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福祉研ジャーナル
高齢者や障がい者のための施設を専門に設計す
る、日比野設計＋福祉施設研究所が発行するフ
リーペーパー。介護・障がい者施設に関する情
報や最新のプロジェクト等を紹介します。

2022

▲SLP センターアーク：東京都東村山市で 60 年に渡り重症心身障害者支援に取り組んできた法人が、児童発達支援・保育・診療・相談を、同一建物で行うインクルーシブな環境を整え、誰でも身近な地域で家族ともに安心
して暮らせる社会を作ることを目的としたプロジェクト。中庭を挟んで児童発達支援センターと保育園を配置することで、日々の生活の中で療育を受ける子どもと保育を受ける子どもが自然に出会う空間となっています。
施設の紹介動画はこちらからチェック！▶
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医療 × 福祉 × 保育を叶えた
すべての子どものための複合施設
SLP センターアーク

日本のスヌーズレン研究の第一線で活躍される
嶺也守寛教授に、スヌーズレン最新情報
についてインタビューしました。

福祉施設研究所
時代が変化する中で考えること

日比野設計＋福祉施設研究所の
最新プロジェクト紹介

What’ s HIBINOSEKKEI + FUKUSHIKEN?
1972 年に創業した株式会社日比野設計の福祉施設設計のブランド。日比野設計＋福祉施設研究所が携わった施設は全

国に及ぶ。株式会社日比野設計では、他にも幼児施設専門設計のブランド「幼児の城」、幼児施設インテリア設計のプ
ランド「KIDS DESIGN LABO」、カフェ＆レストラン「2343 FOODLABO」や、保育園「KIDS SMILE LABO」、マルシェ

「ICHIGO MARCHE」を運営し、施設設計と運営のノウハウを活かし、様々な事業を展開している。2018 年には中国に
も事務所を構え、現在中国でも 40 件以上のプロジェクトに携わっている。

株式会社日比野設計 / hibinosekkei.com
【本社】 〒243-0213 神奈川県厚木市飯山 2343

/

046-241-3339

【支社】 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町 1-7-3 3F

Nursery and Daycare

KIDS
SMILE LABO

learn,play,eat,sleep,challenge with love

/

046-230-6155

東京

医療×福祉×保育を叶えた
すべての子どものための複合施設！
初⁉

子どもにはどんな効果が？
5

お子さんと交流した後に、自分でコップを持ってお茶を飲もうとしたことがありました。ま

た、保育園に通うお子さんの会話の中に、普段は一緒に生活をしていない児童発達支援のお
6

子さんの名前が出てきた時はとても嬉しく思いました。自然に交流できる環境があるからこ
1

そ生まれた出来事だと思います。このような経験の積み重ねで、良い影響を与え合って、障

がいの有無で分けることなく、ともに育ち合える場所にしていきたいです。
２階

東洋大学 ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科 教授

みね・やすひろ

究の第一線で活躍されている、東洋大学の嶺 也守寛教授。スヌーズレンの開発から

◀ISNA 日本スヌーズレン総合研究所 HP

ら、ここの立ち上げメンバーに。
「子どもが幸せに
等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援）児童相談

なれる事業を !」と始まり、医療・福祉・保育の複

2021 年 1 月に竣工して約１
を行う複合施設。あらゆる専門性をもつ職員がい

合施設が生まれました。障がいの有無関係なく、ど

年経過。預かるお子さんやご
るため、 誰もが

こで生まれても、地元で安心して生活ができる社会

家族の視点に立って日々試行
を目指したいです。また、保護者にとっての幸せも

錯誤してきました。営業時間
もちろん大切。営業時間を長めに設定して、仕事と

が長いため研修時間の確保に

階段の横に作られたすべり台と狭くて
子育ての両立を叶えたいパパママを応援しています。

は工夫が必要と感じています。

落ち着くあなぐらスペース。日常生活
2 年目を迎える今、スタッフの

の動線にある遊び場で「遊びたい！」
働き方を改めて見直し、運営

という気持ちが刺激されます。

今後の課題は？

が日常生活の動線上にあることなど。

子どもから「きらきらルーム」と呼ばれてい

どもたちの交流が深まるだけでなく、

る人気のお部屋で、東洋大学の嶺先生が製作

スタッフ同士が連携しながら学び刺激

したバブルチューブもあります。各々のペー

し合う機会にもなっています。

よって聴覚や触覚を刺激するスヌーズレ

た︒空間に関しては︑一概にこういう空

の段階から関われたのは貴重な経験でし

術を持っている企業が多くあります︒そ

には︑あらゆる分野の専門的な知識と技

材の開発を進めているところです︒日本

い合わせを受け︑新たなスヌーズレン器

レン器材の開発に役立てないかという問

イバーの技術をもつ企業から︑スヌーズ

たいと思っています︒最近では︑光ファ

ブ以外の器材の開発にも力を入れていき

中心に進めてきましたが︑バブルチュー

これまで主にバブルチューブの開発を

に発展させていきたいですか？

ー今後はスヌーズレン研究をどのよう

スヌーズレンの
可能性を広げたい

良いと思います︒

応ができる︑フレキシブルな空間が一番

その子その子の特性や好みに合わせて対

ち着く子もいれば︑そうでない子もいる︒

い子もいます︒さらに︑狭いところが落

ちを落ち着かせるブルー系の光が好まし

る赤系の光が好ましい子もいれば︑気持

が良い子もいる︒また︑気分を高揚させ

部屋が落ち着く子もいれば︑明るい部屋

間が良いと言うのは難しいですね︒暗い

ン器材です︒

スヌーズレンという言葉自体は広まっ

てきましたが︑スヌーズレンに対して明

確なイメージ を 持 っ て い る 方 は 意 外 と

少 な い な と 感 じ ま す︒日 本 に ス ヌ ー ズ

レンが入ってき三十年以上経っている今

も︑国内におけるスヌーズレンに関する

環境や器材の研究開発は︑全く行われて

いないのが現状なんです︒

高齢者施設・保育園・企業
効果は子どもから大人まで

ー日本での普及はまだこれからとのこ

とでしたが︑世界的にはどう発展をして

いるのでしょうか？

もともとは︑重度の知的障がいを持つ

人のための考え方でしたが︑今ではヨー

ロッパを中心に︑高齢者施設や幼稚園な

ど︑あらゆる所で導入されていて︑高齢

者にとっては︑認知症対策になると言わ

れています︒さらには︑企業のオフィス

にも導入され︑労災が減ったという報告

もあるんです︒心の問題は人間みんな共

通ですし︑大人も子どもも︑障がいのあ

る人もそうでない人も︑スヌーズレンは

れぞれの専門性とアイディアを持ち合わ

せれば︑国内でも高品質で手頃なスヌー

有効だと言えると思います︒

ズレン器材が作れると思います︒海外産

性格︑特性をよく知り︑理解することが

じるか︑期待＆注目しています！

野に︑嶺先生が今後どのような一石を投

ーまだまだ未開拓のスヌーズレンの分

うになることを期待しています︒

設がスヌーズレンを気軽に導入できるよ

え︑障がい者施設だけでなくあらゆる施

の市販品に頼らざるを得ない現状を変

ー実際に使用している施設の方からは︑

セ

どんな声がありますか？

今年︑私の研究室の学生が

ンターアークで調査を行いました︒その

中では︑
﹁スヌーズレンルームを利用す

できる﹂
︑
﹁スヌーズレン器材の前にいる

ることで︑児童一人一人について好みや

子どもを観察することで︑視力や聴力の

程度を把握することができる﹂という声

もあり︑メリットは職員にもあると言え

ます︒さらには︑職員の方々が帰宅前に

利用することもあり︑一日をゆっくり振

り返ったり︑気持ちを切り替えたりでき

る場にもなっているそうです︒子どもへ

の効果だけでなく︑大人への効果も広く

伝えていけたらと思います︒

スヌーズレンは
フレキシブルな空間で

ースヌーズレンにはどのような空間が

求められますか？

通常だと︑何もない部屋にどうスヌー

ズレン器材を導入するかという相談が来

センターアークで設計

るので︑

ランプに照らさ

ランプの光を当てることで幻想的な雰囲

アーポンプで気泡を出しながら

ルチューブの中に水を満たし︑下からエ

ブルチューブの仕組みとしては︑アクリ

器材として開発しているところです︒バ

﹁バブルチューブ﹂を国産スヌーズレン

の三種の神器の１つとも言われている

す︒私の研究室では︑スヌーズレン器材

に実践した多重感覚環境のことを指しま

い環境で過ごす重度知的障がい者のため

ダ で Jan Hulsegge & Ad Verheul
が︑
１日中ベッドで横たわり︑全く刺激のな

定義としては︑１９７０年代にオラン

しょうか？

ーそもそもスヌーズレンって何なので

スヌーズレンとは？

SLP センターアークのスヌーズレン導入・運用にも携わり、日本のスヌーズレン研

れた上昇する気泡が視覚を刺激し︑気泡

気を作ります︒
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１ スヌーズレンルーム
合同で行う誕生会や季節の行事は、子

１階

製作までも行う嶺先生に、スヌーズレンの最新事情を聞いてきました！
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スで遊びながら心を落ち着かせています。
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テラス
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普段は別の部屋で生活をしていても、

施設内で自然とお互いの存在を認識し、
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中庭を中心に回遊できること、遊び場
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交流できる環境となっています。例え
6
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自然と交流が生まれる
6

スヌーズレン最新事情！

が出る時の音やエアーポンプの振動に
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い者のリハビリを担当していましたが、2018 年か
所内保育所）、小児科クリニック、訪問（保育所

モデルを作っていきたいです。

1. エントランス
2. 調理室
3. 感覚遊具室
4. 児童発達室
5. 児童発達室
（重度心身障がい）
6. 保育園
7. スヌーズレン
8. ホール

5

１ すべり台とあなぐら

元々は理学療法士として秋津療育園の重症心身障が
た未就学児に対して、通園（児童発達支援、事業

ます。

設をどのように運営しているのか、現状をインタビューしてきました！
◀天童会 HP

子どもが幸せになれる
事業を考える

子どもたちの
お気に入りの場所は？
医療的ケアや特別な支援が必要なお子さんを含め

安心して通える施設となって

クの渡会さん。竣工して約１年が経った今、医療 × 福祉 × 保育の複合施

SLP センターアークって
どんな施設？

センター長
SLP センターアーク
社会福祉法人天童会

わたらい・ひろこ

渡会 博子

「まさか自分がセンター長になるなんて・・・！」と話す SLP センターアー

普段は自分でコップを持ってお茶を飲むことをしない児童発達支援のお子さんが、保育園の
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FUKUSHIKEN NEW PROJECT
なじみのある風景の中で安心して生活する

原風景と暮らす
●障害者支援施設ステージ桜が丘 小規模多機能型居宅介護事業所南風 / Kochi , Japan

老朽化による建て替えと小規模多機能型居宅介護事業所の津波対策高台移転プロジェクト。地域の福祉避難場所としての
役割を担うため、普段から地域の方との隔たりをなくし、地域との繋がりを意識した施設としています。この地域の原風
景をモチーフに「菜園スペース」
､さわやかな香りを放つ「ゆずの庭」
､気軽に外に出て太陽に当たることのできる「天日デッ
キ」等をデザインすることで、この地の昔ながらの風景や香りを感じながら安心・安全な生活ができる施設となります。

なつかしくてあたらしい多世代交流施設

特養を中心とした「出会いの街」
●シーサイドかなざわ / Kanagawa , Japan

「あたらしくてなつかしい港町」
をコンセプトにした特別養護老人ホーム・デイサービス・フィットネスジム・カフェ・企業主導型保育・
地域ケアプラザの複合施設です。少子化・高齢化・核家族化が進む計画地に魅力ある世代間交流の場と機会を作り出し、各世代
の孤立化を防ぎ、互いに支えあう環境を作る試みです。地域ケアプラザの利用者、開放ゾーンで遊ぶ子ども達が運んでくる新し
いモノ・コトと介護施設に入所・通所する高齢者の長年の経験が出会うことで、ここにしかない「出会いの街」が作られていきます。

農業とともに地域にひらいた

「どうぞ」の里
●M village project / Aichi , Japan

どうぞ、気軽に通り抜けを。どうぞ、ベンチでくつろいで。
地域に開いた遊歩道や市場・農場をデザインすることで、福祉について「わかってよ」と周りに求めるではなく、自然とお互いの事
を理解し寄り添い合えるコミュニティが生まれます。施設入所支援・生活介護・短期入所・日中一時支援事業・相談支援事業・地域カフェ・
コミュニティファームの複合施設として、
「どうぞ」の新しいソフトが後押し地域に開かれた新しい福祉施設の環境が生まれます。

小さな山が連なる

みんなの公園
●K park project / Kumamoto , Japan

長年地域医療の中心を担ってきた医療法人が地域・世代をシームレスに繋ぐために行うデイサービス・児童発達支援・放課後等デイサー
ビス・企業所内保育・病児保育・フリースペースからなる複合施設の計画です。この地域に自生する樹々や草花などを中心に植栽され
た小さな山のような建築が連なるこの公園は施設利用者と地域の人々が世代や性別にとらわれずに取り組めるプログラム等をきっかけ
に医療・福祉・療育・保育・教育がシームレスに繋がり、誰もが「自分の居場所がある」と感じることのできるみんなの公園となります。

