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平成19年度 事業報告 
＜基本方針＞ 

平成19年度は前年度の事業の見直しを図るとともに踏襲していくものは継続発展させ又、諸事業を通 

して、身体障がい者や高齢者のニ⊥ズに対応できる福祉住宅の調査研究と福祉関係団体の主催する福

祉（住宅を含む）関連諸行事に協賛する等、産、学、官連携によるノーマライゼーション理念の啓蒙、普及

活動に取り組んで参りました。 

 

＜事業計画＞ 

1．国内調査研修 
平成19年度は国内（山陽・四国）の先進福祉視察研修を実施した。研修の成果については、研修レポ 

ート「平成19年度 山陽・四国ノーマライゼーション住宅研修報告書」で、詳細な報告がなされている。 
 

※日程 11月19日（月）～11月23日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



研修団員名簿 （順不同・敬称略） 

       団員名  職   業  

 団 長 菊地 弘明  （財）ノーマライゼーション住宅財団 理事  

団 員  作田 和幸  （財）シニアルネッサンス財団 北海道本部長  

団 員  渡辺 信英  （財）さっぽろシェリー 理事  

団 員  松岡 是伸  名寄市立大学 助教  

団 員  土屋 博子  （財）ノーマライゼーション住宅財団 理事  

団 員  西村 裕広  フリーライター  

団 員  樋口 敏之  (株)土屋ホーム札幌支店 主任  

団 員  伊藤  豊  (株)土屋ツーバイホーム函館支店 設計課リーダー  

団 員  田嶋 智彦  (株)ホームトピア岩見沢支店 支店長  

事務局 土屋 公三  （財）ノーマライゼーション住宅財団 理事長  

事務局 酒井  進  （財）ノーマライゼーション住宅財団 事務局次長  

添乗員 池田なみえ  JTB北海道法人営業札幌支店  

2． 福祉住宅建築主助成金給付対象者及び福祉小規模集合住宅建築主助成金 

給付対象者公募 

身体障がい者や高齢者が、安全で快適に暮らすことの出来る福祉住宅及び福祉小規模集合住宅の普

及・支援を目的として、新築・増改築・改築工事を施工した建築主に対して助成金給付を行った。 

平成19年度 福祉住宅及び福祉小規模集合住宅建築主助成金交付対象者 

応募作品  新築部門：5点     増改築部門：7点     集合住宅部門：2点 

優秀賞   新築部門   1点   （各20万円）    

札幌市   猪飼 嘉司   （38歳）   ㈱土屋ツーバイホーム札幌中央支店  

    増改築部門  3点 

札幌市   小宮 由里子  （50歳）    （株）ホームトピア岩見沢支店 

宮城県   菅原 重人    （44歳）   （株）ホームトピア仙台支店 

札幌市   岩沢 偉基    （  歳）   （株）丸大建設2 

 

 

 

 

 

 



優秀賞   新築部門   1点   （各10万円） 

埼玉県   菅沼   零     （  歳）   （株）土屋ホーム熊谷支店 

    増改築部門  ３点   （各10万円～15万円） 

常呂郡   木村   広美    （ 80歳）   （株）土屋ホーム 

東京都   喜田   直子    （   歳）   （株）ホームトピア 

東京都   本多   敏之    （   歳）   （株）ホームトピア世田谷支店 

    集合住宅部門   2点   （各15万円） 

空知郡   藤岡   栄子    （  歳）    後藤建設（株） 

札幌市   真鍋   龍司    （  歳）    加藤建設（株） 

佳作   新築部門   3点     （各5万円） 

札幌市   湛増   晴美    （  歳）   （株）土屋ホーム豊平支店 

札幌市   坂本   武秀    （61歳）   （株）土屋ホーム 

札幌市   小田   繁      （65歳）   （株）土屋ホーム札幌支店 

    増改築部門   1点    （各5万円） 

秋田県   小笠原  理恵    （  歳）   鈴木建築 

（給付金作品計     14点    ：   助成金総額180万円） 

 

 

助成金給付審査委員                （順不同・敬称略） 

（日 時）      平成20年4月15日（火）       １３：３０～１５：３０ 

   （場 所）      札幌市中央区大通西16丁目2－3 ルーブル16・9階 

               財団法人ノーマライゼーション住宅財団 事務局  

審査委員      （敬称略・順不同） 

委員長    北海道工業大学 名誉教授                菊地 弘明 

委 員    北海道デザイン協議会 会長           大阪 克彦 

委 員    一級建築士西代明子企画設計 主宰      西代 明子 

委 員    NPO法人地域リハ実践プロジェクト 

                 「りらいふ」代表理事        設樂 美紀 

委 員    株式会社住宅産業新聞社 代表取締役社長   小西 征夫 

委 員    株式会社住宅新聞社 代表取締役編集長    白井 康永 

 

 

 



3．  情報誌発刊 

① 「ふれあい」平成19年度福祉住宅助成金給付対象作品集「ふれあい」を発刊し、全道各市町村、関係

機関、賛助会員に配布しました。 

② 今年度は山陽、四国の福祉関連施設を視察研修し、参加団員にレポートを提出いただいて「平成19

年度 山陽・四国ノーマライゼーション住宅研修報告書」として編集発行し、全道各市町村、関係機関、賛

助会員に配布しました。 

４．   広報誌「ウィズ ライフ」の発行 

住宅及びそれに関連する情報を通してノーマライゼーションの理念の啓蒙・普及を目的とした「ウィズ ラ

イフ」（共に生きる）を1月と、7月の年2回発行し全道各市町村、福祉関係機関、教育機関、賛助会員、そ

の他広く各方面に配布してきました。第27号では動物たち－楽しく生きる仲間－、第28号では－人の輪

を広げ、育て合う－と言うテーマで編集しました。 

5．   「おとしよりが楽しく暮らすためのアイデア・コンテスト」 

全道の小・中学校の児童、生徒を対象にお年寄りが楽しく暮らすための家づくりから、部屋づくり、身近な

道具など、優しく便利で楽しいアイデアとイメージを説明を加えた絵で募集する。当財団と北海道社会福

祉協議会、札幌市社会福祉協議会の共済とし、又、北海道教育委員会、札幌市教育委員会の後援を得

て実施している。今年度は全道各小中学校児童生徒から482点もの応募があった。 

最優秀賞、優秀賞、優良賞、佳作、特別賞の入賞作品は4月1日から4月3日まで札幌市地下街オーロ

ラコーナーで展示し大勢の市民に見てもらった。 

この後、平成20年7月に発行されるウィズライフ第29号でも入賞作品を発表する。 

 

     平成19年度 おとしよりが楽しく暮らすためのアイデア・コンテスト応募校一覧 

番号  郵便番号  学 校 住 所  学  校  名  電話番号  校長・担任  応募点数   

1  052-0035  伊達市長和630-1  伊達市立長和小学校  0142-23-3709  （担任）飯田真之         8 

2  071-0528  空知郡上富良野町東8線  上富良野町立東中小学校  0167-459653           11 

3  062-0935  札幌市豊平区平岸5条7丁目  札幌市立美園小学校  01l-811-9558  （担任）伊藤       104 

4  04l-1613  函館市臼尻町595  函館市立臼尻小学校              13 

5  074-0013  深川市文光町13－3  深川市立深川中学校     （担任）原田小百合        1 

6  077-0024  留萌市千鳥町3丁目  留萌市立緑丘小学校  0164-42-1294  （担任）石川        36 

7  098-5741  枝幸郡浜頓別町北4粂1丁目  浜頓別町立浜頓別中学校     （担任）西加奈子         1 

8  078-8356  旭川市東光16粂7丁目1－1  旭川市立東明中学校     （担任）村田靖彦        22 

9  069-1477  夕張郡長沼町西7線南4番地  長沼町立西長沼小学校  0123-88-2191   （担任）阿部真里子       20 

10  089-3578  十勝郡浦幌町字宝生171  上浦幌中央小学校  015-576-6116  （担任）鈴木春香        13 

11  064-0954  札幌市中央区官の森4条11丁目  札幌市立三角山小学校  011-643-1133  （担任）高安敦子        44 

12  078-8303  旭川市緑ヶ丘3条4丁目  旭川市立緑ヶ丘中学校  0166-65-6367   （担任）桑村美由紀      203 

13  099-5600  紋別郡滝上町字滝上原野21線  滝上町立滝西小学校  0158-29-2696  （校長）新井邦彦         5 

計                      482 

 



審査は平成20年1月31日（木）午後１：３０から約３時間かけて下記の委員によって行われた。                         
（順不同・敬称略） 

 

委員長  北海道デザイン協議会          会長  大阪 克彦 

委 員  北海道デザイン専門学校         教授  佐藤 進 

委 員  北海道工業大学            名誉教授  菊地 弘明 

委 員  北海道社会福祉協議会      事務局次長  村田 正義 

委 員  札幌市社会福祉協議会        事務局長  山本 輝夫 

委 員  一級建建築士西代明子企画設計     主宰  西代 明子 

委 員  北海道新聞社生活部             記者  北里 優佳 

 

6． 北海道社会福祉協議会のノーマライゼーションに関する諸事業への協力、協賛を行う 

北海道社会福祉協議会が主催する「平成 19 年度北海道ノーマライゼーション推進セミナー」に協賛。 

 

   と き  平成２０年２月２５日（月） 

   ところ  アスティ４５  ４階  アスティホール 

   参加者  約２００名 

   テーマ  「地域生活移行に向けた障がい者支援のあり方」 

   講 師  宮城県船形コロニー副所長 兼 事務管理センター長  野内 信夫氏 

   コーディネーター 名寄市立大学保健福祉学部福祉学科 教授  忍 博次氏 

   シンポジスト 栃木障害者職業センター長                佐藤 伸司氏 

            横浜市中区社会福祉協議会 事務局長         片岡 勇司氏 

            だて地域生活支援センター 所長            小林 繁市氏 

            滋賀県精神障害者家族会連合会 理事         又村 康夫氏 

7． 道内福祉事情視察研修 

と き  平成２０年３月１３日（木）～１４日（金） 

ところ  ３月１３日（木） ① 帯広市・自立センターハンズ帯広 

               ② 帯広市・特別養護老人ホーム「帯広慈恩の里」 

      ３月１４日（金） ③ 本別町・総合ケアセンター他 

               ④音更町・社会福祉法人「音更晩成園」 

参加者  菊地 弘明理事・酒井 進事務局次長・西村 裕広ライター 

研修の内容については平成20年7月発行予定のウィズライフ第29号に掲載する。 

 

 



＜理 事 会＞ 

 

第1回理事会 

（日 時） 平成19年6月 2日（土）  16：00～17：00 

（場 所） 札幌市北区北9条西3丁目  信金健保会館 

（議 題） 

第1号議案 平成18年度事業報告の承認について 

第2号議案 平成18年度決算報告及び会計監査報告の承認について 

第2回理事会 

（日 時） 平成19年9月29日（土） 16：00～17：00 

（場 所） 札幌市中央区北4条西5丁目  KKRホテル札幌 

（議 題） 

第1号議案 平成19年度「山陽・四国ノーマライゼーション住宅研修」団員の承認について 

第2号議案 平成19年度福祉住宅建築主助成金給付対象者及び福祉小規模集合住宅建築主助成金 

         給付対象者の公募要領の承認について 

第3回理事会 

（日 時） 平成20年3月28日（金）  17：30～19：00 

（場 所） 札幌市中央区北4条西5丁目  KKRホテル札幌 

（議 題）                              ・ 

第1号議案 任期満了に伴う評議員の選任について 

第2号議案 寄付行為の一部変更について 

第3号議案 平成19年度福祉住宅建築主助成金給付対象者及び福祉小規模集合住宅建主築助成金 

         給付対象者の承認について 

第4号議案 平成20年度事業計画及び収支予算書の承認について 

＜評議員会＞ 

第1回評議員会 

（日 時） 平成19年6月2日（土） 17：00～18：00 

（場 所） 札幌市北区北9条西3丁目  信金健保会館 

（議 題） 

第1号議案 平成18年度事業報告の承認について 

第2号議案 平成18年度決算報告及び会計監査報告の承認について 

 

 

 



第2回評議員会 

（日 時）  平成19年9月29日（土） 17：00～18：00 

（場 所）  札幌市中央区北4条西5丁目  KKRホテル札幌 

（議 題） 

第1号議案 平成19年度「山陽・四国ノーマライゼーション住宅研修J団員の承認について 

第2号議案 平成19年度福祉住宅建築主助成金給付対象者及び福祉小規模集合住宅建築主助成金 

         給付対象者の公募要領の承認について 

第3回評議員会 

（日 時） 平成20年3月28日（金） 19：00～20：30 

（場 所） 札幌市中央区北4条西5丁目  KKRホテル札幌 

（議 題） 

第1号議案 任期満了に伴う評議員の選任について 

第2号議案 寄付行為の一部変更について 

第3号議案 平成19年度福祉住宅建築主助成金給付対象者及び福祉小規模集合住宅建築主助成金 

         給付対象者の承認について 

第4号議案 平成20年度事業計画及び収支予算書の承認について 

 


