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財団法人 ノーマライゼーション住宅財団 



〈基本方針〉 
 平成２０年度は前年度の事業の見通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に障がいを持つ人や高齢者の人のニーズに

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関連諸行事に協

賛するなどして、産学官の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。 
 
 
 
〈事業計画の報告〉 
１、国内調査研修について（平成２０年９月２９日開催の役員会にて承認） 
 平成２０年度は国内（愛知・岐阜・富山）の福祉関連施設の視察研修を実施

しました。 
 研修の結果については、財団情報誌により詳細な報告を行いました。 
 
 
 
◎中部・北陸ノーマライゼーション研修視察概要 
 
[研修団員]  １２名 
[日  時]  平成２０年１１月５日～１１月９日 
[視 察 先]  愛知県 「愛知県 心身障害者コロニー」 
            知的障害者授産施設････春日台授産所 
            知的障害者更生施設････養楽荘 
 
       岐阜県 「高山市役所」 
           「飛騨慈光会」 
            児童養護施設･･････････夕陽ヶ丘 
            身体障害者養護施設････飛騨うりす苑 
 
       富山県  知的障害者更生施設････新川むつみ園 
 
 
 
 
 



            団員名簿        （敬称略・順不同） 

土屋 公三 ㈶ノーマライゼーション住宅財団 理事長 
児玉 芳明 北のユニバーサルデザイン協議会 理事長 
忍  博次 名寄市立大学 社会福祉学科 教授 
菊地 弘明 北海道工業大学 名誉教授 
小林 則子 浦河町教育委員長 
渡辺 信英 ㈶さっぽろシェリー 理事 
斉藤 宏子 ㈳札幌この実会 監事 
水島  功 ㈶障害者支援施設ホップ 管理者 
西村 裕広 フリーライター（前 DPI事務局次長） 
小林 一雄 ㈱土屋ホーム 札幌豊平支店 課長 
月居 憲厚 ㈱土屋ツーバイホーム 苫小牧支店 主任 
酒井  進 ㈶ノーマライゼーション住宅財団 事務局 

 
 
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

付対象者について（平成２１年３月２６日開催の役員会にて承認） 
 
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・改築工事等を施工

した建築主に対して助成金給付を行いました。（別紙資料） 
 
◎助成金給付審査委員会 
 
[日 時]  平成２１年３月１９日（木）１３：００～１６：３０ 
[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 
[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 名誉会長    大阪 克彦 
      委 員 一級建築士事務所西代企画設計 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  小西 征夫 
      委 員 株式会社住宅新聞社 代表取締役    白井 康永 
 



◎平成 20年度 福祉住宅及び福祉小規模集合住宅建築主助成金給付対象者 
 
[対象人数]  新築部門            3名 

  増改築部門     ６名   
  エクステリア部門  １名 

[審査結果]  優秀  ３０万円  1名 
       優良    ２０万円  ３名 
       入選  １０万円  ３名    助成金総額  １３５万円 
       佳作   ５万円  ３名 
[振 込 日]    平成２１年４月１６日 
 
 
 
 
◎福祉住宅建築主助成金給付者名簿 
                              (敬称略・順不同) 
 助成金額 区分 工事費 千円 氏  名 住  所 
１ 優秀３０万円 新  築 １９，８４５ 和田 典之 帯広市 
２ 優良２０万円 新 築 ３５，５１７ 里見  康 宮城県 
３ 優良２０万円 増改築  ５，５６２ 小林 栄子 札幌市 
４ 優良２０万円 増改築 ７，８２３ 西澤 孝義  札幌市 
５ 入選１０万円 増改築 １９，０４７ 鈴木 洋子  東京都 
６ 入選１０万円 増改築 １６，１９０ 松本 祥子 東京都 
７ 入選１０万円 新 築 ２０，０００ 北村 勝雄 石狩郡 
８ 佳作 ５万円 増改築  ３，３６５ 佐々木  孝 石狩市 
９ 佳作 ５万円 エクステリア  高井  豊 札幌市 
１０ 佳作 ５万円 増改築 ４，４０１ 佐藤   修 東京都 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



３、情報誌発行について 
 
 ①「ふれあい」 
  平成１９年度福祉住宅建築主助成金給付対象実例集「ふれあい」を発刊し、

全道各市町村、福祉関係機関、賛助会員、その他広く各方面に配布しまし

た。 
 ②「研修報告書」 
  今年度は中部・北陸の福祉関連施設を視察研修し、「平成 20 年度 中部・
北陸ノーマライゼーション住宅研修報告書」を編集発行し、全道各市町村、

福祉関係機関、賛助会員、その他広く各方面に配布しました。 
 
４、広報誌「WITH LIFE」の発行について 
 
  ノーマライゼーションの理念の啓蒙・普及を目的とした「WITH  LIFE」

(共に生きる)を年２回発行し全道各市町村、福祉関係機関、賛助会員、その
他広く各方面に配布しました。 

 
５、「おとしよりが楽しく暮らすためのアイディア・コンテスト」について 
 
  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ィア

とイメージを説明を加えた絵で募集しました。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催とし、又、北海道教育委員会、札幌市

教育委員会などの後援をいただき実施しました。 
  今年度は全道から４５６点の応募がありました。 
  最優秀賞、優秀賞、優良賞、佳作、奨励賞の入賞作品４３点は４月３日か

ら４月６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

頂きました。  （別紙資料） 
 
 
 
 
 
 
 
 



◎アイディアコンテスト審査委員会 
[日 時]   平成２１年１月２０日（火）１３：００～１７：３０ 
[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 
[審査委員]  （敬称略・順不同） 
        委員長 北海道デザイン協議会 名誉会長    大阪 克彦 
        委 員 北海道工業大学  名誉教授      菊地 弘明 

委 員  北海道造形デザイン専門学校 教務局長 佐藤  進 
        委 員 北海道社会福祉協議会 総務部長     藤田 裕行 
        委 員 札幌市社会福祉協議会  事務局次長   大西 洋一 
        委 員 一級建築士事務所西代企画設計 主宰   西代 明子 
        委 員 北海道新聞社 生活部  記者           中原洋之輔 
◎平成２０年度応募校一覧 
 学 校 名 応募数 
１ 上富良野町立東中小学校 ８ 
２ 長万部町立国縫小学校 ５ 
３ 上湧別町立中湧別小学校 ２６ 
４ 函館市立臼尻小学校 １１ 
５ 北斗市立浜分小学校 ３２ 
６ 千歳市立信濃小学校 ７２ 
７ 札幌市立北の沢小学校 １ 
８ 日高町立日高小学校 １ 
９ 小清水町立旭野小学校 １４ 
１０ 蘭越町立三和小学校 １ 
１１ 札幌市立手稲中央小学校 ３５ 
１２ 札幌市立星置東小学校 ２２ 
１３ 函館市立港中学校 １１ 
１４ 倶知安町立東陵中学校 １５ 
１５ 札幌市立屯田北中学校 １ 
１６ 旭川市立緑が丘中学校 ２０１ 
            合  計 ４５６ 

最優秀賞  １作品 
優秀賞   ５作品 
優良賞  １０作品         計４３作品 
佳作   ２０作品 
奨励賞   ７作品  





６、ノーマライゼーション関連諸事業への協力、共催について 
 
◎平成 20年度 北海道ノーマライゼーション推進セミナーへの共催 
 
[主 催]      北海道社会福祉協議会 
[日 時]      平成２１年３月１６日（月） 
[場 所]      アスティ４５ビル ４階 アスティホール 
[参加者]      約２００名 
[テーマ]     「障がい者の地域生活移行の現状について」 
[基調講演]     テーマ：「地域生活移行をめぐる現状と課題」 

講師：橋本 伸也 氏 
（藤女子大学人間生活学部人間生活学科 教授） 

[シンポジウム] テーマ：「地域で支えるネットワークをいかに築くか」 
          コーディネーター：橋本 伸也 氏（藤女子大学人間生活学部 

人間生活学科 教授） 
シンポジスト：北 博司 氏（小樽市保健所健康増進課 主査 

（精神保健福祉業務担当）) 
       石田 力 氏（就労継続支援事業（B型）のぞみ 

管理者） 
花田 貴博 氏(自立生活センターIL‐ism 代表) 

            篠原 辰二 氏（新ひだか町社会福祉協議会  
地域福祉係長） 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



≪ 理事会 ≫ 
 
第１回理事会 
（日時）  平成２０年６月６日（金）   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年度事業報告の承認について 
      第２号議案 平成19年度決算報告及び会計監査報告の承認につい 
            て 
      第３号議案 寄付行為の一部変更について 
      第４号議案 副理事長の選任について 
 
第２回理事会 
（日時）  平成２０年９月２９日（月） １７：００～１８：００ 
（場所）  札幌市中央区北１条西６丁目 ホテル札幌ガーデンパレス 
（議題）  第 1号議案 平成 20年度「中部地区ノーマライゼーション住宅研

修」視察団員の承認について 
      第２号議案 平成20年度福祉住宅建築主及び福祉小規模集合住宅 

建築主に対する助成金給付対象者公募要領の承認に 
ついて 

 
第３回理事会 
（日時）  平成２１年３月２６日（木） １７：００～１８：００ 
（場所）  札幌市中央区北 1条西 6丁目 ホテル札幌ガーデンパレス 
（議題）  第１号議案 平成 20年度福祉住宅建築主及び福祉小規模集合住宅

建築主に対する助成金給付対象者の承認について 
第２号議案 平成 20年度補正収支予算の承認について 
第 3号議案 平成 21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２０年６月６日（金）   １８：００～１９：００ 
（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 平成 19年度事業報告の承認について 
      第２号議案 平成19年度決算報告及び会計監査報告の承認につい   
            て 
      第３号議案 寄付行為の一部変更について 
      第４号議案 副理事長の選任について 
 
第 2回評議員会 
（日時）  平成２０年９月２９日（月） １８：００～１９：００ 
（場所）  札幌市中央区北１条西６丁目 ホテル札幌ガーデンパレス 
（議題）  第 1号議案 平成 20年度「中部地区ノーマライゼーション住宅研

修」視察団員の承認について 
      第２号議案 平成20年度福祉住宅建築主及び福祉小規模集合住宅 

建築主に対する助成金給付対象者公募要領の承認に 
ついて 

 
第３回評議員会 
（日時）  平成２１年３月２６日（木） １８：００～１９：００ 
（場所）  札幌市中央区北 1条西 6丁目 ホテル札幌ガーデンパレス 
（議題）    第１号議案 平成 20年度福祉住宅建築主及び福祉小規模集合住宅 

建築主に対する助成金給付対象者の承認について 
第 2号議案 平成 20年度補正収支予算の承認について 
第 3号議案 平成 21年度事業計画及び収支予算書の承認について 

 
 
 
 
 
 

 


