個人差もあります�高齢者住宅
大切な思い出は�壊して

住まいに積み重ねられた

恒例の春の公開講座が そして�施工者からの家

減りますが�住み慣れた

にマニ�アルはありません�元気

住み慣れた空間で暮らし

しまうと取り戻せません�

全く予想もつきません�

なうちに備えたいと思いますが�

月

長寿社会では�仕事を引退した
ら解放され�﹁これからは趣味や
普段の生活がしづらか�たり�そ

続けることは�理屈だけ

﹁春の公開講座と住宅相談﹂
開催しました

今まで出来なか�たことを精一杯

ではない﹁安心感﹂を得

後の時間が長くなります�仕事か

やりたい�﹂と思いますが�同時
の時にな�たら﹁他の方が良か�

日と 日の両日に づくりの手順と流れ﹄な

た﹂という事もあります�

で開催されました�

麹町の﹁エデ�カス東京﹂ どのお話がありました�

平面計画︑ つのポイント

ネ�トワ�クメンバ� れまでの経験に基づくお

が講師を務めお客様とと 話で�参加されたみなさ

費用や時間・手間も増え

満たすことが出来ますが�
画です�

た�お客様はご夫婦での 客様からは﹁講座の内容

口は�掃き出し窓も有効� 座の内容は﹃ネ�トワ� になりました﹂などの感

にな�ても�新たな空間

どんなに機能的で高性能

んが�﹁室内の温度ムラ

加えて�目には見えませ

⑤ 水回りは広めに

きませんが�音や臭いへ

ない照明�意外と気が付

洗面を�寝ていて眩しく

気汚染などの目に見えな

熱・音・臭い・振動・空

・トイレ

られるスペ�ス�

可能であれば車イス寄せ

�ドで過ごせる配慮も�

予算はいくらか�住まい

づくりをどのように進め

たらよいのか﹂などの相

難題も多くありますが�

談がありました�相談は

それぞれ解決に向けて住

野田耕蔵

まいづくりがはじまりま

事務局

した�

開け方は当初から検討が

必要です�

が�ヒ�トシ��ク防止

の為�暖房設備が必要�

浴室はお湯張りをします

トイレや寝室が隣接する

置は必須です�介助でき

る広さも確保します�

を考え�湿気やカビ対策

をシ�カリします�

最後に

広さは�不自由にな�て

・浴室

事をすることで�無駄な

りの改修などと一緒に工

す�耐震補強工事や水回

独で工事するのは大変で

バリヤフリ�工事を単

ておきたいですし�介助

染谷

等

染谷建築設計事務所

出来ます�

く有効に改修することが

きますが�出入口の巾や

ユニ�トバスでも対応で

にします�

の事も考えると少し広め

も一人で入れるようにし

し�かりと固定します�

がつけるように�器具は

脱衣室は�何処でも片手

えます�

より安全な暖房装置を考

裸になることもあるので� 時は�臭気や排気の経路

・洗面所・脱衣室

こともあるので�暖房装

があります�
レは数回使います�
① 水回りを一体的な空間 回数も増え時間がかかる

改修・住まい方の多様性 か�マンシ�ンの改修の

の住まい・マンシ�ンの 替えるべきかリフ��ム

住宅相談では�﹁建て

��ム・省エネと創エネ

クの家づくり・耐震リフ 想が多くありました�

他の部屋も同じですがコ
② 短く単純な動線

とも忘れずに�

③ 内外を通じて抵抗なく ンセントは高めにするこ
出入りが出来る

④ 寝室の横にトイレを配 ・寝室

うと�一般には�加齢や

に心と身体をなじませる

の改善﹂も重要です�

出来れば近くにトイレ・

事故などで﹁身体に障害

のは�時間がかかる場合

置する

を持�てしま�た人たち

もあります�

い性能も大切ですが�し

トイレには

に構えなくても�新築に

合う学びの場になりまし ら聞かれていました�お

﹁備える﹂と言�ても手

大事に成りかねません�

もに住まいづくりに向き ん熱心にメモを取りなが

摺など�無くても暮らせ

ながりを持つための重要

る時には�かえ�て邪魔

参加が例年より多く�講 が分かりやすく大変参考

リフ��ムには�新築

な部屋です�寝室や水回

歳以上の高齢

年版高齢社会白

① 玄関階で生活が完結で りを近くに�外への出入

にはないメリ�トも沢山

きる

そんな時は�リフ��ム

最も重要なのは平面計

それぞれの講座は�こ

ることが出来ます�

3

も考えてみまし�う�

おきまし�う�

その時に対応できるよう考えて

に老いというものも誰にでもや�
てきます�それが現実です�
私たちは�加齢や事故などに よ
り�どこがどう不自由になるかは

2

大切なのは�将来必要と

高齢者の家族と世帯
平成
書では�

3

になることがあります�
な�た時�容易に�そし

％を示

者のいる世帯は平成
で全世帯数の内
て余りお金を掛けずに出

あります�

％と半数を

年に合わせて

単独や夫婦のみの世帯
来ることです�

年では

の特別な改造﹂と捉えが

リフ��ムは�住み慣れ

ばらく経�てみないと判

の配慮も重要で�長くベ

ちですが�実は﹁備え﹂

体が慣れている

は�昭和
成

これからの住まい
全世帯の半数近くが

た空間の部分的な手直し

り難いのもこれらです�

なじみやすい

だけなので短期間で直す

も重要な要素です�

ので�気楽でなじむのも

歳以上の高齢者と生活し

これからの暮しを考え

せよリフ��ムにせよ�
これからの住宅は�高齢

が小さいことが大切�

建替えよりもリフ��ム

ると�安全であること・

早いのがわかります�

にする�

ていて�高齢者住宅と特

長く自立して暮らせるこ

・玄関�ポ�チ・庭

少し広めにして�トイレ

事故の起こり難い住まい

つの考え方

者が住むことを前提とし

慣れることが比較的容易

段差を減らしスム�スに

だけでなく�洗面・脱衣
新築であれば�充分に

できるかもしれません�

れば介助スペ�スが確保
・玄関

② 寝室のそばに設置�

回でもトイ

手すり一つで履き替えが

浴は一日に

夜トイレに行き易く�入

で�家族や他の人とのつ

一日の多くを過ごす部屋

・食堂・居間

おきます�

られるよう下地を入れて

手摺は�後でも取り付け

出入口も段差をなくす�

廊下幅は広げて�部屋の

・廊下・階段

は�広めにしたい�

楽になります�土間部分

車場からも入り易く�

各部分での注意点

な高齢期以前に対応して

移動�緩やか階段でも良

室・浴室を一体空間にす
警視庁：平成21年度

3

総数
65～
死亡数
総数
12,873 10,150
0
転倒・転落
2,676
2,142
スリップ，つまづき及びよろめきに よる同一平面上での転倒 1,383
1,226
階段及びステップからの転落及びそ の上での転倒
480
381
建物又は建造物からの転落
401
188
不慮の溺死及び溺水
3,964
3,472
浴槽内での溺死及び溺水
3,626
3,187
浴槽への転落による溺死及び溺水
42
31
その他の不慮の窒息
3,856
3,232
胃内容物の誤えん
608
467
気道閉塞を生じた食物の誤えん
2,690
2,361
気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん
195
157
煙，火及び火炎への曝露
1,162
703
建物又は建造物内の管理されていない火への曝露
1,030
602
夜着，その他の着衣及び衣服の発火又は溶解への曝露
65
54
熱及び高温物質との接触
121
106
蛇口からの熱湯との接触
97
85
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
555
141
その他のガス及び蒸気による不慮の中毒及び曝露
119
29
農薬による不慮の中毒及び曝露
79
58
注：総数には年齢不詳を含む。

住宅には多くの危険が

厚生労働省：平成2１年

安心感が事故を減す

て 考える必要があります� と・居心地がいいこと・
維持管理がしやすく経費

おけば�不慣れな事故は

い�足元には灯りを�駐
潜んでいます�︵下表︶
年後の必要

死因 （年齢別）

2

1

2,452
4,914
（参考）交通事故死

少なくとも
が必要です�

家庭内における主な不慮の事故の種類別にみた年齢別死亡数・構成割合

047-460-9039
関東建築ネットワーク 検 索←

ホームページ

5

年

65

﹁バリアフリ�化﹂と言

47.1

３割弱だ�たものが�平

しています�

27

29

性を見据え�備えること

10

ＴＥＬ ０１２０̶８００̶１５５
FＡX
№６０

65

55

超えています�

56.5

1

2
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住まいのバリアーフリーは今から
〜高齢者住宅にマニュアルはない〜

類あります�その中でもヤマトシロアリとイエシロ

現在�日本で建物に被害を与えるシロアリは４種

月�イエシロアリは�

月か

アリによる被害は深刻です�発生時期は�ヤマトシ
月から

月に最も活発に活動します�シロアリは土中で

ロアリは�

プラスチ�ク系の断熱材

・ほとんど何でも食べる
抑えることができます�

�トで土中からの侵入を
・床下をきれいにする

ます�

の調査ができるようにし

の赤身︵心材︶などを多

ヒノキ�ヒバ�スギなど

・風通しをよくする

重大な建築違反

レオパレス問題

は火事を食い止める役目

なので�天井裏まで伸ば

して屋根までぴ�たりふ

さぐべきなのに天井裏は
レス

てから問題が多く�スル

方的に削減するなどかね

オ�ナ�への支払いを一

料もありました�検査に

能が満たされていない材

で何棟も建設したあげく� 施工されずスカスカでし
た�また�本来の耐火性

で�本来あるべき天井裏

そして定期的にメンテナ

単純にする工夫します�

デザインと各取り合いを

のかなど社会問題にな�

わた�て続けられて来た

件数が多く�なぜ長期に

違反が発覚しています�

レオパレスは�こうした

会社などで発生しました� おり�同社は２０１２年

みの中で別のサブリ�ス

こうした利益優先の仕組

ガ銀行の不正融資事件も

は

い内容です�問題の建物

通�たことが信じられな

年前から建てられて
ンスすることで水の発生

ています�
・家の周りをきれいに
家の周囲に古材など�シ
ロアリや害虫の巣になる
ようなものを置かないよ
・薬剤にはできるだけ

うにします�

どんな違反なのか

展開をしてきました�

とができる特徴で独自の

き�短期間でも借りるこ

居者の救済と是正工事は

１万４千人を超える入

今後どうなるのか

本岳志議員質問から︶

います�︵日本共産党宮

が内部文書から分か�て

対策を検討していたこと

レオパレスのアパ�ト

最低求められていること

には問題を把握し社内で

どいわゆる﹁住宅系サブ

は全国で３万７千棟存在

です�国土交通省は�３

業界の中で家具・家電付

リ�ス業者﹂について理

棟に問題があることが２

します�そのうち２０６

�大東建託�

東建コ�ポレ�シ�ンな

オパレス

界壁違反問題の前にレ

系サブリ�スとは

解しておきまし�う�サ

建設を持ち掛け�自社で

地の持ち主にアパ�トの

１９年にはさらに１３２

会を開催しました�検討

会では検査方法や法改正

宅では隣戸との界壁に防

問題の内容は�共同住

しました�まじめにや�

には訳がある﹂事を証明

今回の事件は﹁安いもの

ることにな�ています�

を行うことが話し合われ

火性能と遮音性能が求め

ところがレオパレスは界

ルやグラスウ�ルを使わ

壁に適合するロ�クウ�

ずに燃えやすい発泡ウレ

タンを使いました�界壁

甲田直己

甲田建築事務所

困ります�

法的に規定されています� てきた者がやる気をなく
すような結論にな�ては

られており�その性能は

います�

建設工事を請け負います� ４棟に広がり�入居者は
１万４４４３人にな�て

％︶を毎月オ�ナ

家賃保証のサブリ�ス契

�に支払います�これを

％�

上げ�家賃の一定額︵

リ�ス会社が一括で借り

建設したアパ�トをサブ

０１８年にわかりました� 月１４日�再発防止策を
検討する外部有識者検討

ブリ�ス業者はまず�土

レオパレスと住宅

を防ぐ処置をします�

の 賃 貸 ア パ �ト

ロアリの絶好のエサにな

の防火界壁がないなどの

大手不動産会社レオパ

・雨漏り・水漏れ・結露

ります�

に散らば�ていると�シ

工事中の木屑などが床下

︵但しクラ�クなどがあ

などなんでも口にして穴

活動します�最近の住宅
く含む木材を構造材など

土台のパ�キン式等と内

リは入�てきます︶

を開けて進んでいきます� ればそれに沿�てシロア
口にしないものでもそこ
に蟻道をつく�て食べる

ら
生息するため�建物を守るために一般的に行われて
ものを探して進みます�

対策と予防

住まいの被害

いることは床下の土壌に薬剤を散布して�さらに床
下と床下周辺の木部に薬剤を処理することが行われ
ています�薬剤は人体に有害なので�出来るだけ使
・シロアリの好まない木

の高気密・高断熱化また

します�ヒバ�ヒノキに

頼らない
薬剤処理をする場合は住
まい手の健康と環境を考
えた処理剤を使用するこ
とが大切です�現在よさ
そうだといわれているの
がホウ酸による駆除処理
です�ホウ酸は�揮発性
がなく�室内空気を汚染
する可能性が極めて低い
といわれています�

住まいの
点検と工夫をする

約といいます�サブリ�

リ�ス会社の収入源はア

シロアリ被害を防ぐこ ス業者は借り上げたアパ
とに完璧はないと言えま �トを転貸し入居者から
すが発生の確立を減らし� 家賃収入を得ます�サブ
被害を少なくするために

パ�ト建設の﹁建設受

ないような地域

ました�需要も

し急成長してき

営業活動を展開

武器に�激しい

保証の仕組みを

はこうした家賃

サブリ�ス業者

ことになります�

賃の差額という

注﹂と毎月の家

は�定期的な住まいの点
検︵床下・小屋裏など︶
をすることが必要と言え
ます�以上のように建築
上の工夫と定期点検でシ
ロアリ被害を解決してい
くことが最も効果的なこ
とと考えます�
東葛企画設計事務所
野田耕蔵
︵参考文献：建築知識︶

20

用は避けたいものです�
・温度高いところを好む

・水を好む
地球温暖化の影響などに

材を使う

雨漏りや水漏れ�結露な
に使うことで食害からの

温度が高い場所で活発に

どによ�て木材が湿�て
よ�て被害の範囲が広が

シロアリの性質

いる状態のところを好み
・光�風を嫌う

建物の強度低下を少なく

一般的に明るいところと

部人通口を兼ねた換気口

�てきています�

・蟻道をつくる
はヒノキチオ�ルという

ます�
蟻道をつく�て土の中か

シロアリが嫌う物質が含

の取り付け�さらに外壁

風通しのよい場所を嫌い

内と軒裏と屋根の通気で

ら建物内に上が�て移動
します�

・基礎をできるだけ高く

風を通します�

まれています�

・床下などの構造材が見

を過ごしてみてはいかが

ます�

して�ベタ基礎等とし

ようにする

えるようにして入れる

て床下をコンクリ�ト
で固める

基礎が高いと外からの蟻

法寺も訪ねて見たいもの

でし�うか�

床下収納庫�天井等点検

る手児奈の墓を訪ね来た

だ�運慶作の仁王像と弘

道がつくり難いといわれ

男どもが相争い�その

のであろうか�この他多

口を作�て床下や小屋裏

お客様が紹介する
ことを悲観した手児奈

ています�又�コンクリ

ご近所の名所

法大師真筆の額が迎えて

大晦日から元日�７月

くの歌人が手児奈の歌を

のほうずき市�女神輿の
月の大祭と�賑や

来る途中に渡�た真間

出る

現在手児奈は安産・子

川は桜の名所と言われて

せんでしたので事務局の初山

︵お客様の原稿が間に合いま

ない�

かな時を狙�て出かける
育ての神として祀

いる�今咲いている桜は� のもまた面白いかも知れ
れた後に植えられたもの

が弘法寺︵ぐほう

という�戦災後に市川に

日頃の喧

が執筆しました�︶

じ︶の手児奈霊神
は

騒を忘れ�

よく歩いた
る伝説の解説もあ

いにしえの

﹁真間の継橋﹂な

る�店も適当にあり�ゆ

時代に思い

という�

�たりと散策が出来る�

をはせ�時

ど手児奈にまつわ

万葉の歌が飾られ� のほとりを

ら徒歩

市川駅北口か 移り住んだ文豪永井荷風
JR
分�道々� は�散歩が好きで真間川

堂だ�手児奈堂へ

年前のキテ�台風で倒

られている�それ

10

くれるであろう�

は�海に身を投じ自ら

な心の持ち主だ�た�

詠んでいる�

歌人山部赤人は�

命を絶�たという�現

真間︶というと こ ろ に 手
手児奈をしのび歌を

万葉の時代に 葛 飾 の 真

児奈という貧し い が 絶 世

代では考えられない純

の美女がいて� そ の 美 し

葉集に収められてい

詠んだ�いずれも万

間︵現在の千葉 県 市 川 市

いう�
る�

さは都でも評判 だ � た と
手児奈を巡� て 多 く の

・葛飾の真間の入り
江にうちなびく玉藻
刈りけむ手児奈し思
ほゆ
・われも見つ人にも
告げむ葛飾の真間の手児
奈が奥津城処
奥津城処とは墓のことで�

手児奈堂をお参りした

レオパレスの違反仕様

70
なら�奥にある本尊の弘

70

6

クロアリ
特徴・胴がくびれている
・前の羽根は大きく後ろ
は小さい

21

4

山部赤人は都からはるば

真間の手児奈堂

解 説

本来の耐火遮音仕様

20

な

こ

て

ま

ま

21

5

ヤマトシロアリ
特徴・胴にくびれがない
・羽根が4枚とも大きい

市川市

90

7

４月１日
２０１９年（平成３１年）

ネットワークたより
第６０号

ベタ基礎

