祉計画特論 2018 レポート 2－（2） 

Ｍ18ＨＢ013 藤原祐人 

 

（１） 講義で気づいたこと 

 講義では地域包括ケアを行える理想的な社会と現在の日本の地域社会の姿の大きな違い

について気づくことが出来た。少子高齢化や都市への集中それによる地方の過疎化、などの

人の集まり方の変化によって日本の地域コミュニティの在り方は大きく変わってしまった。

特に都市部では若年層を筆頭に地域という大きなくくりのコミュニティが、私のような学

生でも感じるほど希薄である。今後の超高齢化社会において地域包括ケアという考えは私

も絶対に必要であると考えており、このため包括的にケアできる地域という母体を整える

ことも必要不可欠であると気づいた。 

 

（２）これからの取り組むべきこと 

これからの理想的な社会に向け乗り越えなければならない壁としてあげてくださった項

目、「地域の壁」、「所有の壁」、「制度の壁」、「計画の壁」のうち「所有の壁」をこれから私

が取り組むべきこととして考えた。 

所有者と不動産業者はそれぞれの数が非常に多く、全国各地で様々な例があり乗り越え

なければならない壁の中でも非常に高く、厚いと考える。このため、現状と同じ体制ではこ

の壁の撤廃は難しい。このことから私は新しい不動産供給の体制を作ることがこれから必

要であると考える。特に空き家バンクのように自治体などの公共性のある組織による、地域

不動産の運用が必要だ。この新しい供給体制によって福祉転用を行いたい人も物件を見つ

けることが容易になるうえ、同じ組織による供給によってノウハウ・事例の蓄積や情報・関

係専門家との関係がとりやすくなるなどのメリットが考えられる。また利用者や地域の

人々との関係、制度・計画との兼ね合いも公共性に加え上記と同じ理由で取りやすくなる。 

 

（３）そして感想 

 加藤先生による講義では、これからの現実的な社会像と理想的な社会像、そしてその関係

を俯瞰して理解することが出来た。私自身、福祉視点での地域再生は院入学まで学習してお

らず詳しく知らなかったので、これから福祉を考える上で地域、社会の理想と現実の相関を

知ることが出来たことは非常に有意義であったと思う。ご講演ありがとうございました。 



人間と居住環境 「福祉転用からみた地域再生」より 

 

2018.6.1 

M18HB014 堀田 裕紀 

①講義で気づいたこと 

地域資源の福祉転用は地域包括ケアシステムの実現において必要不可欠な要素である。 

団塊世代の高齢化が進む中、近年特養などの高齢者施設における集中型ケアは介護資源の不足も相まっ

て、よりタイムテーブルに沿ったマニュアル化したものになっているのではないかと考える。そしてそ

れにより入居者個人の居場所の選択肢を奪われ、個人の時間を強制的にコントロールされているのでは

ないだろうか。その点地域分散型ケアは「ここで住み、ここで死んで行きたい」という個人の意思を尊重

し、少人数ケアにより緻密なケアが行われていることがわかった。その例としてホームホスピスやタガ

ヤセ大倉がある。また、建築的大規模な高齢者施設などの通路幅等の建築的規定は本当に必要なのか、ヒ

ューマンスケールに合っているのか私の中で疑問としてあった。今回の講義から元来の大規模施設の持

つ広さは安全性もあるが、ケアをする側を主体として考えられており、ケアをされる側にとっては不適

合であり、もっと小さく入居者のそれまでの生活に近い空間の方がより密な関係性を生むのではないか

と感じた。 

 

②取り組むべきこと 

福祉転用を用いた地域資源の活用は増加傾向にあり、地域に根ざして生きていくためには必要不可欠

な施設であると感じる。しかし、地域の福祉転用の持つメリットだけでなくデメリットも見ていく必要

があると感じた。地域の個性を活かし福祉転用した建物は顔見知りたちによる濃い関係を生むことはメ

リットであると同時に個性の不一致により特定のグループしか受け入れないというデメリットにもなり

得るということである。 

そこで、私はヘルスケアローソンなどの地域と民間企業の連携も必要ではないかと考える。民間企業の

介入した施設は地域ごとの個性はなく、薄い関係になるが、敷居の低さにより入りやすい空間なるとい

うメリットもある。例としてローソン芦屋新浜町店のように通常のコンビニ機能に加え、ケアマネジャ

ーによる介護相談窓口と、地域の交流の場となるサロンスペースを店内に併設したコンビニも現れてい

る。このような企業と地域の連携により本当に地域に求められているものは何か、そしてその情報の発

信と共有が現在において求められているのではないかと考える。 

 

③感想 

私の研究分野は高齢者の終末期から看取りまでをケアする民家改修型のホームホスピスという施設に

ついてなのですが、今回の福祉転用に関する内容とリンクする部分が多くとても参考になった。しかし、

これらの施設は制度面において未整理な部分も多く、行政及び消防から特に厳しい規制が設けられてい

る。より良い地域環境・福祉環境の実現において福祉転用における規制の緩和は急務であること、またそ

の施設における介護、看護サービスとの連携強化は急務の課題である。 



「福祉転用からみた地域再生」について加藤悠介による講演を聞いて

2018年 5月 25日

M18HB015 王 馨

·気づいたこと

今、日本では人口の減少、高齢化の進行など人口構成の大きな変化にともなり、社会

資源の再構成が求められている。特に 1950年以降に急速に整備された、住宅や施設がこ

れからの社会ニーズとうまく対応しないことが、介護資源の不足や社会保障の増加や空き

家などさまざまな問題を生じさせている。コミュニティ中心の変化は重要な特徴である。

経済成長に伴って、定常化社会になって、福祉・医療関連施設がコミュニティの中心にな

っている。加藤先生の講演から、気づいたことは「地域包括ケアシステム」ということで

ある。この新しい居住継続モデルは高齢者の症状で決まることではなくて、居住者の生活

スタイルが続き進められている。地域居住を支える要件が４つがあって、自分が一番気づ

いた要件は「コミュニティの力」ということである。かつてより、今の居住者は半分以上

が町内会・自治会へあんまり参加いていない。現代の家庭は直接に社会と向き合いて、地

域社会のコミュニティがどんどんなくなった。そして、地域コミュニティを高めるために、

「地域再生」が重要なテーマになりました。

·取り組むべきこと

福祉転用という手法は既存住宅を福祉的機能を持つ施設などへ変えることである。転

用後の用途は住まいやケア施設や居場所などがあります。例の一つは「西園寺」というの

ところがある。この事業は廃寺を転用して、高齢者と障害者の生活介護とデイサービスが

提供する。地域のための場、地域に住む人は無料で温泉に入ることができる。地域の人々

が自然に集まってくる。地域の互助的関係を促進して、コミュニティの力が増加する。

2008年に出された「これからの地域福祉のあり方に関する研究報告書」では、住民と行

政との協働によって地域における「共助」を確立することを強調している。そして、住民

が地域の課題に対する問題意識を共有し、解決のために協働する主体と、主体性を喚起す

るソーシャルワークが求められている。地域におけるネットワークの活用のために、さま

ざまなコミュニティが重要だと思います。

·感想

今後、人口問題や高齢化現象にともなって地域の空き家と空きビルが増加することが

なります、福祉転用の工夫が必要である。有効的な利用方法や支援する制度がつくって、

地域の資源を活用し地域の文化を継承する。そして、住民がコミュニティに根ざしたケア

で、生活支援における地域の自助と共助を重視することが必要だと思います。



福祉転用からみた地域再生

シュウカンヨウ Ｍ１８ＨＢ０１６

１、授業で気づいたこと。

「平成 28 年高齢社会白書」によると、日本の総人口は 1 億 2711 万人である。65 歳

以上の高齢者人口は 3,392 万人となり、総人口に占める割合は 26.7%となった。将来推

計人口で見ると、40 年後の日本の人口は 8,674 万人となり、現在の人口の 68%に減少す

るたいが予測された。

また、2015 年と 2035 年をみると要介護率の高い後期高齢者は 1646 万人から 2245 万

人、独居高齢者は 600 万人から 752 万人、認知症高齢者は 250 万人から 376 万人など、

サポートニーズは更に増加することも予測されている。

その一方、介護のため老人ホームやグループホームといった施設はまだ多くの課題が

残っている。以前、コストや効率的なことを考え、住宅が大量に生産されたように、現

在、老人や障害者などといった「社会の足を引っ張っている群体」が大量に老人ホーム

に入居し、ローコストで効率的な治療を受けている。彼らにとって、身体的な健康が配

慮されているといっても、精神的な面でも配慮されていると言えるだろうか？実際に老

人ホームを見学したが、そうではないと感じた。

２、これから取り込むべきこと。

日本の団地は、戦後の高度経済成長期に、都市の人口が増加し、住宅不足を解決する

ため、大量に建てられた。しかし、現在少子高齢化や空き家の増加という課題を抱えて

いる。そのため、今後地域再生に向けて新しい入居者の住まいなどには多様なライフス

タイルに応じる計画、再生方法が求められている。

講義の中にあった、「ゆいま～る大曽根」の団地再生プロジェクトが印象的である。

空き住戸 160 戸のうち、70 戸をサービス付き高齢者向け住宅へ改修し、１階に見守り

など生活支援サービスを提供していることが興味深かった。しかし、今後、この団地に

元々住んでいる高齢者を含め、この団地に住む高齢者は 5 割を超えていくだろう。高齢

者が増えると、高齢者向けのサービスや店も増える。しかし、若者と高齢者はライフス

タイルが違うため、徐々にこの団地から離れていく可能性もある。その結果、この団地

は老人ホームのような施設になりかねない。そのため、今後は「たまむすびテラス」の

ように、高齢者世帯だけ利用できる福祉施設に注目するのではなく、多様な世代が同居

できる環境を作るべきだと考える。

３、感想

今回の講義を通じて、高齢者や障害者ための施設を充実させることはたいせつである

が、高齢者や障害者にとって周りの環境も重要な要素であることを感じた。中国も 30
年後、徐々に高齢化社会に入っていくので、授業や講義で学んだことを今後の活用に活

かすことができればよいと思います。
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福祉転用からみた地域再生 

講義で気づいたこと 

現在、日本の人口は減少の一途。地域が老齢化になるし、住民が減少してい

る状況がある。そして、空き家もどんどんふえている。2013年空き家数が 820

万戸、空き家率 13.5％である。日本は建築を「つくる時代」から「つかう時

代」へ進んでいる。経済成長から定常化社会へ変化している、福祉・医療関連

施設がコミュニティの中心になった。 

地域居住を支える要件についての話。第一は住まいのこと。昔は症状で決ま

る住まいの階段モデルである、現在は生活スタイルが続く住まいの居住継続モ

デルである。第二は地域にある小さなケア拠点のこと。大規模な集中型ケア拠

点から、地域やまちなかの徒歩圏に立地し、少人数で居住・利用し、地域資源

を活用しながら生活している分散型ケア拠点になっている。第三はコミュニテ

ィの力のこと。昔は家庭が地域に守られる。現在は家庭が社会と向き合うよう

になった。 

福祉転用という手法も詳しく了解しました。（１）福祉的機能を持つ施設な

どへ転用する「福祉転用」。（２）事業者：コストの軽減、柔軟な転用、社会的

な認知。（３）利用者：身近な存在、馴染むやすさ。（４）地域資源の再活用・

維持、地域文化の継承。 

 

これからの取り込むべきこと 

老人ホームに転用するだけではなく、地域に若い活力を取り込むことが必要

だと思います。地域にとっては若い人がいれば、続けることができます。現在、

日本は少子高齢化の原因で、若い人が減少している。近年、外国人が日本に来

る人が多い、外国人の住まいと生活が問題だと思います。地域の空き家が外国

人向けの賃貸住宅に転用して、外国の若い人を地域に引きつけます。そして、

国際コミュニティセンターを作って、仕事がない孤独の老人たちが外国人に日

本語を教えるや、日本での生活・文化サポートなどことができます。外国人の

若い人たちが、地域の老人たちに自分の国のことを交流して、地域に活力を取

り込むことができます。 

 

感想について 

  

今度の講義を聞いた、福祉転用と地域再生についてのことは、もっと詳しく

に知りました。中国は若い人々が大学に進学とか、都市に仕事に行くとか、農

村地域の人口がどんどん減少しています。農村地域の福祉医療施設も少ないし、

「今度の農村はどう発展するか」という問題が、中国が日本に勉強することが

必要だと思います。今度の講義おもしろかったです、ありがとうございました。 



「⼈人間と居住環境―福祉転⽤用」 

        -------レポート                     M18HB018 梁梁暁儀 

１） ⾃自分を気になること： 

今回の講義で紹介した⻄西園寺という例例は、実際に⾒見見学することがありました、外観で⽇日本式の

和⾵風建物は特徴です。昔廃棄のお寺は、外観でそのままお寺のような保存し、内部を改修し

て、折節につけ⽇日常的に町の⼈人たちが⾃自然と集まり、さまざまなことが⾏行行われる場所として、

⼀一緒に住む⼈人が分け隔てはなく、ともに⽀支え合い、暮らしを営むための「拠り所」を作りま

す。特に最近では⼈人と⼈人のつながりがだんだん希薄になり、地域の活動も少なくなってきてい

ます。この⻄西園寺は「三草⼆二⽊木」の理理念を持って、住⺠民が集う場所を作って、温泉は無料料に⼊入

ることできます、お菓⼦子屋もあり。また、⻄西圓寺は福祉施設にとして、直接的な仕事のほかに

も、ともに働く障害者のサポート隊としての役割もあります。障害者を含む複数の⼈人たちで仕

事を分け合い、⼈人と⼈人とが⽀支え合う仕組みをできます、⼀一⼈人ひとりに応じた福祉サービスの創

造を通して、⼈人と⼈人が⽀支え合う町づくりに貢献する、まちの地域再⽣生も活躍できると思いま

す。 

２） これから取り組むこと： 

いま、⽇日本の空き家の数が増えるになっており、この空き家、空きビルなど転⽤用するには⼀一つ

の課題になります、⽇日本の敷地⾯面積が少ない原因で、近年年の福祉施設は既存建築を転⽤用する場

合が多く、これらに伴う安全の問題が注⽬目するひつよが出てきました。今既存施設の転⽤用は、

駅舎を美術館にするなどヨーロッパではよく⾏行行われています。⽇日本でも福祉施設は⼩小学校区単

位で設置することがよく⾏行行われているので、少⼦子化となり空き教室が増えたことで⾼高齢者施設

へ転⽤用するケースも出てきている、建築物には建築的な寿命と社会的な寿命（ニーズが合わな

くなる）があり。しかし、福祉転⽤用するには⼤大きな課題である。それは、法律律の問題と考えま

す、建築基準法、消防法、耐震改修促進法、バリアフリー法などがあり、それまでの⽤用途を変

更更するとなると対応ができなくなる例例が多いのだという。これから安全という⾯面を考えながら

転⽤用施設を設計し、福祉転⽤用はもっと進めると思います。 

３） 感想： 

今回の講義を聞いて、⼈人のいのちは⼤大切さをあらためて認識したうえで、住⺠民が⽀支え合い、分

たち合う共助の仕組みをつくり上げること、福祉環境のづくりが求められていると考えまし

た。建物を転⽤用するさいひとにとって柔らかい、馴染みやすい環境をつくりため、つねに地域

資源を活⽤用するのは⼤大切なと思います。 


