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勉強会「地域社会・地域住民とつながる場の創出」 開催案内 

3 月の月例行事は、医療・福祉の現場の第一線で活動されている事業者のお二方を迎え、「地

域社会・地域住民とつながる場の創出～在宅医療と高齢者・障がい者の福祉の実践から～」とし

てお話していただきます。地域社会や住民とのつながりを強く意識して医療（在宅医療）・福祉

（認知症介護や障がい者支援）の実践とその根底にある考えを伺いながら、地域とつながること

の意味や価値、また建築や空間の持つ意味を考えていきます。なお、医療法人かがやきの「かが

やきロッジ」は 2019 年の医療福祉建築賞受賞作品です。同施設の内部のご紹介も含めながらの

ご講演になります。（ただし、施設見学が主目的ではありませんので、あくまで話題提供内での紹介で、雰囲気

をつかんでいただくためのご紹介という形ですのでご了解下さい。） 

参加ご希望の方は、下記の申し込み方法の通りお申し込み下さい。録画配信ですがその場で質

問等をお受けし、後日回答とさせていただきます。 

記 

 日  時 ２０２１年３月２４日（水）15:00-17:00 予定（120 分） 

 配信方法 Web 配信(Zoom ウェビナーによる録画配信)※見逃し配信はありません 

 受付締切 ２０２１年３月１７日（水）１５時迄 

 定  員 なし 

 参加資格 どなたでもご参加いただけます 

 参加費用 JIHa 会員・会友：３,３００円（税込） 

 上記以外の方 ：４,４００円（税込） 

 講  師 市橋 亮一氏（医療法人かがやき 理事長） 

 岩尾  貢氏（社会福祉法人共友会 理事長） 

   【進行】石井 敏氏（東北工業大学 教授・JIHa 理事） 

（公社）日本医業経営コンサルタント協会「医業経営コンサルタント」継続研修：2.0 時間（予定） 

建築ＣＰＤ（継続能力/職能開発）情報提供制度認定プログラム（予定） 

申込方法 

1）申込方法：原則としてE-mailに限ります。 

2）記入事項：件名「勉強会「地域社会・地域住民とつながる場の創出」参加申込み」 

 ①参加者名、②勤務先･部署、③電話番号、④参加者全員分の E-mail アドレス、⑤〒･住所（返

信先）を記載のこと。 

 3）申込人数：参加人数の上限はありません。 

  １申し込みで複数人での聴講は禁止とさせていただきます。１視聴につき必ず１人のお申し込

みをお願いします。なお、同一メールアドレスで複数人のお申し込みは出来ません。 

4）申込の確認：お申し込みいただいたものについて、3 営業日以内にメールで返信致します。

返信のない場合は E-mail 等にてお問い合わせ下さい。 

日本医療福祉建築協会事務局 E-mail：office@jiha.jp 
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勉強会「官民連携による病院・老健・図書館の複合施設の建設と運営」 

 開催案内【再掲】 

2 月の月例行事は、2019 年 12 月に見学会を開催した品川リハビリテーションパーク事務長の

松崎安孝氏と品川区企画調整課主査の市川友章氏を迎え、「官民連携のしかけと効果」について

お話しいただきます。病院・老健の合築＋区立図書館という全国的にも珍しい複合施設として、

国内外から多数の見学者が訪問される施設です。区立小学校改築により生じた区有地の有効活用

手法、条件付き事業プロポーザルによる民間活力の活用、官民連携による建設と運営等、プロポ

ーザル・設計・監理を担当した安川智氏（梓設計）とともに、小学校に隣接する複合施設として

の魅力や地域包括ケアシステムを推進する医療・介護施設の取組み等、異なる用途との合築によ

る新たな医療・介護施設のあり方をさぐります。参加ご希望の方は、下記の申し込み方法の通り

お申し込み下さい。 

記 
 

 日  時 ２０２１年２月１８日（木）15:30-17:00 

 配信方法 Web 配信(Zoom ウェビナーによるライブ配信)※見逃し配信はありません 

 受付締切 ２０２１年２月１１日（木）１５時迄 

 定  員 なし 

 参加資格 どなたでもご参加いただけます 

 参加費用 JIHa 会員・会友：３,３００円（税込） 

 上記以外の方 ：４,４００円（税込） 

（公社）日本医業経営コンサルタント協会「医業経営コンサルタント」継続研修：1.5 時間（予定） 

建築ＣＰＤ（継続能力/職能開発）情報提供制度認定プログラム（予定） 

申込方法 

1）申込方法：原則としてE-mailに限ります。 

2）記入事項：件名「勉強会「官民連携による病院・老健・図書館の複合施設の建設と運営」参

加申込み」 

 ①参加者名、②勤務先･部署、③電話番号、④参加者全員分の E-mail アドレス、⑤〒･住所（返

信先）を記載のこと。 

 3）申込人数：参加人数の上限はありません。 

  １申込みで複数人での聴講は禁止とさせていただきます。１視聴につき必ず１人のお申込みを

お願いします。なお、同一メールアドレスで複数人のお申込みは出来ません。 

4）申込の確認：お申し込みいただいたものについて、3 営業日以内にメールで返信致します。

返信のない場合は E-mail 等にてお問い合わせ下さい。 

日本医療福祉建築協会事務局 E-mail：office@jiha.jp 
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『第 32 回 JIHa 海外医療福祉建築研修 2019』 
研修報告書販売のご案内 

当協会で昨年度実施した海外研修の報告書が発行されておりますので、ご案内いたします。 

米国のミネアポリス、サンディエゴ、ホノルルを訪問地として、北米型救急医療モデル（ER 型

救急）を中心に学び、報告書にまとめました。視察先は下記をご覧ください。 

購入ご希望の方は、協会ホームページ（https://www.jiha.jp/issuing/overseasinspection/）
の注文フォームよりお申し込みください。請求書を付けてお送りします。 

 
 コーディネーター：竹宮健司（東京都立大学） 

 視察先 ： 

＜ミネアポリス＞ University of Minnesota Medical Center East/West Bank Hospital, 

University of Minnesota Masonic Children’s Hospital, University of Minnesota Health 

Clinics and Surgery Center, Hennepin County Medical Center, Fairview Southdale 

Hospital 

＜サンディエゴ＞ ソーク研究所, UCSD ガイセル図書館 

＜ホノルル＞ University of Hawaii School of Medicine/Cancer Center, Kahala-Nui Life 

Care Center, Rehabilitation Hospital of the Pacific など 

 A4 判 141 頁（カラー） 

 頒価［送料含］：4,400 円 （税込） 

 

 



令和3年2月
一般社団法人　木を活かす建築推進協議会

木を活かした
医療施設

令和3年2月
一般社団法人　木を活かす建築推進協議会

木を活かした
福祉施設

令和 2年度林野庁補助事業

医療施設 ・ 福祉施設

木を活かした医療施設 ・ 福祉施設 「施設を作ろうとされている建築主、 設計者の方々へ」

主催：一般社団法人木を活かす建築推進協議会 

木材利用普及促進シンポジウム

中大規模木造、特に医療施設・福祉施設を中心としたWEB シンポジウムです。『医療・福祉施設木材利用普及検討』
（林野庁補助事業）の３年間にわたる事業のまとめとして作成した事業者向けのパンフレットのご紹介と、講演並びに
パネルディスカッションを行います。

事前登録用ＵＲＬ　https://tkp-jp.zoom.us/webinar/register/WN_Cw47UEmiSgaecMCHGAiXeA

問い合わせ   一般社団法人木を活かす建築推進協議会  message@kiwoikasu.or.jp

当日 （2/24） 対応窓口　TEL  090-6514-7670 ※　

2 月 24 日水曜日

建築主向けパンフレット

『木を活かした医療施設』 『木を活かした福祉施設』

（左開きから医療施設、 右開きから福祉施設）

13 ： 30 ～ 15 ： 30

ＷEB 開催

● 13 ： 40 ～ 14 ： 30

　  ５名の研究者と設計者による講演

● 14 ： 40 ～ 15 ： 10

　  パネルディスカッション

● 15 ： 10 ～ 15 ： 30

　  質疑応答 （Zoom チャットに寄せられた、

　  視聴者からの質問にお答えします。）

■ 講演者 ・ パネリスト

   石井敏 （東北工業大学教授）

   三浦敬明 （株式会社山下設計東京本社）

   森一晃 （株式会社竹中工務店）

   大井幸次 （大久手計画工房）

   山口健太郎 （近畿大学教授）

   加来照彦 （株式会社現代計画研究所）

【無料】　【事前申し込み】

※当日、 ウェビナー開始 2 時間前からのみ使用が可能です。 時間外に頂いたお電話はご対応致しかねますので予めご了承下さい。

※資料のダウンロードにつきましては、 ご登録の後、

お知らせをいたします。


