
高住会の歩み 

年 月 日 経  歴 

2001年 

（平成 13） 

4月 20日 バリアフリー住宅設計実務者ネット「高齢社会の住まいをつくる会」 

設立シンポジウム 
東京ウイメンズプラザホール（２８０名） 

発起人：吉田紗栄子（会長）、栩木保匡（副会長）、 

溝口千恵子（副会長）、安楽玲子（事務局長）         正会員１５名 

 6月～ スキルアップ連続セミナー（H13.6.22～H14.3 計５回） 

「バリアフリー住宅とは何か もう一度考えてみませんか」 

東京都福祉機器総合センター多目的ホール 

 7月 3日 一般向けシンポジウム「５０歳からの住まい術」 

住宅金融公庫 すまい･るホール（２００名） 

 8月 会報誌「住まいだより」第１号の発行（以降、不定期発行） 

書籍：かしこく使う「介護保険の住宅改修 Q&A」の発行 

（高齢社会の住まいをつくる会編） 

 11月 23日 建築関係者のための集中講座（11.23～24 連続２回） 

「バリアフリーのひみつ」～バリアフリー住宅設計の極意を解説 

横浜ワールドポーターズ ６階会議室 

2002年 

（平成 14） 

3月 26日 シンポジウム「住宅改修から生活改善へ ケアがかわる」 

住宅金融公庫 すまい･るホール 

 6月 28日 第１回住宅見学会の実施（以降、不定期実施） 

 7月 会員専用メーリングリスト開設 

新ホームページ開設 

 10月 20日 共催セミナー 

住宅改修について考えましょう！『住宅改修トラブル回避セミナー』 

高齢社会の住まいをつくる会・てこネット 共催 

高円寺地域区民センター（セシオン杉並） 

 11月 8日 セミナー「フィンランドの高齢者福祉施設のユニークな取り組み」 

～その仕組みと実施プロセスを設計者自身が語る～ 

東京･東中野 テラハウス内講義室（８３名） 

2003年 

（平成 15） 

6月 21日 ＮＰＯ法人設立総会 

正会員１３名 一般会員（個人）３８名、（法人）２団体 

 9月～ スキルアップセミナー（9.17～H16.2.17）連続３回 

「高齢者のためのインテリア環境」9.17、11.18 

「高齢社会における音環境」2.17 

東京･東中野 テラハウス内講義室（８３名） 

 11月 17日 「特定非営利活動法人高齢社会の住まいをつくる会」法人設立 

内閣府認証 

設立時役員：吉田紗栄子（理事長）、溝口千恵子（副理事長）、徳永栄一（副理事長）、 

中村陽子（事務局長）、加藤知徳、松橋雅子、吉田誠治、宮島敦子 

主たる事務所：東京都渋谷区代々木二丁目２６番５号 

従たる事務所：秋田県、愛知県、愛媛県、福岡県 

2004年 

（平成 16） 

5月 18日 法人設立記念シンポジウム 

「既存マンション共用部分のバリアフリー化の問題点と対策」 

住宅金融公庫 すまい･るホール（１８０名） 

 6月 従たる事務所の福岡県を廃止 

 9月～ スキルアップセミナー（9.28～H17.1.28） 

「高齢者と光環境」その１、その２ 

「バリアフリーと環境デザイン」 

東京･東中野 テラハウス内講義室、ヤマギワ リビナ本館６階 

2005年 

（平成 17） 

6月 25日 シンポジウム「私が選んだ住まい方 ～バリアフリーにしてよかった～」 

女性と仕事の未来館ホール（１０３名） 



 6月 書籍：必携 実例でわかる福祉住環境「バリアフリーマンション読本」 

－高齢者の自立を支援する住環境デザイン－ の発行（編著 高住会） 

6月 書籍：「バリアフリー 住まいをつくる物語」の発行（編著 高住会） 

10月 書籍：「ケアユニットのインテリアデザイン手法」の発行 

（企画・構成：ケアと環境研究会、高齢社会の住まいをつくる会） 

10月～ スキルアップセミナー（10.28～H18.3.10） 

「高齢者と温熱環境」その１、その２ 「温熱環境 快適さへのアプローチ」 

東京･東中野 テラハウス内講義室 

2006年 

（平成 18） 

4月～ 

 

介護保険等受託業務（東京都練馬区）（4.1～H19.3.31） 

担当者８名 介護保険等住宅改修給付の完了確認及び事前確認（作業件数 1380 件） 

6月 従たる事務所に茨城県を追加  

「高住会いばらき」が活動開始 

7月 1日 シンポジウム「『老い』を恐れない住まいづくり」 

東京･渋谷 電力館８F ホール（１０８名） 

12月 17日 スキルアップセミナー「徳永流 便器、洗面器、浴槽の選び方」 

東京･東中野 テラハウス内講義室 

2007年 

（平成 19） 

6月～ スキルアップセミナー「認知症の方の住環境」第１回～第３回（6.12～10.14） 

東京･東中野 テラハウス内講義室 

11月 17日 シンポジウム「認知症と空間デザイン」 

～フィンランドの現状と日本のこれからについて語る～ 

宮城県仙台市 宮城学院女子大学（８１名＋スタッフ） 

2008年 

（平成 20） 

6月～ スキルアップセミナー（6.14、10.1） 

「耐震補強とバリアフリー化」その１、その２ 

東京･東中野 テラハウス内講義室 

11月 1日 シンポジウム「シニア世代の快適収納法」 

～ガラクタを捨てて、スッキリ暮らす～ 

東京･渋谷 電力館８F ホール（１０７名） 

2009年 

（平成 21） 

6月～ スキルアップセミナー（6.13、7.9）CPD 認定 

「木造住宅のバリアフリー改修と耐震補強」 

～高齢者と建物の健康のために住宅性能を考える～ 

東京･東中野 テラハウス内講義室 

11月 後援イベント「ケアを支えるデザイン展」 

主催：社団法人日本インテリアデザイナー協会 

記念出版『Rooms for Care』―からだとこころのケアデザイン入門書― 

2010年 

（平成 22） 

1月 「高住会とうかい」が活動開始 

6月～ スキルアップセミナー（6.12、6.25）CPD 認定 

「視覚障がいを中心にしたユニバーサルデザイン」 

東京･東中野 テラハウス内講義室、お茶の水井上眼科クリニック見学会 

9月 会報誌「住まいだより」第３０号の発行 

10月～ 協力セミナー「障害ってなに？ 理解し体験してみよう！」 

     ～障害があっても生活しやすい住環境を考えよう～（10.17、11.14） 

茨城県・土浦市 ／主催：福祉住環境コーディネーター協会  協力：高住会いばらき 

11月 6日 高齢社会の住まいをつくる会設立１０周年記念シンポジウム 

「新・バリアフリー宣言」住まいの力が支えるからだとこころ 

東京･渋谷 電力館８F ホール（９５名） 

2011年 

（平成 23） 

10月～ スキルアップセミナー（10.13、11.30，H24.1.31）CPD 認定 

「事例を通して在宅の認知症高齢者の生活環境を考える」 

「高齢者の転倒と安全な生活環境について考える」その１、その２ 

東京･東中野 テラハウス内講義室 

2012年 

（平成 24） 

2月 25日 公開建築茶論「Think of it before it’s too late!」 フィンランド・デンマーク シ

ニアの暮らし視察から 

 東京･東中野 テラハウス内講義室 



6月～ 参加型スキルアップセミナー（6.23、9.7、11.10，H25.1.19、3.9）CPD 認定 

「障害のある人の生活を知る」その１～その５ 

東京･東中野 テラハウス内講義室 

 10月～ 新・バリアフリー未来塾（10.20～H25.3.23）全６回 

東京･世田谷区ほか 

2013年 

（平成 25） 

6月～ 参加型スキルアップセミナー（6.8、9.28）CPD 認定 

「フィンランド・高齢者施設／サービスの今」 

『認知症の方の住まいの工夫』～事例を通して「住まいの力」を考える 

東京･東中野 テラハウス内講義室 

6月～ 新・バリアフリー未来塾（6.19、7.17、9.4、10.2～H26.3.5） 

中級コース（見学会３回） 

御茶の水井上眼科クリニック、東京羽田国際空港、共用品推進機構 

 10月 小冊子の企画/制作 

人生 90 年時代『住まいづくりの新ルール』―新・バリアフリー15ヶ条―  

2014年 

（平成 26） 

5月～ 新・バリアフリー未来塾（5.10、6.14、7.12、8.23、9.13） 

初級コース２期生（全５回） 

首都圏各所 

6月 7日 スキルアップセミナー CPD 認定  

『住まいづくりの新ルール』～住み手と考えるこれからの住宅～ 

東京･東中野 テラハウス内講義室 

11月 28日 公開建築茶論『北欧・イギリス見聞記』 ～住まい・福祉・医療施設～ 

東京･新宿 TOTO テクニカルセンター４階 多目的ホール 

2015年 

（平成 27） 

3月 14日 共催 タウンミーティング in かりや 

 「住まいづくりの新ルール」～あなたの家は大丈夫？ 

愛知県・刈谷市 ／共催：福祉住環境コーディネーター協会  協力：高住会とうかい 

6月 6日 新・バリアフリーセミナー 

 事例検証『葛西のいえ』から～新・バリアフリーセミナー in Tokyo 

東京･東中野 テラハウス内講義室 

12月 5日 スキルアップセミナー CPD 認定  

「音をデザインする」～サウンドクリエーター 武者 圭 氏を迎えて～ 

東京･東中野 テラハウス内講義室 

2016年 

（平成 28） 

2月 6日 共催 タウンミーティング in ひろしま 

 「住まいづくりの新ルール」～高低差のある敷地でも大丈夫～ 

広島県・広島市 ／共催：福祉住環境コーディネーター協会  協力：高住会ひろしま 

 6月 11日 スキルアップセミナー CPD 認定  

「住宅リフォーム向けのリバースモーゲージ」 

～暮らしによりそう高齢者向け返済特例制度を知ろう～ 

東京･東中野 テラハウス内講義室 

 7月 9日 第 17 回「住居の会奨励賞」授賞式 

 東京･日本女子大学住居学科同窓会 

 10月 小冊子の企画/制作 改訂版（第 2 版） 

人生 90 年時代『住まいづくりの新ルール』―新・バリアフリー15ヶ条―改訂版  

 10月～ スキルアップセミナー（10.15、11.16）CPD 認定 

「あかりをデザインする」 

～生活を心地よくする照明～住まいのあかりデザインの基礎知識～ 

  ～建築・インテリアを活かす照明～公共建築からヘルスケア環境まで～ 

東京･東中野 テラハウス内講義室 

 10月 29日 共催 タウンミーティング in きたあきた 

 「住まいづくりの新ルール」～次世代につなくあんしん住まい～ 

秋田県・北秋田市 ／共催：福祉住環境コーディネーター協会  協力：高住会あきた 

2017年 

（平成 29） 

11月 15日 スキルアップセミナー CPD 認定  

「居心地のいい空間と色彩環境」～豊かな生活の継続～ 

東京･東中野 テラハウス内講義室 



2018年 

（平成 30） 

3月 4日 共催 タウンミーティング in つくば 

 「住まいづくりの新ルール」～「転ばない」住まいを考える～ 

茨城県・つくば市／共催：福祉住環境コーディネーター協会  協力：高住会いばらき 

 12月 8日 共催 タウンミーティング in よこはま 

 「住まいづくりの新ルール」～「住み続けられる」住まいを事例から学ぶ～ 

神奈川県・横浜市／共催：福祉住環境コーディネーター協会  協力：高住会よこはま 

2019年 

（平成 31） 

2月 27日 スキルアップセミナー CPD 認定  

「暮らしに寄り添う住まいのデザインを考える」～北欧の事例から～ 

東京･東中野 テラハウス内講義室 

（令和元） 6月 15日 スキルアップセミナー CPD 認定 

「建築士の自宅リノベーション」～住み続けたい私たちの選択～ 

東京･東中野 テラハウス内講義室 

住宅見学会 （7.20、9.7） 

 茨城県取手市／神奈川県横浜市 

2020年 

（令和 2） 

1月 25日 スキルアップセミナー CPD 認定 

「住まいの寸法と福祉用具の進化」～建築と福祉の現場の声に学ぶ～ 

東京･東中野 テラハウス内講義室／後援：一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会 

 6月 ～ 

 

建築茶論 1 回～第 5 回（6/20、10/31、11/9、11/24、12/16）オンライン 

「高住会設立 20 周年記念企画」 

～多様なニーズに応えるアセスメント手法を語り合う～ 

「バリアフリー建築界のレジェンド対談～古瀬 敏 氏をお招きして～」 

「バリアフリーあるあるシリーズ」①～③ 

 9月 会報誌「住まいだより」５０記念号の発行 

2021年 

（令和 3） 

 建築茶論 第 6 回～第 7 回（1/27、3/13）オンライン 

「住まい手との対話の心得 10 ヶ条と設計提案の５つのポイント」 

「バリアフリーあるあるシリーズ」④ 

 2月 11日 高齢社会の住まいをつくる会設立２０周年記念シンポジウム CPD 認定 

「人生 100年時代、住まい手と共につくる家」丁寧な対話でリノベーション 

オンライン開催 

『住まい手との対話の心得 10ヶ条と設計提案の５つのポイント』の発表 

（ＷＥＢ公開版） 

 3月末日 会員数：正会員（個人）４９名、（法人）３団体、法人協賛会員２団体 

 


