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～はじめに～

日本の人口は2011年以降継続して減少しているが高齢者（65歳以上）の人口は

1950年以降一貫して増加しており、総人口が減少する中で高齢者は増加する傾向

が続いている。総人口に占める高齢者の割合は28%を超え、先進国の中で最も高

齢者比率が高い状況にある。

また平成29年度高齢者白書によると2012年の認知症患者数は約460万人で高

齢者7人に1人（有病率15%）という割合だったものが2025年には高齢者5人に1人

（有病率20％）になるものと見込まれており、大きな問題となっている。

こうした背景から高齢者を効率よく介護するという視点のみならず、老化現象や

認知症に対して施設のデザインなど環境面での配慮を事前に住宅内に採り入れる

ことで、より高齢者や認知症を患う入居者にも満足や自立を促す生き方を提唱する

ため、英国スターリング大学認知症開発センター（以下、DSDC）と連携し、意匠面の

配慮を施した住宅計画を行った。

本実施報告書は、平成28年度スマートウエルネス住宅等推進事業（提案名：多世

代共生型の持続可能なまちづくりプロジェクト）（以下「本事業」という）の推進にお

ける、その『技術の検証（平成30年度・31年度）』『情報提供及び普及（平成30年

度・31年度）』に関する実施報告書（以下「本報告書」という）である。
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スマートウエルネス住宅等推進モデル事業

平成30・31年度

技術の検証



<検証その1>

認知症にやさしいデザインの実践

DSDCのデザイン監修に基づく住宅計画、
DSDC実施検査

高齢者の抱える老化現象・認知症といった課題に対して、英国スターリング

大学認知症開発研究センター（以下、DSDC）と連携し、意匠面に配慮した

住宅計画とすることで住んでいる人をより満足させ、自立させるようなことが可

能かどうかについて、検証を行った。

具体的な検証方法

●検証の実施場所
　  デザイン監修協議はskype 会議にて実施

●検証の実施体制
　  事業計画書にて提出の通り、

　  株式会社メディヴァに業務委託する体制にて実施

ＤＳＤＣのデザイン監修のもと、２０１９年６月ケアフロア開業に向けて住宅計

画を完了させる。デザイン監修については２０１８年１２月末まで実施した。

※なお、当初予定していた平成３０年度実施分である「ＤＳＤＣ実施検査」ならびに「審査

員宿泊費・旅費」は、ケアフロア開業直前での検査実施をＤＳＤＣより強く希望されたため２０

１９年５月に開催されることとなり、平成３１年度分として実施を予定。
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■ パースを用いた建築空間の報告
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取扱：東急不動産内限り 

■ DSDC実施検査チェックリスト
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<検証その1>

ＤＳＤＣのデザイン理念に基づき推奨される

トイレ空間のデザイン効果

●検証スケジュール
　  ２０１８年秋ごろ～２０１８年３月末まで

●検証の実施場所
　  グランクレール成城ケアレジデンス ３階共用部トイレ２箇所

●検証の実施体制
　  トイレ空間についてはＴＯＴＯ株式会社との
　  共同研究契約を締結し検証を行った。

　ＤＳＤＣのデザイン理念に基づき推奨されるトイレ空間のデザイン効果を十

日市場プロジェクト開業前に検証するため、既存物件（当社にて運営してい

る「グランクレール成城ケアレジデンス」）にて、実際の入居者のトイレの利用

状況についてデザイン変更前と変更後を比較し、効果を検証した。
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<検証その2>

郊外団地の課題解決

地域活動の低下や、周辺地区の高齢化などの課題に対して、多世代共生型のま

ちづくりを行うことで、周辺地区を巻き込んだコミュニティの活性化が図られるのかど

うかについて具体的な取り組みを通じた検証を行った。

検証にあたっては、「エリアマネジメント組織を構築し、コミュニティ形成や地域活

性化に関する期待が醸成されていく可能性があるか」「郊外団地の中心に多世代

共生型住宅を整備することにより、周辺の住み替えや近居を促進する効果がある

か」という2点を具体的課題として掲げを検証を行った。

平成30 年度・31 年度：検証その２－１

●検証スケジュール
　  エリアマネジメント組織の立上げ準備（実際の立上げは２０１９年秋頃）

　  プレイベントの実施 ２０１９年３月１６日

●検証の実施場所
　  プレイベントは、クレールレジデンス横浜十日市場内の

　  広場および地域に開放されたレストラン等を会場に開催

●検証の実施体制
　  横浜市と３社ＪＶ（東京急行電鉄、ＮＴＴ都市開発、当社）にて
　  株式会社クオルに業務委託する体制

●検証スケジュール
　  入居検討者に向けた住み替え相談会の開催およびアンケートの実施

　  住み替え相談会は2018 年12 月、アンケートはプレイベント開催（2019年３月）時に実施

●検証の実施場所
　  クレールレジデンス横浜十日市場内の広場および

　  クレールホール（多目的室）等で開催

●検証の実施体制
　  プレイベント全体統括は株式会社クオルに業務委託。
　  住み替え相談会の実施にあたっては東京急行電鉄の
　  「住まいと暮らしのコンシェルジュ」事業が担当。

平成30 年度・31 年度：検証その２－2

エリアマネジメント組織の立ち上げ準備
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プレイベントの実施

十日市場エリア住民の方々や、ドレッセ横浜十日市場、クレールレジデンス横

浜十日市場エリアに住むことを検討している方々に向けてのご挨拶の場とし

て、皆さんに広く楽しんでいただくと共に、本格的に活動を開始するエリアマ

ネジメント活動に対し、近隣住民の方に関心をもっていただくためのご招待イ

ベントを開催した。

イベントでは、地域で活躍する人々によるワークショップやハンドメイド品の販

売、遊び場、お絵かきワークショップなどの多彩な催しにより交流の場を創出

すると共に、入居予定・検討者のための「館内ツアー」や「高齢者疑似体験

会」、「住まいのセミナー＆相談会」なども実施。また入居が決定している方に

向けて「家具相談会」も同時開催した。

●実施日時
2019年3月16日（土）11:00～15:00

●実施内容
①ブース出店

（地域出展・大学出展・横浜市ブース・ライブアートワークショップブース・

主催出展）

②レストランプレ営業（クレールダイニング）

③アンケート実施
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■ プレイベントの実施報告書
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スマートウエルネス住宅等推進モデル事業

平成30・31年度

情報提供及び普及



スマートウエルネス住宅等推進モデル事業

平成30・31年度 情報提供及び普及

今後の高齢者や認知症を患う入居者にも配慮した住宅計画やコミュニティ

形成、交流イベントを通じ多世代共生型住宅の整備に繋げるといった平成

30・31年度における技術の検証結果を今後に生かしていくため、下記の4つ

の方法で情報提供及び普及活動を実施した。

１．CG作成
ＤＳＤＣによる監修の下、高齢者や認知症患者にも十分配慮した建築空間

をＣＧパース化した。

２．ホームページ
本事業の意義を広く普及に繋げるため、ＤＳＤＣによる監修の下、「認知症に

やさしいデザインの取り組み」に関するホームページを作成し、公開した。

３．DSDCによる講演会実施
本事業の意義や重要性を認識し、さらなる普及に繋げるため、イギリス本

国よりＤＳＤＣによる講師2名をを招聘し、本物件ケアスタッフおよび営業部

スタッフに向けた講演会を実施した。

4．DSDCとの取組みに関する総括
ＤＳＤＣによる認証検査を実施し、その指摘事項に対して是正対応を行っ

た。また認証検査での細かな指摘事項や是正対応、その結果による審査

結果などは全て細かく記録し開示することで今後に向けた情報提供を

行った。
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■  CG 合成
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■  ホームページ
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2019年6月1日に開業したクレールレジデンス横浜十日市場（ケアフロア）（以

下、「本物件」という）の開業に先駆け、DSDCの全面的な協力の下、認知症

患者への配慮を随所に盛り込んだ自立型と介護型のサービス付き高齢者向

け住宅の新しい姿をメディアを含めた多数の方々に実際に体験してもらうた

め、約400名弱が参加した内覧会を実施した。

　当日はそうしたケアフロア・シニアフロアのモデルルームや共用施設などに

加え、本物件が備える地域交流促進機能を具現化する地域にも開かれた

ホールやコミュニティスペース等の見学も行ったほか、さまざまな意見を今後

の運営計画に反映すべくアンケートも行った。

備える地域交流促進機能を具現化する地域にも開かれたホールやコミュ

ニティスペース等の見学も行ったほか、さまざまな意見を今後の運営計画に

反映すべくアンケートも行った。

●実施日時
2019年3月20日（水）　13：00～17：00（最終入場16:00）

●講師および講演テーマ
①施設見学

各フロア・部署に説明担当者が待機し、内覧会来場者に対し特徴やこだわ

り等のポイントを説明

②アンケートの実施

各施設見学終了後、各施設を見学した印象を5段階評価して頂き定数的

評価として見える化。また自由意見も記入していただく事で定性的評価も可

視化することで、今後の運営に反映。

■  クレールレジデンス横浜十日市場・内覧会実施
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ＤＳＤＣの提供するサービス１ 

～デザインに関するコンサルテーション～ 

・様々な環境（病院、施設、一般住居等）における認知症の人のためのデザインの改善 

・認知症の人にとって安心できる空間作りを手助けをするデザインサービスの提供 

・内装、照明、外のスペース等の重要なデザイン領域において、エビデンスの基づいた
質の高い情報の提供 

・デザイン作成における人材教育や、専門的な支援パッケージの提供 

英国スターリング大学認知症サービス開発センター（ＤＳＤＣ）について 

スターリング大学認知症サービス開発
センターは 年以上にわたり認知症の

人々のサービスと環境のデザインに関
して、研究・教育・アドバイスをし、

その知識と経験において国際的なリー
ダーを担っています。 
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大きく目立つサイン
～一目でその場所の意味を伝える～ 

認知症に伴う認識能力の低下により、場所の把握が苦手になる場合があります。 

その場所の意味を理解しやすいように、 

大きな文字やイラストを使用して分かりやすいデザインにしています。

～内容～

「トイレは黄色扉」、「手すりはこげ茶」など色を統一させる 

目に入る高さに文字とイラストで表記

～効果～
色を統一して「トイレ＝黄色い扉」と認識しやすくする 

一目でその場所の機能が理解できるようにする

ＤＳＤＣの提供するサービス２ 

・医療・介護・住居の包括的なアプローチへの支援、チーム内のスキル開発 

・変わりゆくニーズに対応した住居のモデルの提案 

・住居環境や在宅支援サービスの提案 

・住居のプランのエビデンスに基づいた検討 

・国際的に認められている指標を用いた住居や基準の評価

　英国外初のゴールド認証を
『グランクレール世田谷中町』で受賞 
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自分らしさの演出 
 ～目印になるアートや小物を置く～  

認知症に伴う記憶力の低下により、場所の把握が苦手
になることがあります。 

その手助けとして、自分の部屋の入口部分にお気に入
りの写真を飾り、目印にすることで自分の場所である
ことを認識し、安心して過ごせる工夫をしています。

～内容～
玄関口の棚には自分の場所と感じられる
写真などを設置する（表札はマグネットで写真等の
添付が可能）
 

～効果～
小物や写真を入口の棚に置くことで
自分の場所と把握しやすくする

家具と床の色の反転 
～空間認識の向上～ 

室内インテリアのカラーが統一され過ぎていると、それぞれの区別がつけにくく、 

壁と床や家具と床を識別しにくくなってしまいます。 

家具と床の色を反転させることにより、利用する人が座る位置を 

認識しやすくなり、安心して生活することができます。

～内容～
家具の色は床の色と対比させる 

壁の色は床の色と対比させる

～効果～
家具の位置や距離感をつかみやすくし、

　家具を安全に使用することができる 

壁や扉との距離感をつかみやすくする
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トイレの位置を明確に認識
 ～デザインのチカラで自立を促す～  

ケアフロア共用および専有部のトイレの便座は、位置を明確に認識できるよう
便器本体とはトーンの差をつけた
「ハーヴェストブラウン」を使用。
手すりの色も壁紙と明確な対比をつけることで
距離感がつかみやすくなり、自分自身でできる行為の

サポート効果が期待できます。

～内容～
 手すりと壁、便座と便器本体に色の対比をつける

～効果～

距離感をつかみやすくトイレを使用することができる 

ファニチャーを置き、目的をつくる 
 ～不安や混乱を最小限にする～  

廊下にファニチャー（ベンチ）を置き、憩いスペースを設けることで、 

ちょっとした休憩ができ、Ò座るÓという行為を演出します。 

このような目的を意図的につくることで認知症の人が抱く不安や混乱を最小限
に留める効果が期待できます。

～内容～
 椅子やベンチを計画し、「座る」という目的をつくる。

～効果～
目的を達成することで、不安や混乱を最小限にする

　　　　　 造作ベンチの座面下は収納としても利用可能です。
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テーマカラーで方向を認識しやすく
 ～昔懐かしい色柄とカラーの違いで方向をサポート～  

住戸前のアクセントクロスは色柄から刺激される記憶、思い出を引き出す目的
で計画。
フロアごとに「 階：ひな祭り」「 階：こどもの日」
「 階：夏休み」のテーマカラーで色柄を選定

～内容～
アクセントクロスはテーマカラーごとに色柄を選定
　向かう方向により見えるカラーが異なるように配置

～効果～
自身のフロアを色で認識できたり、向かう方向により

　見えるカラーが異なることで、自分が向いている方向
　を認識しやすくなる。 
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　2019年6月1日に開業したクレールレジデンス横浜十日市場（ケアフロア）

（以下、「本物件」という）のケアスタッフ及び営業スタッフが本物件開業後の

運営・営業時にきちんと本物件における認知症にやさしいデザインの原則や

パーソン・センタード・ケア（その人らしいケア）をどのように実践していくか、を

理解し実践できるようにイギリス本国よりＤＳＤＣの知見に富む2名の講師を招

聘し、講演会を実施した。

●実施日時
2019年5月22日（水）　13：00～18：00（ワークショップ含む）

●講師および講演テーマ
【デザインパート】

レスリー・パーマー氏（ＤＳＤＣ主席建築士・デザインサービス部門長）「認知

症の理解と本物件における認知症患者への配慮」

【ケアパート】

リンダ・ハットン氏（ＤＳＤＣ学習・育成部門スタッフ）

「本物件におけるパーソン・センタード・ケア（その人らしいケア）とは？」

■ DSDCによる講演会実施
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