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■主な内容
・   ―第 66 回海外交流の会―芹澤隆子氏が語るオーストラリアの介護施設に見る 

『ダイバージョナルセラピー』
66th Intercultural Lecture: Diversional Therapy at an Australian Eldercare Facility

・第 25 回 UIFA JAPON 総会・記念講演のお知らせ
25thUIFA JAPON General Meeting and Commemorative Lecture

・特集：UIFA JAPON 復興ハウスと被災地支援の可能性
Special Feature: UIFA Japon's Support Activities in Quake-Affected Areas and Designs for 
Housing Reconstruction

・UR 都市機構技術管理分室見学会に参加して
Touring the Urban Renaissance Agency Facilities

・被災地通信 (16) 三被災地巡りをして思う
Report from the Disaster Area (16)
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―第 66回海外交流の会―芹澤隆子氏が語るオーストラリアの介護施設に見る『ダイバージョナルセラピー』	
66th	Intercultural	Lecture:	Diversional	Therapy	at	an	Australian	Eldercare	Facility	
	 清本　多恵子　KIYOMOTO	Taeko

を日本においても、「神社」という形で設置したところ、入所
者が手を合わせる。又、壁に描いた絵を巧みに利用した「禁止
しないデザイン」やドアの色を別々にし、ドアでお住まいの方
の個性を表現するなど、塗装を活用した事例。「チェア」＆「ベッ
ド」に注目した事例を紹介。ベッドメイキングは必須で、各人
の個性に合わせたソファが置かれている。体に触れる部分が伸
縮・通気・撥水性に優れた素材で作られ、通常の車椅子では座
位が保てなくなった方も寝たきりの状態から解放され、屋外へ
行くこともできるジェルチェア。お尻を楽に洗えるシャワー
チェア。
　認知症ユニットは必ず、G 階（1 階）に設置すべきで、庭と
の自由にアクセスできるように計画し、庭の草花に触れること
で五感を刺激する。日本の事例で、焚火をし、焼き芋を焼いて、
焼き芋の味を感じる試みが有効だった。最後に、泣いて、笑う
赤ちゃん人形の「たあたん」を用いたドールセラピー。実物の

「たあたん」の泣き声、笑い声を聞く。
◆『ノーリフティングポリシー』
　ご用意いただいたパワーポイントを駆け足でお聴きして、
あっという間に時間が過ぎ、盛り沢山なご講演だった。会場と
の質疑では、オーストラリアのホイストについての質問に対
して「オーストラリアでは『ノーリフティングポリシー』の考
え方が主流で、職員が入居者を
抱え上げることが禁止されてい
る。建築デザインの中に簡易の
リフトが取り込まれ、廊下の一
角にその収納スペースがあらか
じめ、計画されている」との、
ご説明を受けた。
　「椅子とベッド」の生活の歴
史の差を感じ『最後まで自分ら
しく生きる』ということを考え
る機会をいただいた。

　2017 年 3 月 25 日（ 土 ）15：00 よ
り、日大理工学部駿河台校舎 5 号館にお
いて、オーストラリアの介護施設につい
てお話を伺いました。
◆�必要なものは「コミュニケーション」
と「刺激」

　冒頭、Bronwyn Bishop 氏が大臣の時
に策定された「高齢化するオーストラ
リア国家戦略」の「老いることは楽し
むこと、耐えることではない (Old age 
is to be enjoyed not endured)」という

ダイバージョナルセラピーの理念が紹介される。
　ダイバージョナルセラピー（Diversional Therapy）とは、英
語のダイバージョン（diversion）から派生した言葉で、順調
に歩いて来た道に「老い」という山が出現した時にその山を崩
そうとするのではなく、回避をしましょうという考え方。施設
において退屈で孤立している入居者さんにとって、必要なもの
は、「コミュニケーション」と「刺激」であり、それを実現す
る為には、建築デザインが必須とのこと。
　オーストラリアでは介護のスタンダード（基準）を保障する
為に、高齢者施設認定監査機関が施設建築を監査する。監査の
基準は「プライバシーへの配慮、火災予防の徹底、通路など
移動のしやすさ」など。オーストラリアの女性建築家、Kelly 
Rattigan 氏は高齢者介護施設の要点として「入居者にとって“家
庭的” であること、職員にとって “心地よい職場” であること」
としている。
◆感性に働きかけるデザイン
　「続いて、オーストラリアの施設の実例写真を使って、カー
テンや調度品に家庭的で使われるようなタイプのものを用いた
デザイン、センサリールームで光ファイバーなどを使用し、リ
ラックスしながら、感性に働きかけるデザインについて説明を
受ける。多くのオーストラリアの施設にある「祈りのスペース」

特定非営利活動法人
日本ダイバージョナルセラピー
協会　理事長　芹澤隆子氏

（写真：宮本）

◆第 25回 UIFA�JAPON総会・記念講演◆
25thUIFA JAPON General Meeting and Commemorative Lecture

開催日：2017 年 7 月 1 日 ( 土 )　　場所：日本大学駿河台校舎 8 号館５階 851 教室

15:00 ～　
　　通常総会
　　25 年のあゆみ
16:30 ～
　　懇親会

18:00 ～　記念講演　「環境と建築」講師：妹島和代氏
（妹島和代氏プロフィール )
1981 年日本女子大学大学院家政学研究科を修了。日本建築学会賞、ベネ
チアビエンナーレ国際建築展金獅子賞、プリツカー賞、芸術文化勲章オフィ
シエ、紫綬褒章などを受賞。現在、横浜国立大学大学院 Y-GSA 教授他

Photo:Aiko Suzuki

国際女性建築家会議　日本支部

3 月 26 日今城仮設団地 ( 熊本 )「みんなの家」での勉強・
相談会。PPT の画像で間取りの勘所を伝える（写真：上田）

ドールセラピーのたあたんに語り掛ける
芹澤氏（写真：宮本）
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特集：UIFA�JAPON 復興ハウスと被災地支援の可能性� Special�Feature:�UIFA�Japon's�Support�Activities�in�Quake-Affected�Areas�and�Designs�for�Housing�Reconstruction

UIFA�JAPON復興ハウス「高齢期のコンパクトな住まい提案集」を 2016 年 12 月 25 日御船町役場町長宛に送付しました。
・・・「ユイファ復興ハウス」プラン集作成にむけて・・・より

　会員の皆様から、23 の提案をいただいた。それらには、会員の住まい
についての様々な思いが込められ、魅力的なプランの集積となった。
各案の勘所を見てみた。

22 提案を A3 拡大パネル化・掲示し、22 の提案の勘所をパワーポイント
を映写しながら30分ほど説明。その後1時間半、参加者と町役場の担当者・
建築士会の方々と車座になり、茶菓をいただきながら、様々な会話が交わ
された。ある場面では、図面を持って相談に来られた方、まだ、建物より
宅地が切迫した課題のようで、地盤の液状化や、擁壁の再構築など、行政
への質問も多く、役場の担当者から、今時点での行政の考え方を丁寧に説
明していただいた。2016 年 4 月 14、16 日の 2 回の激震から、1 年近く
経過し、避難所生活から仮設住宅暮らしへと移行し、新たに住まいを再建
する当初の意欲が変質してきている様子もうかがえ、持家の再建費用と借
家の賃貸料を天秤に測りながら、災害復興住宅への期待・要望も膨らんで
きているようだ。
「ためになった！」と声かけられ
　上田会員による今の木造住宅工事の特徴の説明、特にべた基礎やホール
ダウン金物の写真に参加者の目が引き寄せられていた。また、益城町テク
ノ仮設団地に作られた「くまもと型復興住宅」モデルの工事費の組み立て
など、1000 万円といっても詳細を詰めていくとそれに収まらない不満に
対し、上田会員から、コストアップ要因はオプション工事費の設定にある
こと。車購入を例にしながら、家のグレードの決め方について解り易く説
明するシーンもあった。この町は盆地（西に金峰山、東に阿蘇山）のため

A	：	家事も介護も、そして連れ合いに対する気遣案
B	：	高齢期を自分らしく生きるための工夫案
C	：	伝統的な二間続きの和室必須案
D	：	誰かと一緒に住むために、或は二部屋欲しい案
E	：		ご近所の人たちが寄りやすい家、伝統的な縁側や土間の提案 (A～ D
案共通 )

以上の特徴が複合化されたものも含めて、コンパクトに収められている。
提案者：岩井紘子、稲垣弘子、森田美紀、坂東みさ子、杉原尚子、宮崎玲子、
小池 ( 米田 ) 和子、伊藤京子、川口亜稀子、上田壽子、平野啓子、安武敦子、
加部千賀子、井関まい子、薄井温子、井出幸子、福井綾子、柏原雪子、柳
澤佐和子
提案集を新たな支援の力へ
　御船町の後援を得て、熊本建築士会女性委員会とともに、2017 年３月
26 日、27 日に、仮設にお住いの方たちで、住まいを再建しようと検討さ
れている方々に向けて、「UIFA JAPON が考える住まいづくりの間取りアイ
ディア・勘所」を伝える勉強・相談会を、3 箇所の仮設の集会所で開催した。

冬の寒さは厳しいという。床暖房論議の中で県産材の杉フローリングで寒
さ回避提案（熊本建築士会）もあった。職人不足で、受注を抑える傾向が
見えながら、仮設居住期限（２年）内に完成を見たいという焦りから、内
容が定まらないうちに契約を急ぐケースもあり、家づくりのチェックポイ
ントの理解に向けて、各段階で相談会の役目が変わっていくことが伺えた。
建築士という職能
　それぞれの仮設には、ハウスメーカーなどからの沢山のチラシがポス
ティングされ、今回の企画もそれに紛れ、認知されにくかったようで、広
報の仕方に課題が残ったが、それと同時に、業者の営業攻勢の勢いを垣間
見たように思う。建設会社やハウスメーカーへお任せ状態、あるいは、図
面に対する疑問があっても、相談する方法がわからない方々に、岩井会員
から、地元で相談に乗ってくれる心強い存在として建築士会女性部会が紹
介された。復興モデル住宅が設計施工という組み立てで進んでいる現在、
建築士という「施主の利益側で施工者との調整業務を行う職種」を理解い
ただくことは、まだまだ難しいことも感じた。
今回の車座の勉強・相談会は、個別の相談会と異なって、他の方々の相談
ごとなど、参加者同士が共有できるシーンもあり、勉強会の一つの形が見
えたようにも思える。

（井出幸子）

　UIFAが震災被害の支援活動に関わることになったのは2004年10月に発生した中越地震からではなかったか。お茶会、
写真展、記録の作成等、その活動には意義深いものが有った。そして昨年 2016 年 4 月、熊本地震が発生した。UIFA 
JAPON として何ができるか、早速有志が義援金を携え熊本に飛んだことは 105 号に有るとおり。それが「UIFA 復興ハ
ウス」プラン集に結実した。UIFA メンバーの培った知恵と技術を惜しみなく発揮したプラン集の最初の 1 冊となった。
施主とデザイナーのコミュニケーションによって造り上げられた暮らしの空間づくりは UIFA ならではのもの。その平
面図を特集として取り上げさせていただいた。各提案にコメントがあり、それも重要と考えるが、紙面の都合上割愛した。

Ｅ：ご近所の人たちが寄りやすい家、伝統的な縁側や土間の提案（A ～ D 案共通）

Ｄ：誰かと一緒に住むために、或は２部屋欲しい案

Ｃ：伝統的な二間続きの和室必須案

Ａ：家事も介護も、連れ合いに対する気遣案

※図面はノンスケールとしました。

Ｂ：高齢期を自分らしく生きるための工夫案

大きな地震が多発する日本において、UIFA JAPON は、今まで、被
災地に寄り添い、被災にめげずに自らの活力を取り戻すお手伝いを重
ねてまいりました。
先日、皆様の支援金を御船町にお届けした際、藤木町長より「復興住
宅のモデルプランは若者向けのプランのようで、もうひとつしっくり
こない。被災した高齢者がこの被災のショックから立ち直るきっかけ
となるような「この間取りなら自分達でも住む事が出来そうだ！」と
思える、そんな高齢者向けのプランの提案をいただけると嬉しい」と
いうお話がありました。
そこで、UIFA JAPON として、彼らから「これ いただき！」という
声が出そうな、そんな間取りの提案集を作ろうと考えました。



4

No. 106 Apr. 25, 2017

UIFA JAPON 事務局

〒 102-0083　

東京都千代田区麹町 2-5-4

第 2 押田ビル　㈱生活構造研究所内

Phone: 03-5275-7861 Fax: 03-5275-7866

E-mail: uifa@liql.co.jp

URL: http://uifa-japon.com 

発行　2017 年 4 月 25 日

■編集後記
仮設の住民たちが住まいの内外について今思う事を屈託無く
語った茶話会だった（井出）　里山は山菜の宝庫、地の息吹に
感謝（宮本）　地元のおじちゃんたちはコピーライトの才があ
るのかな。水辺のイベントを “ここは水辺の遊園地” だって（須
永）　プラン集を拝見し、よく間取り図を見ながら空想してい
た小さい頃を思い出しました（飯田）　人生の新体験中！超高
齢社会をどう生きるか課題のキーは自律発展か（渡邉）　気が
つくと木々は新緑に。今年もお花見はお預け（薄井）

■役員会報告
2016 年度第 5回 1 月 20 日　熊本県御船町復興住宅プラン集
送付報告　岩泉町町長よりお礼報告　第 66 回海外交流の会
準備　UIFA・JAPON 名刺案　創立 25 周年実行委員会発足　
NL105 号発刊　NL 広報配布先の図書館等検討　役員会は UR
都市機構見学会後、松川邸で行われ、引続き新年会開催
2016 年度第 6 回 3 月 24 日　第 66 回海外交流の会準備　熊
本御船町復興住宅相談会参加準備　創立 25 周年準備及び配布
本検討　UIFA・JAPON 名刺検討　総会及び記念講演準備　NL
広報用配布先図書館返信報告

　1 月 20 日（土）は最高気温 3.6℃という寒さの中での
見学。昭和 38 年調布市に設置された量産試験場が、昭和
44 年に八王子市に移転され、数回の名称変更を経て、平
成 27 年より「技術管理分室」となりました。「まちとすまい」
に関する先進的な調査研究や技術開発・試験が行われるよ
うになったもの。今回はその 16 棟中一般公開されている
6 棟の中で、地震防災館と集合住宅歴史館の 2 棟と、普段
は非公開の振動実験棟の計 3 棟を見学しました。
　振動実験棟では「三次元振動台実験装置」に 2 組に分か
れて登壇。阪神淡路大震災・東日本大震災・熊本地震前震
と本震の 4 種類の揺れを体感。地震エネルギーの凄みは衝
撃的。地震防災館は、団地集会所を「ミニ防災拠点」と想
定、「偏心ローラー支承」方式（世界初）による免震構造
が採用され、かつ再生粗骨材を用いたコンクリートで施工
し耐久性の実験も含めて造られた建物でした。
　集合住宅歴史館では、移築復元された同潤会代官山アパー
ト（昭和 2 年入居開始）の住戸や昭和 30 年代に建設・入居
の「公団住宅（蓮根 2DK55 型・多摩平テラスハウス・晴海
高層アパート）」の住戸や外観を見学。私たちのライフスタ
イルを誘導してきたそれぞれの住戸は、日本の暮らしの歴
史の変換点でもあるようです。多様な住まいが生まれてい
る現在、貴重な時代の証人であるこれらの保存は、ペーパー

やデータだけでなく、形
として残すことで暮らし
の空間を体感でき、意味
あることと思います。
　貴重な機会を準備して
頂いた事に感謝し他の棟
の見学も出来ればと思い
ました。

UR 都市機構技術管理分室見学会に参加して	 平野　啓子
Touring	the	Urban	Renaissance	Agency	Facilities	 HIRANO	keiko

※前号で日付の無い記事が有りました。下記の通り訂正してお詫び申し上げます。
1 頁：伊礼智氏講演会は 2016 年 11 月 26 日（土）旭硝子ショールーム。
2 頁：座談会「中越、東日本、熊本などの被災地から見えてきたもの 」は、2016 年 10 月 22 日（土）松川邸で行われました。

　平成 23 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分発生の東日本大震災
から 6 年、28 年 4 月 14 日夜 9 時 26 分発生の熊本大地震
発生から 1 年、同年 8 月 30 日夕刻 6 時頃の岩手県岩泉町台
風 10 号による豪雨被害から 7 ヶ月、と立て続けの災害に、
私達 UIFA も支援活動に忙しい。
　被災、避難を経、仮設住宅や見なし借上げ住宅への一時避
難、そして公営住宅への引っ越しや集団高台移転並びに各自
立再建と復旧の道のりは遠く、苦難さは計り知れない。家族、
財産、過去、未来等一瞬にして奪われ、それでも一歩一歩前
進を余儀なくされている方々に UIFA として今後どう云った
支援が出来るのだろうか。途轍もない防潮提、盛土整備を基
本とする土木政策や、尽きることのない福島原発放射能汚染
問題等、復旧すら侭ならぬ東日本大震災被災の東北沿岸地域。
　が、自然豊かな広大温暖地域の熊本は、思い切った政策優
遇措置が敢行されさえすれば早い段階で復旧復興は望めると
思う。官民一体となり大局的見地で事に当りさえすれば必ず
や早期再興は期待し得る。
　に付けても豪雨被害の岩泉町。高台平地の少ない地の上、
地域密着型住民の町なので、せめて住まいだけはの早期復旧
を願う。
　有数の森林立国岩手県力量の見せ所。建築関係業者一体と
なり、財源保障を鑑みた行政主導型で一気に解決し合えない
ものかと願う。
　人口過疎と高齢化顕著なこれら 3 被災地は、国の支援な
くて到底再興は望めない。昨日まで日本の原風景と共に心

豊 か に 生 き て き
た 方 々 で す。 私
達 UIFA としても、
もっと被災地に寄
り添い本当の叫び
を聞き取り、せめ
て建築行為の世界
で微力ながらの協
力方見出したいも
のです。

三被災地巡りをして思う	 岩井　紘子
Report	from	the	Disaster	Area	(16)	 IWAI	Hiroko	

被災地通信（16）

URL :http://uifa-japon.com 

蓮根団地の復元住戸のダイニング
キッチン
ダイニングテーブルはこの広さにあ
うサイズが市販されていなかったこ
とと、引っ越し時に持ち出されたた
め、作りつけの仕様となったようだ。
食器棚は背面の下足入れと両面使い
の家具。住まいを作り込んだ意気込
みが感じられる　（写真：井出）

住まいづくりの勉強・相談会　3 月 26 日熊本落
合仮設団地「みんなの家」にて（写真：上田）




