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視察プログラム 

 

November 

30（水） 

09:00 Fredensborg Kommune,Center for Elder Handicap Sec.  

高齢者障害者担当課長 Hans Bækvang氏、Helle Hansen氏による 

市の福祉政策についての講義（住宅政策、制度、判定委員会の仕事、構成内容に

ついて）。 

10:30 Egelunden 介護付き住宅、高齢者住宅の見学。 

Mergeltoften 老人ホ－ムにて所長の Conni Meier 氏によるお話。 

14:20 Fredensborg市補助器具倉庫/消防所にて OlovHeligB.A.氏によるお話。 

19:30 J.B.Nielsen氏によるデンマ－クの成人教育学校ホイスコ－レのお話。 

 

December 

01（木） 

08:30 Global charenge class 学校授業参加 

コロニーガーデン見学。 

10:15 Hamlet Elder center 

元ホテルであった建物を高齢者センターおよび住宅に改造した複合施設を見学。 

15:00 Social Pedagogy Developmentcenter  

& house Vinkelvej,Louise Manstrup,leader 

IPCから近い環境配慮型の国内最新の障害者センターと住宅の見学」。 

 

02（金） 

09:00 ヘルシンオア市のリハビリセンター見学。 

OT の指導を観察訪問 Henrik Sahlgren,leader 

13:30 Munkesoegaard Ecovillege 訪問 
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①①①①    FredFredFredFredeeeensborgnsborgnsborgnsborg    KommuneKommuneKommuneKommune    

訪問先名  Fredensborg Kommune 

所在地   Egevangen 3 B・DK-2980 Kokkedal 

視察日時  2011.11.30 

記録者   馬場昌子 笠畑佑馬 

    

1111、、、、デンマークの行政改革デンマークの行政改革デンマークの行政改革デンマークの行政改革    

ご承知のように、２００７年デンマークでは大幅な行政改革が実施された。目的は「２

１世紀を生きていくため、より効率のいい公共サービスの提供を目指し、特にシステムは

良いが技術に不安のある医療に焦点が当てられた。」 

従来、行政区分は国、１３の県、２７１の市（人口約２万人）であった。国は高等教育

（大学）、県は医療と障害者福祉（重度）と中等教育（高等学校と専門学校）、市が福祉全

般（社会・高齢者・障害者・児童）と義務教育の役割を担っていた。 

これを、市を合併し９８市とし、さらに県を無くし、代わりに全国に５つの「リジョン」

を配置して医療だけの役割を持つことになった。県の仕事は国や市に移ることになった。 

 したがって、病院リハビリから在宅リハビリに重点が移り、市のリハビリ担当部門が膨

大な仕事を引き受けることになった。より市民に近づいていった形となった。患者の増加

で組織編成等、今までの役割に加えて県の仕事が下りてきた市は大変忙しい状態になって

いる。と同時に、行政の仕事の簡略化のための電子化が追及され、国民全員に番号が振ら

れ、ワンストップサービスが、行き渡り、市民が、多くの窓口を渡り歩く必要がなくなっ

た。 

今も、さまざまな改革が進行中であり、今回の視察では、地域リハビリテーション領域

での改革が進んでいるようであった。(ヘルシンオア市のリハビリテーションセンターの項

参照) 

    

2222、、、、FredensborgFredensborgFredensborgFredensborg    KKKKomomomommmmmuneuneuneune の高齢者の高齢者の高齢者の高齢者・ハンディキャップトへの対応・ハンディキャップトへの対応・ハンディキャップトへの対応・ハンディキャップトへの対応の概要の概要の概要の概要    

    人口 4万人(デンマークの自治体の平均的な規模)、65歳以上人口 5700人、内 1100人が

要介護者、100人が高齢者住宅、220人が介護付き住宅に居住している。また、これらの方

をお世話するために、700人の方が働いている。 

 入手したパンフレットは、市民向けの利用の手引といったもので、市の高齢者住宅、ケ

ア付き住宅、老人ホーム、アクティビティセンターの紹介と、利用の手順などが記されて

いた。高齢者住宅として７プロジェクトが、ケア付き住宅として６プロジェクトがある。

アクティビティセンターと併設(直結、近接)されているものが多く、地域の高齢者サポート

センター的な役割を果たしているように見える。 
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3333、パンフレットに紹介されている高齢者住宅及びケア付き住宅、パンフレットに紹介されている高齢者住宅及びケア付き住宅、パンフレットに紹介されている高齢者住宅及びケア付き住宅、パンフレットに紹介されている高齢者住宅及びケア付き住宅    

ÆÆÆÆldreboligerldreboligerldreboligerldreboliger（高齢者住宅）（高齢者住宅）（高齢者住宅）（高齢者住宅）    

1、Øresundsvej 

公共のバス交通機関やショッピングモールが近

くにある。 

アクティビティセンターØresundshjemmet と直

結している。 

すべての住戸に小さな庭があり、ペットが許可さ

れている。 

住居数：2間の住居が 19室、ワンルームが 33室 

 

2、Oscar Brunsvej 

Humlebæk の公共交通機関やショッピン

グモールが近くにある。 

すべての住戸に小さな庭があり、ペットが

許可されている。 

住居数：2間の住居が 12室 

 

 

3、Baunebjergvej 

 

公共交通機関やショッピングモールが近く

にある。 

すべての住戸に小さな庭がある。 

住居数：2間の住居が 24室 

 

 

 

 

4、Chrst. Boecksvej 

Fredensborg市の中心部にあり、公共のバス交

通機関が近くにある。 

庭かバルコニーがついている。 

住居数：2間の住居が 41室 
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5、Toftegårdsvænget 

公共のバス交通機関やショッピングモール、

教 会 、 ア ク テ ィ ビ テ ィ セ ン タ ー

Benediktehjemmetが近くにある。 

すべての住戸に小さな庭があり、ペットが許

可されている。 

住居数：2間の住居が 22室 

 

 

6、Mergeltoften 

公共交通機関やショッピングモールが近

くにある。 

アクティビティセンターMergertoften と

直結している。 

すべての住戸にバルコニーがある。 

住居数：2間の住居が 8室 

 

7、Egelunden 

公共のバス交通機関やショッピングモールが近

くにある。 

アクティビティセンターEgelunden と直結して

いる。 

すべての住戸にバルコニーがある。 

住居数：2間の住居が 15室 
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PlejeboligerPlejeboligerPlejeboligerPlejeboliger（ケア付き住宅）（ケア付き住宅）（ケア付き住宅）（ケア付き住宅）    

1、Øresundshjemmet 

1968年に建てられ、2001年に改装された。 

住居は 48 室あり、そのなかで認知症の方向け

の住居が 12 室、夫婦で居住できるように設計

された 2間の住居が 6室ある。 

各住居はエントランスホール、ラウンジ、バス

ルーム、キッチンで構成されており、電話やテ

レビ、ランドリーもある。 

在宅看護も利用でき、カフェ、トレーニング施

設も併設されている。 

 

2、Lystholm 

自然豊かな環境下に 2006年に建てられた。 

ケア付き住宅が 32室。 

各室にはエントランスホール、ラウンジ、バスル

ーム、簡易キッチンがあり、電話やテレビも備わ

っている。またすべての住居に、共用の中庭に向

かって小さなテラスがついている 

また、カフェ、トレーニング施設も併設されてい

る。 

 

3、Egelunden 

ショッピングセンター、公共交通機関が近くに

ある。 

2009年に建設された。 

5 階建てで最上階では景色を眺めることができ

る。1階には中庭がある。 

各階に 11室ずつ、合計で 33室の住居がある。 

各室にはエントランスホール、ラウンジ、バス

ルーム、簡易キッチンがあり、電話やテレビも

備わっている。また各室にはバルコニーが付い

ている。 

各階に共用のダイニングとリビングがある。 
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4、Mergeltoften 

Nivå駅とショッピングセンターの近くにある。 

1994 年に建てられた大きなリハビリ施設で、

2007年に拡張された。 

メインの建物の周りに 8 棟、50 室のケア付き住

宅が備わっている。 

各室にはエントランスホール、ラウンジ、バスル

ーム、簡易キッチンがあり、電話やテレビも備わ

っている。またすべての住居にはテラスがついて

いる。 

また、カフェ、トレーニング施設も併設されてい

る。 

5、Benediktehjemmet 

1973年に建てられ、2007年に改装された。 

住居数：2間のユニットで 40室の住居がある。 

各室にはエントランスホール、ラウンジ、バスル

ーム、簡易キッチンがあり、電話やテレビも備わ

っている。またすべての住居にはバルコニーかテ

ラスがついている。 

 

 

6、BoenhedenAsmundshøj 

1999に建てられた。 

認知症の方のための 8 室の住居で構成されてい

る。 

 

 

 

 

4444、、、、高齢・ハンディキャップチーフ高齢・ハンディキャップチーフ高齢・ハンディキャップチーフ高齢・ハンディキャップチーフ：：：：Hans Hans Hans Hans BÆkvangBÆkvangBÆkvangBÆkvang さんさんさんさんの説明の説明の説明の説明    

高齢者は、3タイプに分けられ、一定の基準でサービスが提供されている。 

タイプ 1：80 歳以上で自宅居住している場合で買い物、掃除、洗濯の援助が必要な場合、

コムーネに問い合わせると 3か月の試験機関から始まる。3か月の自立のための訓練をする

となんとか自分でできるようになる。ならなければ 1 回/2 週間の掃除と 1 回/1 週間の買い

物サービスが提供される。 

タイプ 2：85 歳以上で自宅居住している場合で、身だしなみ、衣服の着脱に援助が必要な
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場合、3 か月の訓練で、約 2 割の人が、自分でできるようになる。8 割の人に対し、3 回/1

日、起床、着替え、入浴、調理の援助を行う。 

タイプ 3：90歳以上、自宅居住が無理な場合、介護付き住宅に移転(午後見学)、介護付き住

宅に移る方は、平均 3年くらいの居住。 

 10 年前に比べ、住宅の質も良くなり、ほとんどの人が在宅生活を願っており、かなえら

れるようになってきた。 

 自治体から、公的援助はすべて無料で提供される。 

 介護付き住宅には、自宅居住もできないことはないが、痴呆または記憶力のが衰えてき

た人が入る。 

 援助は個別に判断され、提供される。判断は「支援判定委員会 visitation」で行う。 

 援助が必要であることを市に連絡すると visitator(看護師またはOT Fredensborgには、

８名の visitatorがいる)が訪問、15項目(身体状況、家族、友人、外部での活動、精神状態、

今後の生活希望など)にわたり、調べ、判定する。その後、まずは、訓練から始まる。 

例1、 男子高齢者で妻死亡(妻が家事全般を行っていた。)→洗濯のしかたの訓練 

例2、 女子高齢者骨折・入院・退院→不自由になるので、いままでしてきたことをどのよ

うにすればよいのか検討。買い物はインターネット利用、OT が訓練にあたる。訓

練しても援助が必要な場合、援助項目の書類を作成。1つの会社を選択する。 

コムーネからの援助か、14社の私企業からの援助を受けるかは、本人が選択する。 

住宅の質が高いといっても、障害に合わせた少しの変更は行う。ドアの幅を大きく、土

間のステップの変更など。高齢者の場合は、そんなに大きな改造はせず、高齢者住宅を進

める。若い人の場合は、大改造もする。浴室の変更、その人の居室を全く変えてしまうこ

ともある。 

不服を申し立てると、再度判定のしなおしがある。 

また、強制的な判定が行われることもあるが、その場合は、裁判所の判定が必要で、約

３%が強制判定である。 

Fredensborg 市独自のサービス：１時間/１週間の精神的な援助という制度を活用し、集

めて、終日の援助に切り替えて、誕生日での付添などに使うことができる。 
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②②②②    EgelundenEgelundenEgelundenEgelunden  介護付き住宅、高齢者住宅の見学介護付き住宅、高齢者住宅の見学介護付き住宅、高齢者住宅の見学介護付き住宅、高齢者住宅の見学（および老人センター）（および老人センター）（および老人センター）（および老人センター）    

訪問先名  Egelunden  

所在地   Egedalsvaenge 17 Kokkedal , Fredensborg 

視察日時  2011.11.30 

記録者   荒井 秀光 

    

1111、、、、施設の施設の施設の施設の概要概要概要概要    

 Egelundenの介護付き住宅、高齢者住宅は公団のアパートを解体して3年前に建設された。

Kokkedalの地域を担当しており、約 100人の方が働いている。この施設には、高齢者向け

住宅と介護付き住宅、病院から退院して一時的に訓練を受ける必要がある人たちや介護付

き住宅に移行しつつある人のための住宅がある。また、住んでいる人々と Kokkedalの地域

に住んでいる高齢者の人々が利用できるカフェやアクティビティーセンターなどが併設さ

れている。近くにショピングセンターがあり、この施設に住んでいる方々も利用している。

また、住民の方はペットを飼ってはいけないが、家族や訪問客、働いている人たちは連れ

てきてもよい。 

    

2222、、、、高齢者住宅の概要高齢者住宅の概要高齢者住宅の概要高齢者住宅の概要    

    高齢者住宅について説明する。高齢者住宅のホールはクリスマスシーズンということで、

きれいに飾り付けされていた。間取りは LDK と寝室の 2 部屋と水回りであり、広さは約

40ｍ²であった。ベッドから水回りまでの距離が短く、直線的で障害物もなく移動できるよ

うに配置してあった。水回りは洗面・シャワー・トイレ・洗濯機が完備されており、居住

者がシャワーを利用する際は 2人の介助者がお手伝いできるように広く設計されていた。 

また、トイレの座面が高く、床から座面までの高さが 480mmあり、手すりも 940mmの

高さに設置されていた。キッチンにはコンロがあり、調理することができる。各住宅には

ベランダが備え付けられており、ガーデニングを楽しめる。住宅の家賃は支払うが、家事

援助や電動ベッドの支給などの各種サービスは無料とのこと。 

    

3333、、、、高齢者住宅訪問高齢者住宅訪問高齢者住宅訪問高齢者住宅訪問    

    高齢者住宅にお住まいのヘンリックさんのお宅に訪問させていただいた。お部屋はクリ

スマスのお人形がきれいに飾ってあった。ヘンリックさんはまだいろいろと自力でできる

ため、1人でシャワーを行っている。ベッドも 1人で起き上がれるため、自分のベッドを利

用している。お部屋の写真も快くオッケーしてくださり、とても優しい女性でした。 
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図 2‐1 寝室               図 2‐2 LDK               

                           

図 2‐3 水回り           図 2‐4 ベランダ  

 

     

 

 

                         

    

    

    

    

                                                                                            図 2‐5 高齢者住宅の配置図 

 

4444、、、、介護付き住宅の概要介護付き住宅の概要介護付き住宅の概要介護付き住宅の概要    

 介護付き住宅は居住者が何階にいるか判断しやすいように各階壁の色が異なり、それぞ

れには名前（2階：Oasen[オアシス]、3階：Engen[牧草地]など）が付いている。また、そ

れぞれの階には介護付き住宅に住んでいる方が利用するリビングと食堂があり、働いてい

る人のための事務室と小さなキッチンも備え付けられている。居住者は食事を、自分の部

屋で食べるか、食堂で食べるか決められるが、ほとんどの方は食堂で食事しているとのこ

と。 

玄関 

D.K 

 

リビング 

 

水回り 

 

寝室 

 

ベランダ 
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介護付き住宅の間取りに関しては、高齢者住宅は LDKと寝室と水回りであったが、介護

付き住宅は LDKと寝室を分ける壁がなくなり、ワンルームと水回りであった。全体の広さ

と水回りの配置、トイレの座面、手すりの高さも高齢者住宅と同じであった。高齢者住宅

と同様に、家事援助や電動ベッドの支給などの各種サービスは無料とのこと。 

次に、高齢者住宅との相違点を以下に列記する。1．水回りの洗濯機、キッチンのコンロ、

そしてベランダがなかった。2．介護付き住宅には全室リフトが備え付けられている。3．

居住者はみんな何かあったらホームヘルパーさんに知らせることができるアラームを身に

つけている。4．住居の家賃だけでなく、食堂やリビングの共同スペース代も家賃として支

払わなければならない。以上が相違点であった。 

    

5555、、、、介護付き住宅訪問介護付き住宅訪問介護付き住宅訪問介護付き住宅訪問    

    介護付き住宅にお住まいのアネッタさんのお宅に訪問した。この女性は時々鬱になり、

介護が必要なため、介護付き住宅に入居している。また、アネッタさんは介護が少し必要

であるが、リフトは利用していなかった。こちらの住宅もクリスマスの飾りつけがしてお

り、きれいなお部屋だった。お部屋からスウェーデンを見ることができ、アネッタさんは

とっても気に入っているとのこと。食堂も雰囲気がよくて楽しいと話しており、とてもこ

の施設を気に入っている様子だった。 

   

図 2‐6 介護付き住宅ワンルームのリビングコーナー     図 2‐7 寝室コーナー 

                      

     図2‐8 介護付き住宅の配置図              図2‐9 水回り 

玄関 

 キッチン 

 

リビング  寝室 

コーナー コーナー 

 

水回り 
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 図 2‐10 介護付き住宅の共同スペース（食堂）   図 2‐11共同スペース（リビング[手前]と事務所[奥]）  

 

6666、、、、その他のその他のその他のその他の諸室諸室諸室諸室 

テラス 

 この施設に住まれている方は以前、大きな 

庭がある住宅で住まれていた方が多く、この 

施設に住んでいると味気ないということで、 

テラスをつくったと話していた。しかし、こ 

のテラスがある場所は、強い風が吹くとのこ 

と。そのため、今年の夏に、多くの資金を投 

じて植栽を植えたと話していた。今は冬とい 

うことで、椅子や机を倉庫にしまっていると 

話していた。                           図 2‐12 テラス                       

 

会議室 

訪問看護師とホームヘルパーが毎朝集まっ

てミーティングを行う。朝会議に出られない

人は専用の手のひらサイズのパソコンにデー

タを入れておく。それにより、全員集まらな

くてもミーティングを行え、情報を共有する

ことができるとのこと。 

  図 2‐13 会議室 

  

トレーニングルーム 

この施設に住んでいる方で、補助器具を利用されている人と地域に住む人で訓練が必要 

な人が利用している。フィジカルトレーニングの機器が多い印象を受けた。脳障害を抱え

た人はコンピューター訓練を受けることができる。 
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図 2‐14 トレーニングルーム①      図 2‐15 トレーニングルーム② 

                      

図 2‐16 トレーニングルーム③ 

アクティビティーセンター 

この施設に住んでいる人でだけではなく、周辺地域に住んでいる高齢者の方も送迎バス 

を利用して訪れ、活動している。今回訪れた時期はクリスマスシーズンということで、セ

ンターは飾り付けされていた。また、自分たちで作成したクリスマスグッズを売っていた。 

   

図 2‐17 アクティビティーセンター              図 2‐18 カフェ 

7777、、、、感想感想感想感想    

    今回の訪問先は、高齢者住宅と介護付き住宅はとても広々としていた。住宅訪問したお 2

人とも、ここでの暮らしを楽しんでおり、幸せそうだった。アクティビティーセンターや

カフェもあり、施設の居住者だけでなく、地域住民の方も利用しやすい環境になっていた。

住宅はもちろん施設の手すりやトイレの座面の高さなどが高く、とても驚いた。 
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③③③③     MergeltoftenMergeltoftenMergeltoftenMergeltoften    老人ホーム老人ホーム老人ホーム老人ホーム                    

訪問先名  Mergeltoften 老人ホ－ム 

所在地   Mergeltoften 16-30 2990 Nivå Fredensborg 

視察日時  2011.11.30 

記録者   長辻 永喜 馬場 昌子 笠畑 佑馬 

    

1111、、、、FredensborgFredensborgFredensborgFredensborg の老人ホームの老人ホームの老人ホームの老人ホーム    

Mergeltoften 老人ホームは、広大な敷地の中の平屋建ての老人ホームである。 

 鉄道駅やショッピングモールが近くにあり、老人ホームに接続してケアとアクティビ

ティセンターがある。50 戸からなる住宅には全てバルコニーがあり、建物は平屋である（パ

ンフレットより）。 

間取りはエントランスホール、ラウンジ、バスルーム、簡易キッチン、小さなテラスが

含まれており、電話やテレビのソケットがある。また、リビング、ダイニングエリア、キ

ッチン、庭付きテラスで構成されている。（パンフレットより） 

今回は 2 つのタイプの部屋を見学した。 

タイプに関わらず共通することは、玄関から居室すべてに段差はなくバリアフリーの設

計になっている。また体格の違いからくるものだが、便座の高さは 50cm、取手高は 115cm

で日本の標準とは大きくかけ離れていた。 

 

図 3‐1 外観 

 

2222、、、、住戸訪問①住戸訪問①住戸訪問①住戸訪問①    

一つめのタイプは室内移動に車椅子を常用しているが、トイレへのアプローチは杖で移

動できる能力を有している片麻痺の女性が居住する住宅である。外出は電動車いすを使用
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している比較的体格の良い女性である。 

ちょうど補助器具専門員が訪れており、電動車いすの出入りに際し専用の自動ドアのス

イッチを作成・調整しているところであった。必要に応じて随時補助器具専門員が訪問し

居住者からの要望に応えているそうだ。 

まだ入居して間がなく荷物の整理が済んでいない状況であった。キッチンは流しと電磁

調理器が設置されており、簡単な調理ができる設備と広さが確保されていた。ダイニング

と寝室は板張りで床暖房が装備されている。キッチン・サニタリーを含む全体はオイルヒ

ーターによる暖房が行われている。キッチンは当然車いす対応である。他にペットと一緒

に生活できるようになっていた。 

  

図 3‐2 キッチン             図 3‐3 自動ドア・エントランスホール 

 

 サニタリーは洗面・シャワー・トイレ・洗濯機に乾燥機が完備されている。約 15 ㎡の

広さに整然と配置され、使いやすく感じる。このケースの場合はシャワーキャリーが寝室

にありベッドとの移動に使用されているようである。 

  

図 3‐4 サニタリー                図 3‐5 バルコニー 
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図 3‐6 寝室                図 3‐7 リビングコーナーの同居人 

 

寝室（ベットルーム）には支柱式のリフトが設置されている。寝室のどこでも吊り下げ

が可能な状況となっている。ベッドは入居者に合わせ電動も導入されるとことである。 

 

3333、住戸訪問②、住戸訪問②、住戸訪問②、住戸訪問② 

二つ目は介護付き住宅（比較的重度の高齢者向け住宅）で写真には電磁調理器がついて

いるが、新しい設計では安全性の確保・危険性の排除の観点から設置されないようになっ

た。但し、配送される食事を自室でとる事ができるように電子レンジは必ず装備され温か

い食事がとれるように配慮されている。危険性のない冷蔵庫などの電化製品はすべて設置

されている。 

  

図 3‐8 中廊下            図 3‐9 キッチン 
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寝室（ベットルーム）には同様に支柱式のリフトが設置されておりどこでも吊り下げが

可能となっている。 

  

図 3‐10 サニタリー            図 3‐11 バルコニーへの出口 

 

このケースのサニタリーはシャワー椅子での利用が分かる。 

やはり居室からバルコニーへの移動が確保されていた。 

        

図 3‐12 ダイニングのリフト       図 3‐13 きれいに飾られたダイニング 

 

 このケースの場合は寝室だけでなくダイニングにも吊り下げリフトのレールが設置され

ていた。 

 施設の中には家族が使える洗濯ルームも完備されており自分で洗濯できなくても家族が

代行することも可能である。 

 

4444、感想、感想、感想、感想 

 訪問した感想として、住戸内に設置されている設備や福祉用具は日本でも十分供給され

ているものが大半であり特に目新しいものはなった。しかしすべての住戸が寝室・ダイニ

ング・サニタリーとバルコニーが設けられており、プライバシーが担保されているうえに

余裕のある居住スペースが確保されていることに大きな驚きを感じた。福祉国家で税金が

高いとはいえここまで行き届いた配慮を目前にして感銘を覚えた。 
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福祉用具のいろいろ＋送迎車 

 

 

クリスマスの飾りつけににぎわう共用スペースのいろいろ 
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敷地の景色いろいろ 

 

典型的なデンマーク料理 

 

 

 

 

説明、案内：Conni Meier 所長 

 Mergeltoften 8 Nivaa 2990 Fredensborg 72565741  
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④④④④    FFFFredensborgredensborgredensborgredensborg    BBBBrandstationrandstationrandstationrandstation    

訪問先名  F 市補助器具倉庫/消防所 

所在地   Helsingørsvej 25, Veksebo , 3480 Fredensborg 

視察日時  2011.11.30 

記録者   藤原 太郎 

    

1111、、、、 消防署に併設された補助器具倉庫消防署に併設された補助器具倉庫消防署に併設された補助器具倉庫消防署に併設された補助器具倉庫    

 主に Helsinger 市と Fredensborg 市を担当している。消防署に併設された理由は、元来

消防署が医療・介護の配送サービスを担っており、車いすの洗浄などを行っていたことも

あり、補助器具倉庫を消防署に隣接し、選定・配送することになった。 

非常に多くの多岐にわたる補助器具が置かれていた。注文を受けたもの以外は置いてい

ないようだが、引っ越し間近であったため、かなり器具が未整理の状態で置かれていた。 

また、補助器具だけでなく、地域の演劇クラブの方々の道具なども保管し、面積ごとに区

分けして市民にも活用できる体制がとられていた。それほど大きな倉庫でもあった(図 4‐

1、図 4‐2)。 

    

図 4‐1 補助器具倉庫          図 4‐2 倉庫内の補助器具 

 

2222、補助器具の選定、補助器具の選定、補助器具の選定、補助器具の選定    

 コムーネ（市）やセンターに勤務する作業療法士が、選定した補助器具を倉庫に伝え、

必要な器具を配送している。管理は、器具一つ一つがバーコードシステム化されており、

コンピューター上に入力されたオーダー番号と照らし合わせ選定している。このような事

務的操作と配達員の 3 名で担当されている。一日に 25 件前後のオーダーがあるとのこと。  

業務内容は、バッテリー・コード・タイヤなどの修理が 1／3、その他は器具の選定・配送

業務であった。 

 

3333、、、、補助器具予算・レンタル補助器具予算・レンタル補助器具予算・レンタル補助器具予算・レンタル    

市から依頼があるものは、基本的に無料である。ただ、対象者が必要とする機能をもっ

た用具の中で安価なものが無料であり、それ以上の機能が良いものを借りる場合は差額を

支払う必要がある。 
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期間は、原則亡くなるまでレンタルでき、心身状況に応じ随時交換できる。 

各病院にも、器具は保管されており、退院時に必要となる器具は病院から借りられるが、

期間は原則 3 ヶ月である。それ以上必要な方は、この倉庫からのレンタルとなる。 

障害者がレンタルする際は、市の判定会議を通すが、高齢者は判定会議がなく作業療法士

が選定した器具を借りられる。 

 日本に比べ、リフト関連のものが非常に多く、リフトに対応できる環境作りを心がけら

れていた。（図 4‐3、図 4‐4） 

   

図 4‐3 車椅子関連器具         図 4‐4 リフト関連器具 

 

4444、、、、消防署員として消防署員として消防署員として消防署員として    

器具庫を管理されている方々は、消防士でもあるが、補助器具の機械工の講習を受け、

コムーネの障害・高齢者部門で雇用されている。時に、消防士としても一緒に出て、応援

にいくこともあるようだ。赤色の車が消防車。オレンジの車は事故時に出動する、酸素ボ

ンベなどを積んだ緊急車両である。救急車は、各病院やコムーネが保管している。（図 4

‐5、図 4‐6） 

   

図 4‐5 扉を抜けると消防署     図 4‐6 消防車と緊急車両 

    

5555、さいごに、さいごに、さいごに、さいごに    

医療・福祉領域の職種はもちろん、消防士など他職種も十分な連携をとり、コムーネに

とって効率の良い方法を図った補助器具の保管・配送に努めていた。そのようなチーム（体

制）作りを見習いたいと思う。（図 4‐7） 



21 
 

 

図 4‐7 補助器具管理者の皆さまと 

 

   

福祉機器のいろいろ 

  

消防車など 



22 
 

⑤⑤⑤⑤    FolkehoejskoleFolkehoejskoleFolkehoejskoleFolkehoejskole の歴史と今後の展望の歴史と今後の展望の歴史と今後の展望の歴史と今後の展望    

訪問先名 International Folkehoejskole / International People’s Collage 

所在地  Krogerup Højskole – Krogerupvej 13 – 3050 Humlebæk 

視察日時 2011.11.30 

記録者  落合 都 

 

1111、、、、概要概要概要概要    

“Folkehoejskole（以下、フォルケホイスコーレ）”は英語で“The Folk High School”と言

われている。“ High School”といっても、我が国でいう高等学校ではなく、成人向け学校

である。我々が滞在した“International People’s Collage（以下、IPC）”もフォルケホイス

コーレのひとつであり、同様に“Collage”といっても大学ではなく、義務教育を終えた人々

が教養を学ぶ場所として機能している。 

 

2222、、、、歴史歴史歴史歴史    

1844年、N.F.S.Grundtving(1783-1872)が創始者となり、農民が農業に必要な知識（用

具や病気について等）やそれに必要な一般知識（文字や計算等）を学ぶ場所としてフォル

ケホイスコーレを創立した。当時のフォルケホイスコーレの特徴は、①全寮制、②試験無、

③生命感にあふれる楽しい学校であった。 

 Grundtving は近代デンマークの精神の父とされ、現在もデンマークの人々に尊敬され

ている。Grundtving はもともと牧師であったが、既成のキリスト教を批判した為その職

を失った。しかし、その後は詩人として、デンマーク風土、自然、農民の生活などを表現

し、それが賞美歌となり、多くのデンマーク国民に愛された。その歌は今もなおデンマー

ク国民に愛され続け、冠婚葬祭や誕生日、学校の行事、家族の団欒等で歌われている。彼

は、それまであった「人の上に神がある」という考え方を「初めに人間があり、そして次

に神がある」と説き、「人間らしさ」が一番尊重されなければいけないと提唱した。そして、

社会的地位の低い者（当時の農民）こそシンプルに生き人間らしく生活していると考え、

農民を大切にした。また、無意味な暗記や試験等ばかりの既成の学校を、人間らしさを尊

重しない「死の学校」として嫌い、生きた言葉による対話で、異なった者同士が互いに啓

発しあい、自己の生の使命を自覚していく「生」の為の学校「フォルケホイスコーレ」を

考えた。試験も資格も問わず、学びたい者が自由に学ぶこの学校は、当時の農民解放運動

に支持され、この学校で学んだ農民は、農民協同組合をつくり、農民の立場を確かにして

いった。 

Grundtvingの精神は今やデンマーク国民にとっては当たり前となっている。それ故に、

デンマーク国家は弱者に優しく、福祉が整った、幸福度 No.1国家となっている。 

 

3333、、、、現在現在現在現在    

現在のフォルケホイスコーレは、対象が農民に限らず全ての人と広がり、それに合わせ

て農業だけでなく音楽やスポーツ、国際等何かの分野に特化した学校として存在している。

基本的な 3 つの特徴（①全寮制、②試験無（18 歳以上であれば誰でも入学可能）、③生命
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感にあふれる楽しい学校）も変わらず顕在し、「自分の生き方に自信を持つこと」、「他人と

協力して生きていくこと」を学び、「頭・身体・心」を鍛える学校となっている。 

学校の運営は、50％が国民税、残りの 50％が生徒負担で行われている。ただし、定員を

満たさなければ、国の補助金は即打ち切りとなる為、過去 20 年間でデンマークに 110 校

あったフォルケホイスコーレは 76 校まで減少した。一昔前であれば、就職前の時間をフ

ォルケホイスコーレに使うデンマーク人も多かったが、最近のデンマークの若者はその時

間を大学や海外旅行・留学等にあてるようなり、また、共同生活を大切にしてきたデンマ

ーク文化だが、国際化の影響から個人主義が増え全寮制のフォルケホイスコーレを嫌う若

者が増えたため、学校の定員を満たすのは難しくなっている。その中で我々が滞在した IPC

がより繁栄している理由として、デンマークの若者とは反対に、日本を含め世界各国の人々

が IPC に興味を持ち始めたことが挙げられる。（我々が宿泊させて頂いた時期も何人かの

日本人がここで学んでいた。） 

IPCの授業はすべて英語で行われ、授業内容は国際問題や政治について、その他デンマ

ーク語、音楽のレッスン等多岐にわたる。今回参加させて頂いた授業のテーマは「エネル

ギー危機について」であった。はじめに、エネルギー、気候、食物、金融、人口がどのよ

うに関連し、そして今後どのような危機が発生するかについて、先生を中心に皆で話し合

い、その後 5グループに別れ、エネルギー危機に対してどう対応するべきか、自分たちに

何ができるのかを各グループでまとめ、次の授業で発表するという内容であった。生徒た

ちはお互いに意見を出し合い、授業は活気にあふれていた。日本の教師から生徒へという

一方通行の教育かつ覚え込みの教育とは違い、一人一人が考え発言し、まさに授業に参加

しているという感じであった。 

授業の以外の時間はラウンジで談話をしたりゲームをしていた。また、朝、昼、晩の食

事の際は食堂に集まり、共にご飯を食べ、協力して片付けをし、他にも、クリスマス会を

開き、近所の方も参加して一緒に歌を歌ったり（ここでも Grundtving の歌は歌われてい

た）、ケーキを食べたりと、生き生きとした生活を送っていた。 

 

講師：J.B.Nielsen氏 

 

 

 

図 5‐1 IPC外観 



 

24 

 

⑥⑥⑥⑥    コロニーガーデンコロニーガーデンコロニーガーデンコロニーガーデン（（（（KolonihaveKolonihaveKolonihaveKolonihave））））                    

訪問先名  HAVEFORENINGEN SOLBAKKEN 

所在地   GURREVEJ/RØNNEBÆR ALLE, 3000 HELSINGØR 

視察日時  2011.12.1 

記録者   笠畑 佑馬 

    

1111、、、、ヘルシンオア市のコロニーガーデンヘルシンオア市のコロニーガーデンヘルシンオア市のコロニーガーデンヘルシンオア市のコロニーガーデン    

 デンマークのコロニーガーデンは（多くは期

間限定ではあるが）宿泊の許されている、農園

と住居を併せ持った施設である。コロニーガー

デンは市などの公的機関が運営しており、ヘル

シンオア市で訪ねたコロニーガーデンは周辺の

集合住宅に住む人を対象に敷地の貸し出しを行

っている。 

 コロニーガーデンの種類として、昼間のみの

利用で宿泊できない、庭の延長のようなもの、

夏期など期間限定で宿泊・居住が許されている

ものがあるが、ヘルシンオア市のコロニーガー

デンは後者に分類できそうだ。そのため水、電

気などの各種インフラは通っているのだが夏が

終わるとすべて止められてしまうために冬場は

利用者がおらず、訪問時は実際に人が生活して

いるところを見ることができなかった。 

 

2222、、、、個性豊かな家々個性豊かな家々個性豊かな家々個性豊かな家々    

コロニーガーデン内にはバラエティに富んだ

家々が並んでいて、色だけで見ても黒を基調に

赤のアクセントが入った外壁の建物や黄色い建

物など様々だった。また庭の使い方も借りる人

それぞれのようで、畑を作って野菜の栽培を行

っているところや花壇を作ってきれいなガーデ

ニングをしているところ、子供が遊べるように

遊具を置いているところなど、建物と庭でそこ

に住む人の生活がある程度想像できる。 

 

3333、自然、自然、自然、自然との関わりとの関わりとの関わりとの関わり    

コロニーガーデン内の通りに面している木に

はいくつもの鳥の巣箱が見られ、鳥の水場等も

図 6‐1 コロニーガーデン 地図 

図 6‐2 コロニーガーデンの家① 

図 6‐3 巣箱 
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設けられていた。また木に生ったリンゴなどを

周辺に撒いて、野鳥などが集まってくるように

しているところもあった。 

訪れた時も保育ママさんが乳母車で子供を連

れて散歩している場に出会ったり、先ほど述べ

たような子供用の遊具を設置している家があっ

たりと、子育て中の世帯などにとっては子ども

が自然と触れ合いながら育てられるとても良い

環境になっていると思われる。 

 

4444、、、、考察考察考察考察 

都心から近く自転車などで手軽に通える、さ

らに休暇中に宿泊できる別荘を兼ねた農園とい

うのは非常にうらやましい。日本にそのままこ

の暮らし方を持ち込むのは難しいと思うが、も

しそれが可能ならばわざわざ郊外に家を構える

必要もなく、コンパクトシティといった考え方

にもあっているし、ガーデン内での農作業・ガ

ーデニングなどを通じた新しいご近所づきあい

やコミュニティも発生すると考えられる。 

 

図 6‐ 4 コロニーガーデン内の緑地 

図 6‐5 コロニーガーデン内の通り 

図 6‐6 コロニーガーデンの家② 

図 6‐7 コロニーガーデンの家③ 

図 6‐8 コロニーガーデンの家④ 

図 6‐9 コロニーガーデンの家⑤ 
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コロニーガーデン内の通り 

コロニーガーデン内の畑・庭 
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⑦⑦⑦⑦    ヘルシンオア市のヘルシンオア市のヘルシンオア市のヘルシンオア市の高齢者センター高齢者センター高齢者センター高齢者センター                    

訪問先名 Aktivitetscentret Hamlet  

所在地  Kronborgvej 1,3000 Helsingoer 

視察日時 2011.12.1 

記録者  笠畑 佑馬 

    

1111、、、、ハムレット・デイケアセンターハムレット・デイケアセンターハムレット・デイケアセンターハムレット・デイケアセンター    

シェークスピアがハムレットの城のモ

デルとしたクロンボー城があるヘルシン

オア市は、コペンハーゲンの北 40km ほ

どに位置する。その町にあるハムレッ

ト・デイケアセンターは、元々ホテルだ

った建物を自治体が買い取り、高齢者セ

ンター及び高齢者住宅に改造した施設で

ある。またこの施設は地域ケアの拠点に

なっており、食事のデリバリーや家事援

助などの各種サービス、リハビリ訓練な

どが出来る設備が備わった施設になって

いる。 

 

2222、、、、様々な活動様々な活動様々な活動様々な活動    

ハムレット・デイケアセンターには 600 人の

会員がおり、毎月 104.5 クローネ（最近値上が

りしたという話だった）の会費を支払って手芸

や工芸、スポーツ、コンピュータやゲームなど

様々な活動を行っている。 

 活動は主にホール（ステージのような段やそ

の両側にキャットウォークのような通路があっ

たので、おそらくはハムレットの劇を上演して

いた元劇場だと思われる）のような場所で行っ

ている。曜日毎に様々な活動が行われており、

調査中に見学した活動は、主に次のようなもの

であった。 

 

・カーテンで仕切られた一室で、椅子に座った

状態で軽いリハビリ体操を行う。4~5 人が椅子

を囲み、軽快な音楽に合わせて両手を横に肩の

高さまで上げる、足を交互に上げるなどの動作

図 7‐1 ハムレット・デイケアセンター外観 

図 7‐2 ホール 

図 7‐3 リハビリ体操の様子 
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を行う。会員の中に体操の引導が出来る人がい

る場合はその人が講師を務め、講師が見つから

ない場合は皆でお金を出し合って外部から来て

もらう、というシステムで行っているという話

だった。 

・機織り機を使った昔ながらの作り方によるカ

ーペットの作成。見学時は 1 人しか作業してい

なかったが機織り機はほかに 3 台ほどあり、作

りかけの状態で置いてあるものもあった。 

・クリスマスに関する飾りなどの作成。テーブ

ルを囲んで談笑しながら作業していた。 

・シルクを用いたスカーフなどの小物の作成。

下書きがあり、材料を買って自分で色をつける。

完成したものに蝋を塗り、熱いアイロンをかけ

ると色落ちしなくなる。下書きを作っている人

は手が硬直してしまっているのだが、筆をうま

く工夫して持って書いている。見学した際はニ

サ（Nisse、クリスマスに現れる赤い帽子をか

ぶったいたずら好きの妖精）などクリスマスを

モチーフにしたデザインのものがたくさん作ら

れていた。 

・パッチワークでバッグなどの小物の作成。これらの活動で作られた手作りの小物や洋服

などは売店で販売されており、その収益がこの活動の維持などにも回されている。 

・ビリヤードの部屋があったが、見学時は喫煙所になっていた。館内で唯一喫煙できる場

所のようだ。 

・トレーニングルームがあり、会員ならばいつでも利用することが出来る。ダンベルやラ

ンニングマシン、エアロバイクなど各種設備がそろっており、各々運動を行っていた。見

学時にいた常連らしき人は週に 4 回、健康のために通っているという話だった。この部屋

の窓からはクロンボー城が望むことができる。 

 

これらの活動は、場所を市から提供してもらっている程度で、運営や活動はすべて会員

の高齢者が行っている。また材料が必要な場合は会費外で材料を共同で大量購入するため、

市場価格より安く購入できる場合がある。 

 

3333、、、、高齢者住宅高齢者住宅高齢者住宅高齢者住宅    

ヘルシンオア市のハムレット・デイケアセンターは高齢者住宅を併設している。ホテル

の部屋を改造したもので 26 室あり、家賃 8000 クローネ（年金生活者の場合は半額の 4000

クローネを市が負担しているという話だった）で生活している。キッチンやシャワールー

ムも付いており、部屋の配置によっては窓からクロンボー城を望むことが出来る。 

図 7‐4 機織り中の様子 

図 7‐5 製作物の展示・販売スペース 
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4444、見学：ムンク氏（、見学：ムンク氏（、見学：ムンク氏（、見学：ムンク氏（94949494 歳男性）歳男性）歳男性）歳男性）    

 ムンク氏は夫婦でこの高齢者住宅に居住している。元々

は市内に居住していたが、二人とも足を悪くし、申請に至

った。月 2 回、30 分程度ホームヘルパーで、自宅の家具掃

除などで利用している。 

ムンク氏は 7 年間老人クラブの会長を務めていたが、現

在は身体の具合が悪くなったので辞任している。老人クラ

ブの活動については、「現在は（面倒くさがりなので）あま

りやっていない」とのことだった。妻はブリッジクラブで

カードを楽しんでいる。 

 ホテルの一室を改造しているということもあり、個々の住宅はそこまで広くないという

話だったが、必要最低限の空間の中に生活に必要なものが大方揃っている。寝室横に 4 畳

半程の空間に水回りが集約されており、使い勝手がよい。また、キッチンも付いている（介

護付き住宅には基本的にキッチンは無い）が、朝食は建物内の食堂に食べに行くという話

だった（家賃には含まれていない）。 

 室内には至る所に銀製品や食器が奇麗に飾られていた。ムンク氏はもともと銀細工の職

人だったらしく、その名残で残されている

ようだ。また季節的なこともあってか、可

愛らしいクリスマスの装飾や小物などもや

はり並べられていた。 

 

5555、考察、考察、考察、考察 

 驚くべき点は、デイケアセンターの運営

を会員である高齢者が行っているという点

である。高齢になって身体の自由が利かな

くなったからといって家に籠りがちになる

と、運動不足や精神的に落ち込んでしまっ

たりして逆に社会に迷惑をかけてしまうの

で、それぞれ興味のあることに取り組んで

活き活きとした生活を送る、という余生を

人間らしく楽しく生きるために適した施設

のように感じる。 

 

 

 

図 7‐6 高齢者住宅 居室 

図 7‐7 高齢者住宅 寝室 

図 7‐8 高齢者住宅 水回り 
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高齢者センターでの活動のいろいろ 

 

 

ムンク氏の住居のいろいろ 
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⑧⑧⑧⑧    SPUCSPUCSPUCSPUC（（（（Social Pedagogisk Udviklings Center） 

訪問先名  IPC から近い環境配慮型の国内最新の障害者センタ－と住宅 

所在地   Vinkelvej,LouiseManstrup,leader 15-17:00 

視察日時  2012.12.1 

記録者   藤原 太郎 

    

1111、、、、SPUCSPUCSPUCSPUC のののの仕組み仕組み仕組み仕組み    

(1)SPUC (Social Pedagogisk Udviklings Center） 

特殊教育的発達センター⇒「日常生活をよりよくできるように支えるセンター」の意味。 

ルイズ・マンストロップ所長とマグレーテ次長に案内して頂いた。（図 8‐1） 

ヘルシンガー市より委託された施設事業であり、昨年完成したばかりの新しい施設であ

る。施設に入居、またグル―プホームや一般住宅から通い、特殊教育を受ける場である。 

対象は発達遅滞（主にダウン症）や身体・精神障がい者、高齢者と幅広い。 

この施設では、主に 3 つのグル―プに区分けされている。（図 8‐2） 

1) 当施設で昼夜介護が必要な方（24 時間職員が在中） 

障害者介護付き住宅            22 名 

2) 他のグループホームに住んでいる方 

  グループホームに居住           36 名 

3) 地域に住む方々 

自立生活をされているダウン症       94 名 

   自宅に住む脳外傷（事故など）       18 名 

    サテライト住居（ショートステイなどが必要）18 名 

通所者は主に、月・火・木・金の午後に特殊教育を受けられていた。登録約 120 名。

  

図 8‐1 所長・次長によるレクチャー   図 8‐2 通所風景 

 

(2)スタッフ構成 

社会教育士：70 名  作業療法士：2 名  介護職員：4 名  リーダー：3 名 

臨時職員：30 名    実習生：2 名 である。 

社会教育士とは、女性が多く、障害者センター・幼稚園・保育園・学童保育などに関わ
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る。また、障害児への関わりや青少年のクラブ活動（夕食後）の職員にもなれ、3 年半の

研修期間がある。神経言語心理学も学ぶコースもあり、多動児や認知症、精神病を呈する

方へも対応されている。 

 

(3)センターの試み 

発達遅滞児への対応として、特にインテリアを大切にされていた。いつでも外へ出られ 

るといった入居者の安心感に繋がるよう、開放的な印象を心掛けていた。また、環境への

配慮として、壁を厚くした高い気密性、循環温風や LED 電灯が設置されていた。 

 

(4)セラピストの関わり 

作業療法士は、脳障害の方に対しての関わりを主とされていた。  

理学療法士は民間から 1 週間に 1 回派遣され、必要な方にリハビリを行っていた。 

ホームドクターに相談し、ドクターが状況を判断してリハビリを予約するシステムであり、 

支払いは市が半分、利用者が半分とのことである。 

 ほか、アクティビティなどは社会教育士やヘルパーが中心となり関わられていた。 

就労支援が必要な方は、市にある成人障害者通所施設 CFJOO（Center for Job og 

Oplevelse）で支援を受けられている。就労支援を行う資格者は、社会教育士、Handworker、

ヘルパー、職人などが担当されている。「学ぶこと・快適に過ごすこと・働くこと」の 3

本柱を重視されていた。 

                        

2222、施設紹介、施設紹介、施設紹介、施設紹介    

(1)豊富なアクティビティ    

施設内では、食後の団欒の場、教育の場として多くの活動が行われていた。 

アクティビティは、フットボール観戦・ゲーム・コーヒータイムなど様々なことが行わ

れている。 

広い体育館では、照明やカーテンを自動調整でき、アクティビティだけでなく、舞台発

表などにも活用されていた。また、ロックやポップミュージックを演奏する楽団も施設内

で結成されていた。（図 8‐3） 

ニュースレターを地域に発行し、クリスマス会や外国旅行（アテネでのパラリンピック

観戦）、柔道や柔術クラブなどを紹介し、地域との関係作りにも励まれている。 

  

図 3 アクティビティスペース（右は体育館） 
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(2)生活スペース 

 施設は、個人が生活するスペースと共有スペースに分けられている。 

 写真にあるようにきれいな庭を囲むように個人スペースが並び、その真ん中に共有スペ

ースが設けられていた。（図 8‐4） 

個人スペースに訪問すると、キッチン付きでトイレ・浴室は手すり設置済みであり、リフ

トを入れることも 4 畳半の広さが確保されている。洗濯機・乾燥機も設置され、支援が必

要な方もいるが、極力個人で行ってもらうよう努めていた。（図 8‐5） 

 また、部屋に小さい庭が付き、出入口は玄関と部屋の奥に勝手口のような扉があり、 

出入りしやすいように配慮されていた。入居者に開放的な印象を持ってもらい、安心感 

に繋げることが目的とされていた。 

部屋には、各々の趣味であるゲームやポスターなどが置かれ、くつろげる雰囲気が感じ

られた。個人の占有面積は共有スペース含め、約 54 ㎡と広くとられていた。高齢者専用

の部屋、夫婦二人で居住できる大きめの部屋もあり、幅広く対応できるように心がけられ

ていた。（図 8‐6） 

        

図 8‐4 個人スペースと共有スペース   図 8‐5 4 畳半のトイレ・浴室 

  

図 8‐6 個人部屋の中の様子（ゲーム、ポスター） 

 

共有スペースは、主にくつろぎ場として活用されている。時には、皆でお金を出し合い、

料理され、イブニングには集まり共同で食事を取る日も多い。スタッフは常時在中してお

り、日勤・夜勤担当が明確に分かるように示されていた。上下移動できる洗面所や休憩場

所として、ベッドには両側から介助できるようなスペースが確保されている。（図 8‐7） 
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18 歳以上なら誰でも利用できるネットカフェなどもある。絵やアートする部屋、パーテ

ィできるスペースも自由に利用できる。 

廊下のあちこちにクリスマスプレゼントが飾られている。カレンダープレゼントといっ

て、クリスマス月には毎日小さなプレゼントをあげる習慣もあるようだ。（図 8‐8） 

  

図 8‐7 共用ダイニング        図 8‐8 廊下にクリスマス飾り 

    

3333、感、感、感、感想想想想    

施設内の設備、ハード面の充実はもちろん、利用者がいかに快適に安心して過ごすこと

ができるかというソフト面にも十分配慮されていた。心身の障がいにのみ目を向けるので

はなく、JOY（楽しみ）やアクティビティ（作業）を重視した教育を心掛けておられた。

利用者が皆、楽しそうにいきいきと過ごされている様子が印象的であった。作業療法士と

して、対象者と接する上で見逃しやすいポイントを再認識する見学となった。 

 
図 8‐9 施設配置図 
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⑨⑨⑨⑨    ヘルシンオア市のヘルシンオア市のヘルシンオア市のヘルシンオア市のリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターについてについてについてについて    

訪問先名 TRÆNINGSCENTER POPPELGÅRDEN 
所在地  Nørrevej 953070 Snekkersten 
視察日時 2011.12.2 
記録者  落合 都 
 

1111、リハビリテーションセンター、リハビリテーションセンター、リハビリテーションセンター、リハビリテーションセンター（以下、センター）（以下、センター）（以下、センター）（以下、センター）の位置づけの位置づけの位置づけの位置づけ    
ヘルシンオア市の福祉分野は主に高齢介護課と健康スポーツ課の 2 つに分かれている。

介護、治療、トレーニング、住居に関する分野は高齢介護課に属し、福祉施設やホームケ

ア等が含まれる。また、リハビリテーション、社会復帰、予防に関する分野は健康スポー

ツ課に属し、スポーツセンターやリハビリテーションセンター（図 9‐1）等が含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

2222、センターの、センターの、センターの、センターの変遷変遷変遷変遷    

センターの変遷としては、1987 年に特別養護老人ホーム（以下、特養）として建設され、

2004 年に特養内にフィットネスが設けられた。2007 年に特養とは別に、健康センターが

建てられ、2011 年 2 月には特養機能が廃止となった。同 4 月からは糖尿病プロジェクト

が始まり、7 月からは国の保健省とスポーツ関係組織との関係を深めていく政策が始まり、

現在もなお変遷中である。 

 

3333、センターについて、センターについて、センターについて、センターについて    
センターは大きく分けて、①入院対応、②外来対応、③予防事業（呼吸器、糖尿病、筋

骨格系疾患、心臓血管疾患）の 3 事業を行っている。利用者の大半は高齢者である。 

センター対応までの流れは、具合が悪くなった際まずは病院に受診し、病院対応後ケー

スワーカーが次の対応を選択し、リハビリが選択された場合、当センターに受診となる。 

センターでの流れとしては、①入院対応の場合には、はじめに患者、セラピスト、介護

職、ケースワーカーで会議を行い、目標設定が行われる（ビジテーション）。そしてその目

標設定に従い入院し、身体訓練、休養、再評価を行い、終了の決定が下るまで繰り返す。

②外来対応の場合は、ビジテーションののち、通いで身体訓練、再評価を行い、終了の決

定が下るまで繰り返す。③については具体的な説明はなかった。 

職員は理学療法士 15 人、作業療法士 10 人、看護師 8 人、ソーシャルワーカー20 人、

図 9‐1 センター外観 
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介護・治療アシスタント 60 人、清掃員 5 人、厨房 5 人、事務職 3 人、役付き 4 人で構成

されている。 

 

4444、、、、センター内見学センター内見学センター内見学センター内見学    
センターは、１階に病室、職員談話室、会議室、訓練室、食堂、厨房があり、中庭があ

る（図 9‐2）。地下には倉庫や職員ロッカー等になっている。 

 患者が利用するスペースは１階のみであり、入院患者の病室は図 2 の中心の四角形から

外に飛び出している長方形の部分である。病室はもともと特養であったこともあり、全て

個室であり、トイレ、テラスが付いていた（図 9‐2、図 9‐3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 訓練室としては、理学療法室、作業療法室、日常生活訓練室があった。また、スペース

の関係でリハビリ用の階段、エルゴメーターなどは廊下に置かれていた。リハビリ内容に

関しては日本と同じであると感じた。ただし、デンマークの場合、無料でリハビリを受け

られる代わりに、順番であるため重症であってもすぐにはリハビリを受けられず、すぐに

受けたい場合はお金を払って別の場所に行かなければいけない（図 9‐4、図 9‐5）。 

  

食堂は日本の病院とは違い、まるでおしゃれなカフェのようであった。特養であったため

厨房も必要以上に大きく作られているということであった（図 9‐6）。食堂からは中庭が

図 9‐3 病室（左：室内、右：テラス） 

図 9‐2 センター1 階 案内図 
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見える（図 9‐7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 デンマークでは、職員の為の休憩スペースを必ず設けなければいけないという法律があ

るらしく、いくつかスタッフの部屋が設けられていた（図 9‐8）。また、会議室以外にも

会議ができるようなスペースがいくつかあった（図 9‐9）。 

図 9‐4 理学療法室 

図 9‐5 作業療法室 

図 9‐6 センター食堂、カフェ 

図 9‐7 食堂から見える中庭 
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 地下には、職員の更衣室のほかに、福祉用具や装具を保管する倉庫があった（図 9‐10）。

また、センターの外は散歩道になっていた（図 9‐11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5555、、、、感想感想感想感想    
 医療的な部分をみれば日本も負けていないと思うが、食堂や病室などの生活スペースは

日本とは違い、開放的で病院を感じさせない環境づくりがされていたように思う。特に食

堂は街のカフェのようであり、日本の医療機関も見習うべき点ではないかと思った。 
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施設内いろいろ 

 

 

 

福祉機器いろいろ 
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⑩⑩⑩⑩    エコビレッジエコビレッジエコビレッジエコビレッジ                    

訪問先名  Munkesoegaarden Ecovillege 

所在地   Hinmellive 4000 Roskilde    

視察日時  2011.12.2 

記録者   荒井秀光 

 

1111、、、、エコビレッジの概要エコビレッジの概要エコビレッジの概要エコビレッジの概要    

    エコビレッジはいかに限られた予算の中で環境

に優しいサステイナブルな町をつくれるかを目指

している。エコビレッジの中心に位置する古い農

舎を中心に 5 つのグループに分かれており、それ

ぞれ 20世帯の住戸を有している。古い農舎は居住

者みんなで持ち主となっている。農舎はレンタル

やワークシェアをして回転させており、多くの活

動を支援している。また、集会所があり、そこで

週 2、3回夕食会やパーティーなどが開かれている。  図 10‐1 エコビレッジの配置図 

現在、エコビレッジに住んでいる住民の方々は子 

供、若者および大人を含め、計約 225人である。居住者のグループは 3つに分かれており、

若い人々向け、高齢者向け、すべての年齢向けに分かれている。エコビレッジは 3 つの住

宅供給団体を利用している。3つの住宅供給団体を用いているため、所有権のタイプが異な

る。私的に所有しているタイプとコーポラティブ住宅の形態をとっているタイプ、ロスキ

レ住宅組合によって所有されている賃貸住宅のタイプに分かれる。3つの住宅供給団体を利

用しているため、運営がとても大変難しく弁護士が二度としたくない、この方法はしない

ほうがよいと言っている。  

 

   

図 10‐2 農舎           図 10‐3 集会場外観 

 

若者若者若者若者    

家族家族家族家族        

農舎農舎農舎農舎    

家族家族家族家族    シェアードシェアードシェアードシェアード

ハウスハウスハウスハウス    

高齢者住宅高齢者住宅高齢者住宅高齢者住宅    
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        図 10‐4 集会所内部①          図 10‐5 集会所内部② 

 

図 10‐6 屋根に敷き詰められている貝殻             図 10‐7 住宅群 

                    

2222、エコビレッジでのエコライフスタイル、エコビレッジでのエコライフスタイル、エコビレッジでのエコライフスタイル、エコビレッジでのエコライフスタイル    

建築 

住宅はすべて木造である。また見学させていただいた共同の集会場は木造住宅で、内部 

の壁は焼レンガではなく、泥を固めて自然乾燥させた土レンガを用いていた。土レンガを

用いることで、断熱の性能が良くなるとのこと。屋根には貝殻が敷き詰められていた。安

くて断熱性に優れているとのこと。                                

ゴミの分別                            

デンマークの一般的な家庭よりも細かく 

分別しているとのこと。段ボール、燃える 

ごみ（生ゴミなし）、金属、ビン、新聞紙、

新聞紙以外の雑誌、生ゴミなど。          

エコビレッジでは、月に１回担当の人が市

のリサイクルセンターへ持っていく。                    

 

                              図 10‐8 ゴミ分別所 
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交換所 

 住民がいらなくなった洋服を持ち寄って交             

換し合える場所がある。家具など洋服以外の           

リサイクル可能なものも交換できる場所があ            

る。 

地域暖房システム                                         

   ３台の暖房機器を使用しており、発生した             

熱を住居へ送っている。チップを用いる暖房 

機器を使用している。チップは安いものを購             

入している。                      図 10‐9 地域暖房システム 

太陽光発電                         

 見学した集会場やいくつかの居住グループ 

にソーラーパネルが設置されていた。電気を 

生産し、電力を多くの居住者の電気器具の使 

用に役立てている。   

洗濯                               

 居住者は共同の洗濯所を利用。雨水を用い 

て洗濯している。理由は不明だが、雨水を使          図 10‐10 太陽光発電 

うと、使用する洗剤の量が少なくて済むそう          

だ。水の集水方法として、すべての住居に集             

水設備が整っており、その水を集めて利用し 

ている。共同の洗濯所には乾燥機はなく、必 

要な人は各自自宅に設置している状況。                               

コンポスト 

生ゴミで堆肥をつくり、家庭菜園で利用し 

ている。                                 

排泄                           図 10‐11 共同の洗濯所 

トイレの中の形状が特殊であり、大と小を               

分けて排泄するシステムとなっている。中庭             

の所に４つのタンクがあり、リンと尿とそう 

でないものに分けて置いている。リン系の物 

は有害なので時間をおいてから市の下水に流

している。尿は畑の肥料として利用している。 

有機野菜                         

見学はできなかったがキッチンガーデンが 

あるとのこと。そこで有機野菜を育てている。         図 10‐12 電動自動車 
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自動車 

 個人では所有せず、居住者でシェアして利用し               

ている。個人で持つのに比べて自動車の利用を減        

少させている。各自走った距離・利用時間に基づ        

いて料金を支払う。自然環境に配慮しており、電 

気自動車を利用している。            

 

           

 

                                図 10‐13 トイレ 

3333、エコビレッジに住んでいる方のお宅訪問、エコビレッジに住んでいる方のお宅訪問、エコビレッジに住んでいる方のお宅訪問、エコビレッジに住んでいる方のお宅訪問    

 ２軒の高齢者のお宅に訪問させていただいた。２軒目に訪問したお宅では時間の都合も 

あり住人の方のお話をお伺いすることはできなかったが、お茶でおもてなししていただい 

た。１件目に訪問したお宅に住んでいる方はデンマークでかつて大変名の知れた女優さん 

だった。自然と人間との関わりをテーマに大人にも子供にも向けた人形劇を上映していた 

と話していた。日本にも訪れたことがあるとのこと。エコビレッジの計画に１６年前から 

関わっており、とても環境に深い関心があり、「エコビレッジで住むことは小さい規模で自 

然環境に優しい活動を行っており、良い世界を築くためにこのような生活を行っている。 

このような生活ができることを幸せに感じている。」と話していた。 

   

図 10‐14 住居内部①           図 10‐15 住居内部② 

                                   

4444、エコビレッジ居住者の活動、エコビレッジ居住者の活動、エコビレッジ居住者の活動、エコビレッジ居住者の活動    

エコビレッジに専従の管理人を是っていない。そのため、すべての住民が協力して管理

している。そのため、住民は多くの技術的なワーキンググループ（例えば雪除雪、道路の

維持管理、排水管および排水処理のメンテナンスなどのグループ）と文化活動グループ（パ

ーティーの計画や行事の計画などのグループ）の中からどれか一個のグループに必ず所属

しなければならないこととなっている。エコビレッジでは住民の力では直すことできない

時のみ外部に依頼し、それ以外はすべて自分たちで行う。 
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5555、エコビレッジのこれからの課題、エコビレッジのこれからの課題、エコビレッジのこれからの課題、エコビレッジのこれからの課題    

 環境に優しい自然材料にこだわっているため、多くの費用がかかり、これからエコビレ

ッジを管理していく上でどのようにコスト面をクリアしていくかが課題であるとのこと。

また、環境に優しい住宅をつくることに予算を割いたため、建設当時、ハンディキャップ

のある人や住む人が高齢になった時のための住宅設計を建築設計の段階で取り入れること

ができなかったため、今現在２階に住んでいる高齢者の方の生活は大変であり、地上階の

空きが出るのを待っている方がいるとのこと。高齢者に向けた住宅改造するにも大変コス

トがかかるため、なかなか住宅改造できないとのこと。エコビレッジの現状としていろん

な面でコスト面での問題を抱えており、それをクリアしていき、より居住者が住みやすい

まちをつくれるかが今後の課題である。 

 

6666、、、、感想感想感想感想    

 エコビレッジに実際訪れ、環境に優しい社会を目指すために多くの取り組みを行ってい

ることに驚いた。環境に優しいまちづくりをしていることは非常に伝わったが、環境に配

慮した分、高齢者に対しての住環境が予算上考えられていないということで、一生ここに

生活していこうと考えると少し厳しいと感じた。今回訪問した方は２階に住んでおり、こ

れからもっと年を取り、身体が弱くなっていくと考えると、２階への上り下りが大変にな

ってくるだろうと感じた。コストの面で両方を同じ力を入れるのは難しいかもしれないが、

高齢者の身体が弱くなっていくことを考え、高齢者に配慮した住宅設計を取り入れていく

努力をすることが必要であると感じた。 
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国際ホイスコーレのミーティングルーム 
 

 

３泊した国際ホイスコーレ、11 月 29 日は夜遅く

に到着し近所のハンバーガーショップとコンビニ

で夕食と飲み物を調達。写真は実は翌朝です。 

朝８時前に出発しバスと鉄道を乗り継ぎ、訪問先

の最寄り駅の跨線橋でやっと日の出をみる、、。 

 

 

 

 

 

 

ミーティングルームや大きなキッチンのある部屋に

２人が宿泊する。夕食後はここで飲み会も。 

＜ J.B.Nielsen さんの講義もここで行われた。＞
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ミーティングルームの奥には、多人数で使うことが

できるキッチンがあり、その隣りには寝室が、用意

されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   寝室のバスルーム 

 

 

 

 

左／IPC Music Evening 

近所の住民を招いた、コー

ラスイベントにも参加。 

もうクリスマス、、、 

 

右／もっと早い時間の朝焼

け、寝室の窓から敷地内。

＜別棟の住宅は誰用なの？＞ 

 

 

 

国際ホイスコーレらしい世界各地からの寄宿生が集う、食堂での朝食や夕食の写真を撮っていないのが残念。 
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ルイジアナミュージアムにて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  30 日は補助器具倉庫（消防署）見学のあと、ルイジアナミュージアムへ 

  行きました。庭園（屋外展示場）で写真撮影中の参加者と夕焼けの空、 

  まだ５時前だったと思いますが、、、 
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コペンハーゲン市内観光 ＜運河クルーズ＞ 

 
 

 

12 月 3 日の土曜日の市内観光は船に乗るために街の中心へ歩く 

 

 

ガラス屋根の観光船にうまく乗れる、さすが外は寒い 

 

 

おなじみ、人魚姫の像に接近、やはり３大ガッカリか？ 

 

 

船を降りる頃は、雨がそこそこ降って寒い、 

ニシン料理専門店での昼食、ショッピングに散る、、 
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コペンハーゲン市内観光 ＜夜のメインストリート＞ 
 

 

クリスマスプレゼントを買う、地元の？人たちでにぎわうメインストリート 

デパートも、 ロイヤルコペンハーゲン、ジョージジャンセンも超満員でした 

＜ショッピングのあと、夕食はみんなそろって中華料理を食べました＞ 

 

 

 

 

 

 

 ４日は帰り支度をしてホテルの 

 ロビーで集合して空港へ 

  

 コペン、トランジットのヘルシ 

 ンキでお土産を買い関空へ 
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バス・トイレ集 

 

 

 

最初に訪れたフレデンスボー市の高齢者障害者センターのトイレ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者住宅、介護付き住宅の浴室２室 

 

 

シャワーも付いているが、これは共用部分のものだったのでは 
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             老人ホーム住居の浴室２室 

 

 

 

 

 

 

 
             元ホテルの高齢者センター複合施設の住居の浴室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             多彩なサークル活動を持つ共用部分のトイレ２カ所、異常なかさ上げ？？
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           最新の障害者センター、見学した住戸のほぼ同じ浴室３室 

 

 

 

 

最後に、、（ 他の参加者が撮影の写真から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             駅のトイレ                   コロニーガーデンの大小分離型 

 

 

 

今回の旅行では個人住宅や改造事例の見学がなかったので、ホテルなど

宿泊場所以外、見学先ではバスタブを全く見ませんでした。 

以前の見学で、浴室の主な改造はバスタブをなくすことだったけれど、

シャワーのみが、徹底したユニバーサルデザインのようです。 
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参加者名簿 

 

 

 氏名 所属組織・部署 部署・役職 職能 

1） 馬場 昌子 関西大学 環境都市工学部 専任講師 建築 

2） 馬場 健一 馬場健一建築研究所 代表 建築 

3） 長辻 永喜 大阪川崎リハビリテーション大学 リハビリテーション学科 教授 OT 

4） 藤原 太郎 千里津雲台訪問看護ステーション 作業療法士 OT 

5） 落合 都 大阪府立大学 大学院 総合リハビリテーション学研究科 PT 

6） 荒井 秀光 関西大学 環境都市工学部 学部生 建築 

7） 笠畑 佑馬 関西大学 環境都市工学部 学部生 建築 
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