
2018年 6月 7日 

M18HB001 粟田美樹 

 

「泉北事例見学レポート 〜 時代順に高齢者施設を巡る」 

 

・見学で気づいたこと 

今まで福祉施設についてしっかりとした知識を持っておらず、グループホームの個室は部屋も個人のブー

スもカーテンで長方形に区切られた、病院の病室に似ているようなイメージでした。しかし美樹の園の南

館は個人のブースがそれぞれ角度を振られているためカーテン間の共有部も斜めの辺を持つ多角形となり、

とても開放的で自由な空間に感じました。 

また、要介護度により空間のつくり、使い方、過ごし方は変わってきますがいずれも人の集える大空間や

TV とソファのあるリビングのような居場所が用意され、日中は基本的に個室から出てきてもらうという

こともあり想像以上に「家的な居心地」が求められると思いました。最後のはるかグループホームは大規

模ですがとても住宅に近く感じられ、それは部屋の天井高や開口、全体のモデュール・床や壁の仕上げに

よる違いなのかと思いました。 

 

・今後取り組むべきこと 

どんどんこのような福祉施設の需要が高まるなかで、より利用者のもとある生活に寄り添ったニーズに応

えられる新たなグループホームの形が求められるように思います。例えば特養に設けられた最期を看取る

ための和室は、祖父母の世代にとって暮らしなれており心配りのある日本らしい空間です。 

それと同様に、数十年後普遍的に存在し、現在よりも多くの人口が必要とするであろうグループホームの

設計は、住宅（ハウスメーカーの商品化住宅、建売住宅、建築家の作品 etc.）のような多様性を持ち、かつ

介護度による空間に必要な要素の有無など福祉施設としての機能を十分果たすという難易度の高いものに

なるのではと考えました。 

住宅のように暮らしを良くするため・施主の個人的な要望に応えるための斬新な発想が、福祉施設にも応

用できる設計力を養うべきだと思います。また泉北の事例のように、増え続ける空き家を需要のある用途

にリノベーションし有効活用する必要性を強く感じました。 

 

・感想 

福祉に関する基礎知識がほぼなかったため、老健と特養など目

的による施設の区分の違いなども知れる良い機会でした。私の

祖母も脚を悪くして数年前からグループホームに入っていま

すが施設区分やそこでの暮らしなどもあまり知らず、もっと自

分事として関心を持たなければと思いました。泉北の団地事例

は、窓からのぞくと昭和の昔ながらの団地風景が見えるのに内

装は真っ白でとても綺麗かつ現代的で、その内外のギャップは

現地でないと感じられずおもしろいなあと思いました。 



【居住福祉計画特論】泉北事例見学レポート 

M18HB002 

池田裕美子 

 

① 見学で気づいたこと 

私は老人ホームや介護施設に今まで一度も行ったことがなく、今回の見学で見たり聞い

たりしたもの全てが新鮮に感じた。お年寄りの方の暮らしというのは、想像はできてもどう

しても自分の生活の価値観や先入観が邪魔してしまう。私は床で寝ることにも、ベットで寝

ることも慣れていて、その点で何も感じないが、お年寄りの方は昔から床で寝る習慣があり、

ベットで寝たことがない人も多いのだと初めて知った。 

老人ホームというと、介護用のベットを想像してしまうが、ベットで寝たことがない人は

誤ってベットの上を歩いたりしてしまう人もいるため、ゆか座の部屋も用意してあるとい

うことに驚いた。 

 

②これから取り組むべきこと 

話を聞いていて、一番の課題は人手不足の解消なのではと感じた。介護施設は、施設自体

が足りていないのだと思っていたが、実際大阪では施設は飽和しており、職員が足りていな

いという実態だった。難しい問題ではあるが、介護職員の賃金を上げることは急務であるし、

勤務時間を見直したり、一人の負担を軽くするために地域全体でこの問題に対し取り組ん

でいかなくてはいけないと感じた。 

介護施設のベランダを綺麗にレイアウトしたり、お年寄りが楽しめるイベントを企画す

るのは、大学生がボランティアでできるのではないかと思う。環境をよりよくするために、

根本的な問題を私達学生が解決するのは難しいが、そういうことなら手伝うことができる

のではと思った。 

 

③感想 

私は認知症の人とあまり話したことがなかったのだが、認知症ではあっても、私達に笑顔

で話しかけてくださったりする姿にとても心を打たれた。 

福祉施設についてあまり知識がなく、ここまで深く考えたことがなかったが、これからの

高齢化社会に向けて自分たちの世代が福祉の問題に積極的に考え、問題解決に貢献してい

かなければならないととても強く感じた。 



居住福祉計画特論 

泉北事例見学レポート 時代順に高齢者施設を巡る 

平成 30 年 6 月 5 日 

大阪市立大学生活科学研究科 修士 1 回 

M18HB003 太田有美 

(1)気付いたこと 

 高齢者施設を過去から現代へと見学することで、家族形態の変化や福祉に対する

考え方の変化を実感した。今回のテーマである「排除から包括」は、見学をした施

設を見比べるとはっきりと読み取れる。かつて、日本は家族社会であり、高齢者は

その家族によって見守られ、自宅を出ることなく、生涯を終えていた。時代が進む

につれ、高齢者は、世話が大変になると家庭と地域から排除され、高齢者が集まる

施設へと収容されていった。その時代背景を映したのが、特別養護老人ホームであ

ると考える。高齢者は、終の棲家として入居するが、見学させていただいた美樹の

園の特別養護老人ホームは、終の棲家のようではなく、空間的にコア部分を中心

に、居室が広がった作りから、大家族で集団生活をしていると感じた。しかし、整

列して並べられた机に座り、じっとどこかを見つめる高齢者を見ると本当にこの形

が正しいのか疑問に思えてくる。もちろんこの形を悪とするわけではない。見学さ

せていただいた施設のなかで、福祉転用を行い、デイサービスや障がい者の共同生

活援助を行っている施設もあった。施設の規模が小さく地域単位での支援が増えて

きていることがわかる。時代が変化するなかで、地域と仮定から排除をするという

考え方ではなく、家庭とのつながりを持ちつつ、地域の中で支援を行うように変わ

ってきていることが、今回の見学を通して実感した。 

(2)これから取り組むこと 

 今後は、大規模な福祉施設の増設ではなく、地域に根差した福祉施設の開拓が必要

であると考える。現在、地域で運営されている老人ホームやグループホームの施設の

改修などを行い、厚労省で公表されているサービスの「通い」「泊まり」「訪問」が行

える地域密着型の小規模多機能型居宅介護への移行していくことで、現在課題とされ

ている、グループホームの特養化に対しても解決していけると考えられる。 

 そして、空き家の福祉転用により、デイサービスや障がい者の共同生活援助などを

行うことができる。地域再生は、空き家一軒一軒を福祉転用するだけでなく、地域の

働きを計画しなければならない。そのためにも、地域として、空き家の情報共有や空

き家の位置関係、高齢者や障がい者の人数と介護度の把握などを行う必要がある。 

 小規模多機能型居宅介護や、一軒家やアパート等でのデイサービスや障がい者のた

めに福祉施設は、大きな施設に閉じ込めることなく、小さなコミュニティで外とつな

がりを持つことができる。また、慣れ親しんだ自宅から出ないという選択肢もでき

る。これからの取り組みとして、そういった地域のニーズに答えた地域再生を行うこ



とが重要である。 

(3)感想 

 特別養護老人ホームや、グループホームなど福祉施設と、福祉転用をした福祉施設とで

は、雰囲気が違った。やはり、特養は暗いというイメージを強く感じた。地域とのつなが

りなどもあまりないだろうと思う。しかし、泉北のニュータウン内にある食堂は、住民も

集まる地域のコミュニティの場になっていると感じた。慣れ親しんだ地域で生活している

高齢者の方は、活き活きされていた。これから先、高齢者が増えていくなかで、どのよう

に支援していくのかを考えることは大切であり、そのためにも今ある施設を見ることも大

切であると感じた。 

 



居住福祉計画学特論 2018 年 5 月 29 日 

M18hb004 熊本崇人 

 

泉北事例見学レポート 〜 時代順に高齢者施設を巡る 

 

（１） 見学で気づいたこと 

見学の中で特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム高齢者生活支援住宅など、様々な福祉施

設の見学をさせていただきました。それぞれの施設を見学する中で、要介護度に分け、施設の仕組みや、監

視人数の量の違いなど福祉施設の状況を知ることができ、自分が福祉施設についての知識が少ないことに

気が付きました。 

施設で暮らすうえで高齢者を介護するのは重要ですが、快適に過ごせるような仕組みや生活環境、娯楽や自

立できるようなサポートなど、様々なケアが必要です。そのうえで、福祉施設ならではの気を使わなければな

らないことがあることに気づけました。例えば、小さな段差が危険、洗面は低く、手すりがあること、介護者を

見渡せるように、視界が抜けた場所が多いことなどです。ちょっとしたケアが介護をすることはもちろん、とて

も重要になってくることに気づくことのできた見学会でした。 

 

（２） これからの取り組むべきこと 

今後は、介護者が住宅で暮らしていた環境に近い福祉施設を増やしていき、介護者の暮らしやすい環境を作

ることが重要だと考えます。また、福祉を中心とした街づくりが重要になっていることがわかりました。 

具体的な活動としては、今まで行っているように、福祉の拠点を増やすことに加え、その福祉拠点が高齢者に

必要にモノだけでなく、周辺住民にとても役に立つような機能を持つことが大切だと考えます。もしくは拠点を

いくつも作るのではなく、エリアで福祉のまちを計画してみてもよいと思います。例えば、都会ではないベットタ

ウンの一画や団地住宅では福祉機能に特化したまちとして改修し、そのほかのエリアには若者が暮らす。年

代によってエリアを分けることで、若い時は他のエリアへ、自分が年になれば福祉のまちへといった人の循環

を促せるよう仕組みも重要になってくると感じました。 

 

（３） 感想 

今回見学する中で、もし自分が高齢になったときには、住宅を改修し、よりアットホームな暮らしができるグル

ープホームで過ごしたいと思いました。福祉機能がより整い、病院のような福祉施設が必要なのはわかりま

すが、ただ介護を受けるだけの場所に感じたため、こういった福祉施設を変えていく重要性にも気づくことの

できた見学会で、福祉施設についてとても勉強になりました。 

   左：特別養護施設での 4人部屋、右：掲示板 



 
居住福祉計画特論	2018.06.05.(火)	

M18HB005	近藤	玲				

(1) 見学で気づいたこと 

	 美樹の園や美樹多園では個室も扉には窓があって気配が感じられるようになっていたり、廊下の所々

にソファーなどの腰掛けがあったり、階によってカーテンや建具・家具の色が違っていて色彩で場所の

判断ができるようになっていたりと様々な工夫と心配りがされていました。グループホーム美樹では個

室の場所を”玄武通り◯番地”のように街の中にいるような表記をされていて面白いなと思いました。家屋

を福祉転用して利用していた、はるかデイサービスでは施設のような工夫や設備は少なかったですが、

アットホームな雰囲気と温もりが感じられ、住宅ならではの福祉だと感じました。 

	 また、共通して私たちが挨拶をしてお話しをすると笑ってくださる方がたくさんおられました。私た

ちにとっても勉強になりましたが、私たちが見学に行くことで非日常な体験や新しい出会いが入居者の

方々やデイサービス利用の方々に少しでも刺激になって楽しい時間であれば嬉しいなと思いました。 

泉北事例見学レポート 〜 時代順に高齢者施設を巡る 

(2) これから取り組むべきこと 

	 今回の見学で需要と供給のズレを改めて感じました。現在のニーズを正確に把握すること、時代の変

遷に合わせた法の改正、住宅弱者の住宅水準の向上、建築関係者や福祉関係者だけでなく国民全体が問

題意識を持つこと等やるべきこと、問題点が多く見えました。また、入居待ちの方がまだまだおられる

というお話もありました。場所はある、利用者もいる、なのに求める用途の建築がないという状況がよ

く分かり、今後さらに高齢化が進む上でこの大きな矛盾を解決していかなくてはならないと感じました。 

スピーディに広範囲で解決するには国や行政が動かないと不可能なのかなと思いますが、もっと地域や

利用者と近い存在が必須だと感じました。地域が地域のために問題に向き合うことが必要だと思いまし

た。 

(3) 感想 

	 様々な事例を 1 日で見せていただけて比較がしやすかったです。実際にサービスの様子や利用者の様

子を見せていただけて、肌で感じることができました。また、私がイメージしていたよりも（祖父母が

入所していた老人ホームの印象が強いのですが）明るかったです。採光はもちろんですが、カラフルな

色彩だったり、廊下に飾られている綺麗な絵や作品だったり、木製の家具の温かみだったりと内装も明

るく感じましたし、歌を歌っている方がおられたり、笑っておしゃべりしている方がおられたり利用者

の方々も明るく楽しんでおられるように感じました。スタッフの方々の日々のコミュニケーションや

様々な工夫によるところが大きいとは思いますが、建築的な工夫で促進できている部分もあるのだろう

と感じることができました。 



居住福祉計画特論 2018  2018.05.29 

 

泉北事例見学レポート 

～時代順に高齢者施設を巡る～ 

 

大阪市立大学生活科学研究科 

M18HB006 後藤佑理子 

 

見学で気づいたこと 

7 つの高齢者向き施設を 1 日で見学した。時代順に一気に見学することで見えてくることがいくつか

あった。 

まずは、私の高齢者施設へ対するイメージは古かったということだ。私の地元にも高齢者施設はあり、

それは最初に見学した老人ホームに類似している。地元の老人ホームには祖父やおばさんが入所してい

たり、小学校の授業の一環で訪問したりと日常的に訪れる機会があり、「老人ホーム」というとそれを具

体的に想像していた。しかし、最新の事例には地域包括ケアシステムが積極的に導入されており、従来

の老人ホームとは規模が大幅に縮小され、より住宅に近い環境で介護が実現されており生活に豊かさが

感じられた。 

そして、泉北は地域包括ケアに対する住民の認識や理解が進んでいるということだ。これだけ多種多

様な高齢者施設が泉北に集中しているということは行政や法人が積極的に高齢者支援に取り組んでい

るということは分かるが、地域住民の理解を得なければ実現しがたい。とくに、地域包括ケアの場合は

住宅街の一画に福祉施設を設けるため、より理解が求められるはずだろう。その点において、泉北は進

んでいるし、今後、他の地域で地域包括ケアシステムを積極的に導入する場合、泉北はモデル的存在に

なり得るだろう。 

 

これからの取り組むべきこと 

 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、間接的とは言え、実際するとなると現実的には難しい。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 

 今、私の実家では私の父と母と祖母の 3 人で暮らしている。祖母は今年で 83 歳になる。祖母は認知

症の症状も見られず、足腰が弱くなったとはいえ自力で動けるし、言葉もハッキリしているため、普段

の生活や会話に大きな支障はない。幸い、祖母の場合は父と母の 2 人の目があるため何かあったときで

もそれなりに対応ができる。このケース(1 人の高齢者に対して 2 人で面倒を見る)は少子高齢社会とな

った現在の日本では希少だろう。しかし、本来はこの光景こそが自然なのではないだろうか。 

先日、某議員が「3 人子供を産み育ててほしい」と発言したことが話題となった。この発言に対して

は賛否を含め、様々な意見が飛び交った。最終的に、某議員は失言と捉え発言を撤回したがはたして本

当に失言だったのだろうか。少子化は今後も進行するだろう。しかし、その進行を緩やかにする努力も

諦めてはならないと思う。そしてそれは我々世代の判断に希望がかかっているだろう。 



居住福祉計画特論  2018.06.05 

小池研究室 M18HB007 阪口由佳 

「泉北事例見学レポート ～時代順に高齢者施設を巡る」 

 

1． 見学で気づいたこと 

 時代ごとの福祉施設、様々な形態の福祉施設を見学しその空間が醸し出す空気がやは

り規模や運営の体制、実際どのような建物を用いているかによって大きく異なると実感

した。美樹の園の特養や老健は人数も多く、さらに医療サービスや終の棲家となるよう

な活用の仕方であることから、施設間がただよう病院に近い共用空間が多いと感じた。

各個室もここで落ち着ける空間ではあるだろうが、どことなく施設に収められていると

いう感じがぬぐえないようにも思えた。しかし、生活するうえでの動線確保や、入所者

の活動が感じられ、家では満足にできない手厚い介護の実態を実感した。 

 グループホームや、個人の福祉支援室では、やはり家を実際に改装しているというこ

ともあり、前者の物よりも家の中で生活しているという実感が強いように思う。これま

でに行ってきた日常生活というものを維持できるが、施設のようなもののほうが家族は

訪れやすいのではないかと思った。本人の感じ方と、家族の感じ方で居心地の良さ、と

いうものは少し変わるのかもしれない。 

 

2． これからの取り組むべきこと 

 大型施設の福祉施設はやはりマチとの乖離性を感じてしまった。どこまで小規模で運

営できるのかといった実態をまず知り、どういった点在の仕方が理想なのか等の模索が

必要であると考える。施設的なものを町の主体としてとらえ、そこから派生するように

小規模の施設を入れていくとまち全体の包括ケアシステムが完成するのではないだろ

うか。自分にすぐに動くこととして、まず福祉施設の種類、法、また、現状どういった

福祉が必要とされているのかを把握することであると思った。特にまちになにか作るま

ちづくりを行う、と考えるとどういった地域の現状があり、空家の活用や、その街に存

在するのかを見出す必要があると自覚し、作り手にも地域の人にもそのポテンシャルを

認識させることが必要だと考える。 

 

3． 感想 

いろいろな物件を見ていくごとに福祉施設といってもかなり多様であるということ

が実感としてのこった。また、集住の改修など施設としてではないが、支援室としての

役割を兼ねるなど新たな可能性を持たせることがとても面白いと思った。また、設備や

小さな設計であっても福祉の視点から考えられたものが多く、普段の生活の中では暮ら

しにくいと感じさせるのはこういった場面なのか、と目に見えてわかってよく理解でき

たように思う。グループホームなど、数多く求められる施設に対して、現状の数の不足

など、そういったところに今後どう介入していくのか、今後自分なりにも考えていこう

と思った。 



居住福祉計画学特論 

M18HB008 

 泉北事例見学レポート ～時代順に高齢者施設を巡る～ 

 

＊見学で気づいたこと 

 介護度によって特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホームと分けられているこ

とは知っていましたが、それぞれで施設の使われ方や雰囲気がかなり違うということは見

学を通して初めて知りました。どのケア施設も認知症の方が多く入所され、個別の居室とは

別に談話スペースが広くとられていたことが印象的でした。 

特別養護老人ホームと聞いたとき、個人的には病院のような「介護施設」というイメージ

が強かったので、増築された南館のように、インテリアにこだわった空間はとても意外でし

た。また、私は要介護の方のケアのほうが小規模施設で行われ、リハビリ教室などは比較的

多い人数で行われていると思っていたのですが、実際は介護度の低いグループホームのほ

うが少数性のケアが行われていることを知り驚きました。 

 

＊これから取り組むべきこと 

 地域に住む高齢者を対象とし公営住宅を改修した居

室は、施設ではない形で地域に溶け込んでいて素敵だと

思いました。一方でエレベーターがないために外出や入

浴時に毎回階段の昇降が必要となるなど、バリアフリー

の点では少し課題があるように思いました。これから少

子高齢化が進む中で、ニュータウンの人口減少による空

き家率の増加、および居住者の高齢化は避けられない問

題だと思います。今後は公営住宅自体のバリアフリー化

も必要となってくるように感じました。 

 また、地域内に分散して小規模ケア空間をつくるというのは、土地にあまり余裕のないニ

ュータウンにおいても、その地域で生活を送ってきた高齢者にとっても良いことだと思い

ます。地域から排除するのではなく、その環境の中にケア空間を設けることで、高齢者にと

ってより住みやすい場所になるように感じました。 

 

＊感想 

本意とは異なるかもしれませんが、既に公営住宅に居住されている 60歳以上の方に対し

ても希望があった場合に簡単なケアを行えるようになれば、施設ではないが“ケアを受ける

ことも可能”な共同住宅として、より高齢者にとって生活の送りやすい場になるのではない

かと思いました。一方でこういった取り組みが建物の用途変更の規定にあたるのかもしれ

ないということを考えると、制度の緩和がもう少し進んでほしいと思います。 

 

▲施設ではない形の高齢者向け住居 



2018.0529                                                 M18HB009 田中 大貴 

居住福祉計画学特論「泉北事例見学会」  

  

（１）見学で気付いたこと  

今回の見学会で、時代によって福祉施設がどのような変遷をたどっているのか気付くことができまし

た。また私達大学生に朗らかな笑顔で話しかけてくれたり、自室をおしゃれなインテリアで統一したり

と、中での暮らしを楽しんでいる様子も見られ、いい意味で私のもっていた老人介護施設のイメージを覆

されました。 

 福祉施設内にあった手すりや洗面台の形状、車いすに座ったまま入浴できる浴槽など様々な部分でケア

を必要としている人に向けたデザインを見ることができ、とても興味深かったです。これらのデザインは

ケアを必要とする人にヒアリングをし、また行動をつぶさに観察しながら設計したものであり、今後地域

居住が増えていくにあたって、これまで以上にケアを必要としている人と地域の様々な人が関わり合いな

がら、コミュニケーションをしていくと予想されます。その過程の中で今までは拾い上げることができな

かった不都合も、より拾い上げることができるようになり、より暮らしやすい社会になるのではないかと

思いました。 

 

（２）これからの取り組むべきこと  

 一言で福祉施設といっても特養、老健など症状に応じて様々な施設があり、それらに対して自分自身、

そういった福祉に関する知識が少ないということに気付きました。今後社会を考えていく上で、自分自身

きちんと学んでいく必要があると実感しました。 

福祉施設内の高齢者に向けた素晴らしい計画と仕組みを知ることができた一方で、窓から見えるホテル

やゴルフ場のフェンスといった風景が、正直あまりいいものだとは思えず、福祉施設周りの環境の悪さが

とても気になりました。この問題に関しては、福祉に携わる人だけでは恐らく解決できず、地域に住む多

くの人が自分自身と福祉、ひいては自身の暮らす街に興味をもって結び付けて考えていくことで、初めて

解決できるのだろうと感じました。地域居住が進んでいく中で、ケアを必要とする人達とそれ以外の人た

ちとをどうやって結び付け理解を向上させるか、それが、これから私達が取り組むべき課題であると思い

ました。 

 

（３）感想  

高齢者福祉施設という今まであまり身近でなかった場所でしたが、今回幾つもの事例を内部の細かいと

ころまで見させていただき、福祉とは施設内だけで完結することではなく、地域と上手くつながっていく

中で新たなコミュニティの中心となっていくというイメージをもつことができました。そのイメージを持

ちながら、これからデザイナーとして空間づくり・場づくりに携わっていこうと思います。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～ 

泉北事例見学レポート ～ 時代順に高齢者施設を巡る 

 
生活科学部研究科 居住環境コース 

M18HB010 冨田茉理奈 

 
（１） 見学で気づいたこと 
福祉施設ならではの気をつける点が多いということ。例えば階段室のドアの前に植栽を置くとか、洗面

台の前に手すりをつけること、手鏡がバネで伸びてくる仕掛けになっているだとか。また、増築によって

今までの良かった点が悪化することや（景観、採光）、設備的には向上してもなかなかうまくいかない点が

あるということだった。増築を想定して施設をつくるべきかについてはそれぞれだと思うが、やはり利便

性などを考えるとそうなるのも仕方がないと感じた。個室を見ることができたのはよかった。それぞれの

施設ごとに傾向が異なることに驚いた。住所の有無、それぞれ居住者の持ち込みの家具やその量、家の個

室に似ているなど。医療形態や美容室にも専用スペースの有無など時代によっても変化することを知った。

個人住宅の転用されているところは（度合いにもよるのかもしれないが）施設よりも家の雰囲気に近い状

態で過ごしていたように見えた。地域居住というものが少し見えた気がした。 

 

（２） これからの取り組むべきこと 
見学を通して実態というものは見ることはできたが、何より自分が持つ福祉施設の知識の少なさが気に

なった。デイサービス、デイケア、グループホームなどそれぞれどの段階の人々を対象としているのか、

従業員との関係、施設設備の設け方、規制の設け方、どこに配慮するのか、高齢者の様子など今一度整理、

学ぶ必要があると感じた。また規模の異なる施設を見ていったが、「地域居住」というワードに注目したい

と思っている。最後の方の団地の改修、個人住宅の転用などが個人的に面白かったが、話を聞いていると

どうしても周囲との関係性、またどのように運営、展開していくかが重要だと感じた。それぞれのバック

グラウンド、実態について知る、調べたいと感じた。また新しい形態の福祉施設などが増える傾向にある

中で集中型ケア拠点となるような施設の在り方、特にコミュニティに関しても調べてこれからの社会に対

してどのように変化していく必要があるのかを考えてみることが大事だと感じた。 

 

 

（３）感想 
福祉施設の見学に行く機会は今までであったが、どうしても時代ごとや役割別で一気に見ることがなく、

それぞれについて丁寧に見ることができたのは貴重な体験だったと感じる。それぞれの形態が異なり、同

じ設備が置いてあったとしてもそこでの過ごし方などは全く異なってくるだろうと想像することができた。

身の回りに高齢者がおらず、特に知らなかったことについて見ることができ、福祉施設に対する知識につ

ながることができたと思う。 

 



  居住福祉計画学特論 2018.05.29.(火) 

M18HB011 西口誠 

「泉北事例見学レポート 〜 時代順に高齢者施設を巡る」 

（１） 見学で気づいたこと 

 今回の見学は特別養護老人ホームから始まり、老人保健施設、グループホーム高齢者生

活支援住宅と様々なタイプの福祉施設を見学させていただきました。一社会福祉法人がこ

れだけ多角的に地域に対してサービスを行っているのかという驚きがありました。その中

で、特に私にとって衝撃的だったことは、施設によって高齢者の振る舞いが全く異なって

いたことです。ケアのシステムを工夫することによって、より自律的な生活を支援するこ

とが可能なのですね。そこには、高齢者の要介護度の差ももちろんあるとは思いますが。 

 施設によって振る舞いの差があった一方で、空間に大きな差が見られなかったことは残

念でした。時代を経るにつれ、ソフト面は変わろうとしているのに、建築はなかなか進歩

しないのですね。環境支援という側面からでも彼らの振る舞いに多分に貢献できるだろう

になぁと、自分がどう携わることができるのかと考えさせられました。 

 

（２）これからの取り組むべきこと 

 上記のように大きな建築的な差異が見られなかったので、建築に携わる者として、どの

ような空間がより良い環境支援を達成することができるのか明らかにする必要があると感

じました。空間構成やエレメント、マテリアルなど高齢者の生理的特徴と合わせて分析す

る必要があるのでしょう。住宅ではこれまで多くの議論がされてきたと思いますが、福祉

施設はまだまだ出遅れているように思えます。 

 それと合わせて、地域に対してどのように開き、関係をもっていくのかという議論も必

要だと考えます。加藤さんの講義で地域包括ケアのお話もありましたし、今回の見学でも

泉北ニュータウンでの取り組みも見せていただきました。ですが、それらはまだ自然発生

的に点として現れているものにすぎず、地域全体をカバーできているように思えませんで

した。とても素晴らしい取り組みだと思うので、より成熟した環境を整えるための取り組

みが必要であると考えます。 

 

（３）感想 

 今回これだけの施設を見学することができ、とても濃密で意

義深い一日となりました。大学だけでなく、社会法人や NPO

が連携しあって積極的に活動を行っている様が間近で見るこ

とができたことが一番良かったように思います。欲を言えば、

ニュータウンで過ごしている一般の住民やケアを受けている

高齢者の側からもお話を聞きたかったです。 

 



泉北事例見学 ～時代順に高齢者施設を巡る～ 

2018.6.5 

M18HB012 仁田尾百花 

 

１. 講義で気づいたこと 

今回の見学では高齢者福祉施設を年代順で訪問した。大人数のケアという用途に合わせてつくら

れた初期の福祉施設から、年代が新しくなると規模が住宅レベルにまで小さくなり、地域に溶け込

むようになっていったことが理解できた。従来型では四角い空間の中で、会話もなくうなだれてい

る人やぼんやりしている人が多くみられ、ケアが十分に行き届いているのだろうかと感じた。後半

になるにつれ、四角形にとらわれない様々な形の空間が増え、入居者や職員との距離も近づき密度

の高いケアが提供されている印象を受けた。しかし従来型の施設でも、空間を壁ではなく、カーテ

ンや棚で仕切っていたり、職員の数を調整したりと工夫が見られた。また以前プロジェクトで関わ

った有料老人ホームでは、入居者に対して個人及び集団でのアクティビティをほぼ毎日実施してお

り、今回訪問した施設において頻度や種類を比較したところ、それがいかに力を入れて行っている

ことかがわかった。 

 

２. これから取り組むべきこと 

建物をある用途のためだけにつくるのではなく、地域や時代の需要に合わせて中のプログラムを

変更できる、転用可能な建物を普及させることが今後重要となるのではないか。その規模はケアの

行き届きやすいよう小さなもので、近隣の人々に理解を得た身近なものであることが望ましい。そ

の空間は入居者が自宅から持ち込んだ私物を置く、製作したものを飾るなど自分らしい暮らしが維

持できる環境であるべきである。その他職員や来訪者に対しても配慮をし、空間や家具のデザイン

や配置をだけでなく、施設らしさを感じさせないよう、構造体や設備の意匠にも気を配らなければ

ならない。コミュニケーションの取りやすさや職員の働きやすさ、アクティビティの実施といった

観点から、より良いケア空間の検討を続けていく必要がある。そのために他施設との情報共有を行

う、造園療法や学習療法といった新たなケア手法の模索や導入を図るなども有効であると考える。 

 

３. 感想 

空き家や住宅の一部を福祉施設へ転用している事例が多く、やはり有効な手法であるのだなと感

じた。エレガーノ甲南の改修で少し関わった際に着目していたこともあり、リビングにおける家具

のデザインやテレビの配置等が気になった。また居室を見る機会がこれまであまりなかったため、

入居者の個性が尊重された個室や、完全に仕切ることなくしかしプライバシーへの配慮がなされて

いる多床室等を見ることができ、貴重な機会であった。 



居住福祉計画特論	 レポート３	 泉北事例見学レポート 
生活科学研究科	 M18HB013	 藤原祐人 
 
１.気づいたこと 
	 特養では入居者の入居者のほとんどが暇そうだったり寝ていたりすることが気

になった。部屋も施設が古いため採光部が小さく、音も無音だった。イベントも2
階のデイサービス利用者の共用スペースでの開催のため、参加も難しいと考えら

れる。医療設備・体制が充実しており、ターミナル段階の介護の充実を感じたが

手すりなどは連続でないところがたまに見られたのが気になった。 
	 老健ではリハビリがメインなこともあり活気を感じた。部屋も採光・景色とも

よく、畑が付属していたり水槽があったことから特養と比べ入所者・利用者だけ

でなく働いている人のQOLの高さを感じた。 
	 グループホームではそこに引っ越し、住むという性質から、より入居者の活気

と自立を部屋や施設内のイベントから感じた。そして泉北ニュータウン内での住

宅改修例を見て、介護には人との交流が最も重要だと再確認した。そしてそのた

めの環境づくりとしての地域包括ケアの有用性を強く感じた。 
	  
２.これから取り組むこと 
	 私は特別養護老人ホーム見学の際、旧館に入っている人のほとんどが暗く、俯

いた顔をしていたことが1番気になった。グループホームなど他施設の見学を行い、
入所者の生き生きとした会話や活動を見るうちにその問題意識はより強くなった。

これは、特養に入所する人が後期高齢者や重度の認知症患者などが多いことに起

因するかもしれない。しかし、今後は人口が減少し、高齢者数のピークアウトを

起こす地域の発生とそれによる施設の空室増加も想定される。また地域包括ケア

の浸透や福祉的整備、技術の進歩に伴い、特養に入所する人は今と比べ限られた

ものになってゆくだろう。 
	 このような背景を受け、新設ではなく、既存の特養における入所者の生活水準

向上が必要であると考える。今以上の高齢化社会と、作業能率重視ではない一人

一人の個人の人物や生活を重視する社会に適合し、安心して入所できるようにす

るためだ。今後は高齢者やその家族または超高齢化社会を考慮すると、地域包括

ケア体制の整備は必要不可欠である。それが実現した時、地域での介護が難しい

人の受け口となれる施設の環境作りが必要だ。 
 



３.感想 
	 今回、年代順の福祉施設のあり方を見ることで、高齢化社会に向けた環境整備

は進歩しているのだなと純粋に感じた。特に一般住宅を福祉施設として整備した

泉北の例は今後の普及や事例の一つとしてとても興味深かった。しかし地域間で

の包括ケアへの取り組みはムラがあり、今回の事例も単発的なものであると思う。

連続的な活動にできるような取り組みを模索したいと考えた。 
	 丁寧なご案内本当にありがとうございました。 



泉北見学 

 

2018.5.25 

M18HB014 堀田 裕紀 

 

①気づいたこと 

特養から民家利用型グループホームまでを見学して気づいたのは施設の新しさに比例して廊下幅がど

んどん狭く、そして建具が障子やロールクスリーン等のように空間を柔らかく分断するものになってい

たことである。最初に見た特養は廊下幅 2.7m を優に超える昔ながらの高齢者施設といった印象であっ

た。しかし、このような広い廊下は本当に必要なのか、規制緩和をするとすればどこまでの緩和が可能で

あるのかは安全面、ソフト面を考慮した上で考えなければならないと感じた。多床室の利用を考える時、

カーテンのみでの仕切りはあまりにプライベートの確立ができていないのではないか。しかしそれと同

時にあまりに強固な間仕切りは入居者同士、時には入居者と施設スタッフの関係性まで希薄にする可能

性がある。その点民家改修・利用型施設では障子などの可動式の建具を用いることで必要に応じて空間

を分節しており、パブリックスペースとプライベートスペースを緩やかに分けている事がわかった。 

 

②取り組むべきこと 

今回の見学では昔からある大規模な特養から近年増加している民家改修型の小規模な高齢者施設(デイ

サービスなど)に至る変遷を見る事が出来た。その中で施設がより大規模になるほどケアがより作業的に、

より効率化を図ったものになっているのではないかと感じた。例えば入浴介助やリハビリスペース(特養)

で待っている際に車椅子に乗った入居者たちが廊下に一列に並べられ、会話もなくただぼーっとしてい

る「無為」の時間がよく見られた。確かに入居者一人一人に対する入浴等のケアの時間は限られている

が、それに至るまでにスタッフ－入居者間だけでなく入居者－入居者間での会話などが生まれるような

ケア及び環境が必要ではないだろうか。ここから建築面では現在地域密着型の民家改修型の高齢者施設

はまだまだ量的に不足しており、さらなる高齢者増加に伴い増やしていく必要があると同時に既存大規

模のもつ、高齢者の無為の時間の削減という課題のためにパブリック・プライベートだけでない中間領

域を考えていくこともこれからの社会を担う私たちに課せられた課題なのではないかと考える。 

 

③感想 

複数の施設を同日に見学したため、それぞれの長所、短所の比較が出来たとても有意義な時間だった。

その中で大規模施設には無為の時間を削減するためのセミパブリック、セミプライベートな空間を設け

るにはどう設計し、家具をレイアウトすべきなのか、小規模施設においては災害などの非常時における

対策が欠ける部分が問題となるだろうと予測し、対策やそれにあった法規制も考えて行く必要があるの

ではないかと感じた。大小それぞれの施設どちらかではなく、どちらも分散させることでさらに高齢者

の選択性を広げ、無理のない環境移行を促す必要があるのではないかと、この見学から改めて考えるよ

い機会となった。 



〜

2018 年 6月 5日  

M18HB015 王 馨 

気づいたこと 

5 月 29 日（火）、泉北高齢者施設の見学に行ってきました。今回見学に行かせていただいたのは、

老人ホーム「美樹の園」です。周辺は住宅地になっていて静かです。車が通ることが少ない、大きな建

物も少ないので、ホームからの景観もきれいです。気をつけるの点が多い、まず高齢者と介護者の健康

を守るために見学の前に、手洗いとうがいを行います。老人保健施設で２階の認知症ケアセンターにお

ける医療機関の往診が週に 2 回あります。緊急時の連絡も取れますので安心です。グループホームの２

階において、「朱雀」と「玄武」という二つユニットがあります。廊下に飾りつけることは入居者様と

一緒にされているようです。折り紙を折ったり、書法を書いたり、絵を描いた。入居たちはさまざまな

工夫を凝らして制作されて温かい雰囲気があります。リビングルームにピアノもおいてあります。利用

者たちは集まって介護者と雑談したり、一緒に食事をとったりして、家族のような雰囲気が味わえま

す。普通タイプの個室が見ることができた。お手洗いと洗面台が設置されています。収納スペースが広

くなります。移動や動作を補助し、安全性を高めるために手摺りを設けます。玄関、階段、浴室、トイ

レなどに設置することで、身体のバランスを支えらることができます。 

これからの取り組むべきこと 

今回は初めて実際に日本の老人ホームの現場に足を運びました。加藤さんの「福祉転用からみた地

域再生」という講義で地域居住を支えるの話もありました。高齢者症状とニーズによって、デイサービ

ス、デイケア、グループホームなどそれぞれ階段モデルがあります。昭和 58 年の大型老人ホームから

今のシアハウスまで、時代を経るにつれて、ハード面だけでなく、ソフト面の工夫もなかなか成熟し

た。高齢者たちは加齢とともに、視力は衰えます。見やすさへのために、照明を設置したり部材の色を

変えるなどはっきり認識できる配慮が必要です。ホームの廊下に植栽を置き、おおきなベランダに花な

どを植えていく、日々の変化を眺めるのも楽しいかもしれません。廊下に花見などイベント写真を飾り

つけて、懐かしい雰囲気があります。いま、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。福祉・医療関連施設がコミュニティの中心になっている。高齢者対 して高齢

者施設にソフト面ケアと 地域コミュニティのどのように関連していく必要があるを考えてみることが

重要だと思います。 

感想 

高齢者に対する空間特徴や専門的なサービスが見学しました。様々な介護サービスやイベントは詳

しい理解しました。前で本の実例を理解したように良く助けます。集中型ケア拠点となるような施設や

福祉転用したシアハウスが、どちらにも居心地の良い場所にするために、努めているというのが、私が

見学させてもらった時の感想でした。 



排除から包摂

シュウカンヨウ M18hb016

１、見学で気づいたこと

私はこの授業を受ける前に、老人ホームは高齢者にとって良い施設であることと考え

ていた。しかし、実際に老人ホームを見学した後、消毒液の匂い、テレビの音しか聞こ

え、老人たちがとても眠たそうにしていたことしか覚えていない。見学を通じて老人ホ

ームに対する考えは少し変化した。

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、現在で老人や

障害者などといった「社会から排除された群体」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？老人ホームに入ることは本

当に必要だろうか？老人ホームに入るのは自分の意志、あるいは他人の判断だろうか？

老人ホーム以外の選択肢があるだろうか？

２、これから取り込むべきこと

まず取り込むべきなことは、「本人の意志」を聞くことである。そもそも「自宅生活

が困難」という判断は誰がするべきだろうか。家族？ ケアマネージャー？ それとも医

師？ 本来最も優先されるべき本人の思いに耳を傾けられているのだろうか？

1 年間有料老人ホームに入居した軽度認知症がある 90 代の男性は、「孤独死でも野

垂れ死にでもいいから自宅にいたいんですよ」といった。なぜ自宅にいられないのだろ

うか？それは、認知症・歩行困難なら、この施設・病院に入ったほうがいい」と考え、

自然に彼らを社会から排除するのではないだろうか？

そのため今後、施設や病院に入居するだけではなく、自宅で過ごしたい人にケアサー

ビスを提供することが重要である。例えば、槇塚台では空き店舗をコミュニティレスト

ランに改修し、地域に住む方などに配食サービスを提供している。「たまむすびテラス」

は高齢者世帯だけ利用できる福祉施設に注目するだけではなく、多様な世代が同居でき

る環境を作ることも参考にできると考える。

３、感想

以前、老人ホーム、グループルームなど福祉施設を見学する機会があまりなかった。

今回の見学では、良い事例だと感じる施設もあったし、改善すべき施設もあることを感

じた。また、高齢者や障害者のための施設を充実させることが大事であるが、高齢者や

障害者にとっては暮らしの環境も重要な要素であることを感じた。今回このような貴重

な経験の場を設けていただき、ありがとうございました。



陸明軒  M18HB017 2018.06.05 

泉北事例見学レポート～時代順に高齢者施設を巡る 

見学で気づいたこと 

初めに日本の老人施設に見学しました。美樹の園の老人施設が景色がいいと

ころにあります。この施設は、老人短期入住療養介護のため設置しています。

入る前に手を洗う、うがいすることが必ずします。一番気になるところはトイ

レの部分、共用トイレがあり、カーテンで廊下とを分けています。こういうよ

うなトイレが日本だけではなく、中国にもめずらしです。施設の中が、レスト

ランや図書館や美容室や吸煙室など、生活空間があり、必要な診察室もありま

す。そして、部屋は４人室と個室があり、ベットが慣れない人のための和室も

あります。たぶん、中廊下建築の通風性が良くないので、廊下のところにおい

はちょっとあります。 

老人グループは案外的にいい雰囲気がある施設だと思います。長期居住のた

め、家のような感じがあります。遠足や見学会などの活動があり、老人に対し

て快適で過ごしやすい場所にすることができると思います。 

泉北ニュータンの老人ホームが空き家がら、老人ホームに転用して、住

宅として、とてもいいところだと思います。 

これからの取り込むべきこと 

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。老人ホーム

に転用するだけではなく、老人の日常生活に若い活力を取り込むことが必要だ

と思います。地域の空き家が一部老人ホームに転用して、一部が外国人向けの

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、老人ホームに住んでいる老人たちに自分の国のことを交流して、老人ホ

ームに活力を取り込むことができます。外国人に介護知識を教えて、老人ホー

ムや老人施設の中で仕事をして、日本の介護士不足の状況も改善できます。 

 

感想について 

  

今度泉北高齢者施設に見学した、日本の福祉施設、老人ホーム、老人グルー

プについてのことは、もっと詳しくに知りました。日本の高齢者施設は案外的

にいいと思います。中国も人口高齢化の問題があり、都市も農村も福祉医療施

設が不備です。「今度の福祉施設はどう発展するか」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。今度の見学が日本の福祉施設に体験で

きるありがたい機会だと思います。ありがとうございました。 
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