
1 生活環境論の講義担当の経緯

中部大学は、2010年に理学療法学科（定員40名）と

作業療法学科（定員40名）を生命健康科学部内に開設

した。その前身は2003年に別地にて専門学校として設

置された理学療法学科（３年制）である。

工学部と同一キャンパスに設置されることから工学

部教員に理学・作業療法学科の講義担当の協力依頼が

あった。当該学科の専門科目として「生活環境論」

（１単位）と「住環境整備入門」（１単位）が必修で開

講される。前者は屋外の生活空間におけるユニバーサル

デザインの必要性について土木系学科の教員（筆者）が

講義し、後者は高齢者・障害者等のための福祉住環境

整備について建築系学科の教員が講義することとなった。

2 生活環境論の講義概要

「生活環境論」の講義名称は学科設置申請時に既に

決められていたが、講義内容は科目担当者である筆者

が検討することとなった。それまでは、筆者の所属す

る都市建設工学科の専門科目において、福祉のまちづ

くりに関する内容を講義することは年に１回程度だけ

であり、正課ではない講演、講座において実施してき

ただけであった。今回は７回分（１回は90分）の内容

を用意しなければならない。また、受講者は工学系で

はないこと、必修科目であること、理学・作業両学科

の合同であることなどの条件を満たさなければならな

い。他大学の講義内容の調査や教科書として活用でき

るものも探した。結果として、筆者が適当と思うもの

は見当たらず、自らの経験に基づき、構成することと

した。その内容を表１に示す。なお、当初は７回を予

定していたが試験の時間を講義に振り替え、８回実施し

た。次章ではその内容（2012年度のもの）を解説する。

筆者の元々の専門は交通計画であり、様々な交通現

象が研究対象である。交通は人々の活動達成のために

派生的に実施されるものである。よって、交通をする

人（交通主体）の特性、交通を実現するための乗り物

や道具（交通具）の特徴、移動・交通空間（交通路）

の整備手法の間の多様な関係を把握して、社会的ある

いは個人的な問題に対する解決策を検討してきた。

福祉の観点からの交通問題についても筆者が所属す

る土木学会での主要課題として取り上げられ、学会活

動と社会活動注）を続けてきた１）２）。さらに、「日本福祉

のまちづくり学会」が全国的な福祉のまちづくり活動

の連携と学術研究を目的として、専門分野の横断組織

として1997年に設立された。筆者は設立準備段階から

メンバーであり、現在は理事兼東海北陸支部長である。

また、中部国際空港（セントレア）の旅客ターミナ

ルビルの設計・施工に関しては、ユニバーサルデザイ

ンの観点からの検討・助言を多様な障害当事者の人々

とともに遂行してきた３）。

以上のような知識と経験に基づいて、本講義に対応

することとした。

3 各週の講義内容

3.1 福祉のまちづくりの考え方

講義の導入部であると同時に福祉のまちづくりの意

義について説明する。講義内容とその資料として、以

下のものを準備した。

１）福祉のまちづくりの理念、目的と目標、達成方

法

（資料１－１ 澤村誠志：リハビリテーション医

療と福祉のまちづくり）【出典】福祉のまちづ

くり研究､13-2､pp.2-7

２）福祉のまちづくりの歴史

（資料１－２ 障害者、高齢者のまちづくり対策

年表）【出典】福祉のまちづくり研究、13-2、

p.9、野村歡：建築分野からみた福祉のまちづ

くり

３）考慮すべき対象者、障害者分類

（資料１－３「国際生活機能分類－国際障害分

類改訂版－」（日本語版）の厚生労働省ホーム

ページ掲載について）【出典】厚生労働省ホー

ムページ

４）都市のユニバーサルデザイン

（資料１－４ �都市のユニバーサルデザインの

考え方と�既存ストックを活用した都市のバリ

アフリー化）【出典】磯部友彦：バリアフリー

の社会空間づくり､科学研究費補助金研究成果

報告書､成熟社会における社会資本整備の方向

性と制度改革（代表 竹内伝史・岐阜大学）､

pp.21-24､2009
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3.2 法制度の体系とその内容

日本における福祉のまちづくり関連の法制度につい

て解説する。国（法律）と地方（条例）の関係も説明

する。講義内容とその資料として、以下のものを準備

した。

１）福祉のまちづくりに関する法制度

（資料２－１ 鈴木賢一：バリアフリーからユニ

バーサルデザインへ ―交通バリアフリー法の

見直し―）【出典】国立国会図書館､ISSUE

BRIEFNUMBER526､（MAR.29.2006）
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表１ 筆者の担当した生活環境論のシラバス（授業の概要） 2012年度



２）バリアフリー法の概要

（資料２－２ バリアフリー法の概要）【出典】

国土交通省ホームページ；（資料２－３ 高齢者､

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

の基本的枠組み）【出典】国土交通省ホームペー

ジ；（資料２－４ 移動等円滑化の促進に関する

基本方針）【出典】国土交通省ホームページ

３）福祉のまちづくりのあゆみ

（資料２－５ 名古屋市福祉都市整備指針（改訂

版）【出典】名古屋市ホームページ；（資料２－

６ 磯部友彦作成､福祉のまちづくりのあゆみ）；

（資料２－７ 障害者基本法の改正について（概

要））【出典】内閣府 共生社会政策ホームペー

ジ

3.3 駅・ターミナル・車両のバリアフリー整

備

筆者の専門である交通分野の前編である。資料３－

１「交通施設と福祉のまちづくり」を作成し、用いた。

その内容は以下の通りである。

１）福祉のまちづくりにおける交通施設の位置づけ

｢都市生活と交通｣｢交通システム整備｣

２）ターミナルの整備

｢共通事項｣｢鉄軌道駅の整備｣｢路線バスの乗

降場｣｢旅客船ターミナル｣｢空港旅客ターミナ

ル｣【参考資料】国土交通省総合政策局安心生

活政策課監修：公共交通機関の旅客施設に関す

る移動等円滑化整備ガイドライン（バリアフリー

整備ガイドライン（旅客施設編））交通エコロ

ジー・モビリティ財団､平成19年

３）車両等のバリアフリー化

｢共通事項｣｢鉄軌道等の車両｣｢バス車両｣｢航

空機｣｢旅客船｣｢タクシー車両｣【参考資料】

国土交通省総合政策局安心生活政策課監修：公

共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備

ガイドライン（バリアフリー整備ガイドライン

（車両等編））､交通エコロジー・モビリティ財

団､平成19年；国土交通省海事局安全基準課監

修：旅客船バリアフリーガイドライン､交通エ

コロジー・モビリティ財団､平成19年

４）旅客交通施設と車両等の基準における課題と今

後の展望【参考資料】交通バリアフリー介助マ

ニュアル､交通エコロジー・モビリティ財団､

平成13年

3.4 道路・公園・駐車場のバリアフリー整備

交通分野の後編である。国土交通省の資料を活用し

た。その内容は以下の通りである。

１）道路における移動円滑化基準の説明

（資料４－１ 道路の移動円滑化整備ガイドライ

ンにおいて規定されている主な内容）【出典】

国土交通省ホームページ

１ 歩道の幅員の確保；２ 歩車道境界の段差；

３ 立体横断施設；４ 乗合自動車停留所；５

路面電車停留場；６ 自動車駐車場；７ 案内標

識；８ 視覚障害者誘導用ブロック；９ 休憩施

設；10照明施設；11積雪寒冷地における配慮；

12駅前広場

２）路外駐車場における移動等円滑化基準の説明

（資料４－２ 路外駐車場移動等円滑化基準の概

要）【出典】国土交通省ホームページ

３）都市公園における移動等円滑化基準の説明

（資料４－３ 移動等円滑化のために必要な特定

公園施設の設置に関する基準について）【出

典】国土交通省ホームページ

3.5 福祉のまちづくりの進め方

ここからは応用編である。医療系の学生に対して

｢まちづくり｣の本来の姿を説明し、その進め方を説

明する。資料５－１「参加型福祉のまちづくりと継続

的取り組み」を作成し、用いた。その内容は以下の通

りである。

１）福祉のまちづくり施策における市民参加【参考

資料】(社)土木学会土木計画学研究委員会監修､

交通エコロジー・モビリティ財団､(財)国土技

術研究センター編：参加型・福祉の交通まちづ

くり､学芸出版、2005.

２）市民参加の進め方【参考資料】寺島薫：効果的

なワークショップの進め方､土木計画学研究・

講演集､VOL.31､2005.

３）バリアフリー事業の評価方法【参考資料】国土

交通省国土交通政策研究所：バリアフリー化の

社会経済的評価の確立へ向けて －バリアフリー

化の社会経済的評価に関する研究（PhaseⅡ）－､

国土交通政策研究第３号､pp.4750､2001；巻

末の参考文献２）；巻末の参考文献３）

４）継続的改善（交通バリアフリーを事例に）【参

考資料】瀬戸市ホームページ：新瀬戸駅・瀬戸

市駅周辺バリアフリー基本構想､2009；磯部友

彦：交通バリアフリー基本構想の策定過程なら

びに事業実施過程に関する考察､第15回日本都

市計画学会中部支部研究発表会論文・報告集､

pp.21-24､2004.

3.6 バリアフリー基本構想

具体的な事例を取り上げ、筆者の体験談を交えて実
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際のバリアフリー基本構想の策定方法を説明する。

１）バリアフリー基本構想の事例（資料６－１ 新

瀬戸駅・瀬戸市駅周辺バリアフリー基本構想､

2009）【出典】瀬戸市ホームページ

3.7 地域福祉計画

福祉政策の観点から取り組んでいるまちづくりの仕

組みについて説明する。資料７－１「地域社会におけ

る福祉のまちづくりの進め方」を作成し、用いた。

１）自助・共助・公助

【参考資料】首相官邸ホームページ：今後の社

会保障の在り方について

２）地域福祉計画の考え方

【参考資料】岐阜県海津市ホームページ：｢自

助｣｢共助｣｢公助｣と地域福祉計画の関係図

（岐阜県海津市の事例）；静岡県長泉町ホームペー

ジ：長泉町地域福祉計画

３）地域福祉計画の実例

【参考資料】第３次春日井市地域福祉計画概要

版､平成22年

3.8 人と生活環境との調和

これまでのまとめとして、様々な人々に対応した生

活環境のあり方と整備の方向性について説明する。

１）ハード整備とソフト対策との組み合わせ

（資料８－１ 生活環境整備の視点）【出典】糟

谷佐紀：その人らしい暮らしの実現に向けて/

生活環境､『澤村誠志（監修）､相澤譲治・黒田

大治郎・奥英久・高見正利（編集）：社会リハ

ビリテーション論､三輪書店､2005年』

２）福祉のまちづくりの目標（市民全体のQOL）

（資料８－２ ＱＯＬの考え方）【出典】田島明

子：エッセイ リハビリテーションとＱＯＬ－

主観／客観の裂け目から見える地平､『支援』

１､pp.150-155

３）障害者の権利問題

（資料８－３ 国際連合障害者の権利条約）【出

典】DPI日本会議ホームページ:障害者の権

利条約

4 講義の成果

この講義の成績は試験ではなく下記の課題に対する

レポート提出により評価した。その理由は、単なる知

識的な理解力を試すのではなく、受講生側がどのよう

な刺激を受け、それに対してどのように考えているか

を測りたかったからである。

また、受講生がどのテーマを取り上げたかを集計す

れば、今後の講義計画の参考となる。

図１から、第１週の印象が強かったことがわかる。

日本福祉のまちづくり学会の前会長の澤村氏の論文を

紹介したこと、社会モデル（身体能力に着目するので

はなく、社会の障壁に着目して解決策を考えること）
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生活環境論 レポート課題

この講義で学んだ内容（資料だけでなく、口頭で解説した部分も含める）の中で、強く印象に残った事柄

を３項目（そのうち少なくとも１項目は自分自身または周りの人の体験等に基づくものであることが望まし

い）を取り上げ、それらに下記の手順に従い、簡単に説明しなさい。

１）印象に残った項目の内容

２）なぜ、上記のことが印象に残ったのかについての説明（自分で気づいたこと、見たことなどの関連との

で説明してもよい）

図１ 受講生の印象に残った項目（週単位の集計）



の重要性を訴えたことにより、医療系の学生に対する

講義内容としては適切であったようだ。第３週と第４

週の交通に対しても関心が集まった。筆者の専門分野

なので、多数の事例を紹介したことが評価を受けたの

であろう。第５週以降は印象が弱かったようだ。講義

の準備不足が影響したのかもしれない。

講義内容への疑問や反論も受けた。たとえば、「回

復期にある対象者の生活環境を負担の少ないものにす

るとリハビリの効果が維持できないのでは？」、「バリ

アフリーは別の不平等を作るのでは？」、｢福祉のまち

づくりの歴史を学ぶ必要があるのか？｣、「（国家試験

の）主要科目ではない」など。

このような疑問を持つ受講生が出たことは、本講義

のプラスの成果と考えたい。理学療法士（PT）や作

業療法士（OT）が地域で活動する意義も理解された。

今後の講義における説明内容にさらに磨きをかけてい

きたい。

注）おもな社会活動

・名古屋市福祉のまちづくり推進委員会委員

・愛知県人にやさしい街づくり推進委員会委員

・交通バリアフリー基本構想の策定（春日井市、名古

屋市、瀬戸市、豊田市、刈谷市、日進市、恵那市、

多治見市、各務原市、島田市）

・福祉有償運送運営協議会（春日井市、犬山市、土岐

市、愛知県東郷町）

・国土交通省中部運輸局バリアフリーリーダー
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