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「地域と共生する介護・医療建築」
（最近の事例報告）

① 帯迫 多機能ホーム
② 大明ヶ丘 多機能ホーム

③ 榛名荘病院新病棟
④ 榛名ケアセンター

平成18年4月21日

cosmo plan

コスモプラン㈱　一級建築士事務所

代表取締役 水野直樹
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① 帯迫 多機能ホーム

CP：341ptその他

一括借り上げ事業形態

医療法人事業主体

530㎡（160坪）、木造平屋建規模・構造

グループホーム（2U）+認知症デイサービス（10人）用 途

平成18年2月完成年月

鹿児島市吉野町（帯迫）建築場所

001 帯迫 概要

001



有床診療所 介護事業所

GH

NH

GH+DS

GH+SS+DS GH ：グループホーム
DS : デイサービス
SS ： ショートステイ
NH ： 老人保健施設

① 帯迫 多機能ホーム

② 大明丘 多機能ホーム

GH

002 帯迫 地図

002

GH



① 帯迫 多機能ホーム

003 帯迫 平面図

003



① 帯迫 多機能ホーム

004 帯迫 写真-1

004



① 帯迫 多機能ホーム

005 帯迫 写真-2
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② 大明ヶ丘 多機能ホーム

CP：352ptその他

一括借り上げ事業形態

医療法人事業主体

695㎡（210坪）、木造平屋建規模・構造

グループホーム（2U）+（小規模多機能）用 途

平成18年3月完成年月

鹿児島市吉野町（大明ヶ丘）建築場所

006 大明 概要
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② 大明ヶ丘 多機能ホーム

007 大明 配置図
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グループホーム

グループホーム

② 大明ヶ丘 多機能ホーム

小規模多機能

008 大明 平面図
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② 大明ヶ丘 多機能ホーム

009 大明 写真-1
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② 大明ヶ丘 多機能ホーム

010 大明 写真-2
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② 大明ヶ丘 多機能ホーム

011 大明 写真-3

011



② 大明ヶ丘 多機能ホーム

012 大明 写真-4
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② 大明ヶ丘 多機能ホーム

013 大明 写真-5
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② 大明ヶ丘 多機能ホーム

014 大明 写真-6
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③ 榛名荘病院中央病棟

既存病床の敷地内移転改築その他

事業形態

財団法人事業主体

5,800㎡（1,755坪）、鉄骨造地上6階建規模・構造

病棟（111床）用 途

平成18年4月完成年月

群馬県群馬郡榛名町建築場所

015榛 名荘病院 概要

015



GH+DS+SS

NH

GH ：グループホーム
DS : デイサービス
SS ： ショートステイ
NH ： 老人保健施設

介護事業所

③ 榛名荘病院

有床診療所

クリニック等（計画中）

NH

④ 榛名ケアセンター

榛名地区
榛名地区

高崎地区
高崎地区

016 榛名 地図

016



③ 榛名荘病院中央病棟

017 榛名 案内図
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018 榛名 沿革
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019 榛名 医療体制
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新病棟敷地内移転改築（今回）

020 榛名 事業形態-1

020



(仮称）榛名ケアセンター

021

020榛名事業形態-1020榛名事業形態-1

021 榛名 将来体制



③ 榛名荘病院中央病棟022

022 榛名 写真-1



③ 榛名荘病院中央病棟023

020榛名事業形態-1020榛名事業形態-1

023 榛名 写真-2



高崎分院（脊椎脊髄センター）

024

020榛名事業形態-1

024 榛名 写真-3



③ 榛名荘病院中央病棟

025

025 榛名 外部動線



③ 榛名荘病院中央病棟026

020榛名事業形態-1

020榛名事業形態-1

026 榛名 各階動線



③ 榛名荘病院中央病棟027

020榛名事業形態-1

027 榛名 垂直動線



③ 榛名荘病院中央病棟028

020榛名事業形態-1

028 榛名 平面図



③ 榛名荘病院中央病棟029

020榛名事業形態-1

029 榛名 イラスト



③ 榛名荘病院中央病棟030

020榛名事業形態-1030 榛名 マスタープラン



④ 榛名ケアセンター

CP:325pt～380pt

用途変更（コンバージョン）その他

所有事業形態

MS法人事業主体

約1,000㎡（303坪）、鉄骨2階建規模・構造

グループホーム（1U）+デイサービス（15人）+ショート（5室）+
高齢者賃貸住宅（8室）+介護事業所+レストラン他

用 途

平成18年9月（予定）完成年月

群馬県群馬郡榛名町建築場所

031

020榛名事業形態-1

031 榛名ケアセンター 概要



④ 榛名ケアセンター032

020榛名事業形態-1

032 榛名ケアセンター 写真-1



④ 榛名ケアセンター033

020榛名事業形態-1

033 榛名ケアセンター 軸



④ 榛名ケアセンター034

020榛名事業形態-1034 榛名ケアセンター パース



①慣れ親しんだ地域での生活の継続

（デイサービス、リハビリ等）

・残存能力の活性化
・継続性の維持

035 榛名ケアセンター ダイアグラム

（介護ステーション、配食サービス等）

・在宅介護支援
・高齢者の見守り

・小規模単位による生活
・一時的な介護

（地域との連携）

・教育機関との介護教室の実施
・保育所との連携
・近隣商業の活性化

②市街地の活性化及び雇用の創出

介護予算の軽減へ寄与

地域の自立へ貢献

＊ 既存建物の再利用（コンバージョン）による環境への負荷軽減

（グループホーム、ショートステイ）

035

020榛名事業形態-1

（仮称）榛名ケアセンター計画の位置づけ



本計画は榛名町の中心市街地に現存した店舗を介護を中心とした多機能施設
にコンバージョン（建物の用途変更）をすることで、介護予防・地域福祉及び
市街地活性化に寄与することを目的とする。

他の多くの地方都市において近年問題になっている中心市街地の衰退が榛名
町にも見られる。中心市街地の商業活動は自動車依存社会の浸透によってバイ
パス沿いの大規模店舗に顧客を奪われ、スプロール現象が見られる。旧市街地
においては駐車場の確保の問題、経営者の後継問題、消費者ニーズの変化への
対応の不備等が考えられる。
最近では、大規模店舗自身も存続の問題が発生し退店する現象も起きている。

本計画は、地域で既に医療・介護活動を長年に渡って行っている（財）榛名
荘が中心となって中心市街地に立地していた店舗を再活用する。建物は解体せ
ずに再利用することで環境への負荷を軽減する。

新しい事業として
①入所施設として グループホーム 1ユニット、ショートステイ 5室。

②通所施設として 、デイサービスセンター・リハビリセンター等。

③サービス利用として、介護ステーション・配食センター等。
④地域との連携として、介護教室・保育園との連携・近隣商業の活性化。
の大きく4種類の機能を持つ中規模多機能施設を創設・運営を行う。

036 榛名ケアセンター コンセプト-1

④ 榛名ケアセンター036

020榛名事業形態-1

（仮称）榛名ケアセンター計画



当該施設で展開される複数の事業を中心にして、少しずつ人々が集い始める。
計画地の約300ｍ西側にある町所有の大規模な空地を、当該施設の利用者及び
地域住民が積極的に利用する。高齢者の園芸療法を兼ねて菜園や花畑に利用し
たり、高齢者の屋外活動の拠点とし地域住民と共に活用する。このことは多様
な地域交流の場になる。約100ｍ東側にある榛名高校の生徒は受験勉強も勿論
大切な本分ではあるが、本事業を身近に見ることで自分の生まれ育った地域に
更なる愛着が湧き、地域の将来や家族について更に深く考える良い機会になる。
また、近隣にある保育園や地域の小・中学校との連携を通して世代間ノーマラ
イゼーションも推進する。これらのことは、中心市街地に立地する利点を生か
して実践される。

更に、ここで生産された物は店舗で販売も可能で、高齢者の社会参加の継続
および活躍の場の創出により「高齢者の社会貢献」を促す。また主婦層が関連するこ
とで、日常生活用品・食料品等の需要が生まれる。これらの取り組みが周辺の商店
街にも波及し序々に地域経済活動が活性化すると想定される。

④ 榛名ケアセンター037

020榛名事業形態-1

037 榛名ケアセンター コンセプト-2



④ 榛名ケアセンター

グループホーム

厨房・レストラン

デイサービス
（小規模多機能）

ショートステイ
(小規模多機能）

介護予防事業

038

020榛名事業形態-1038 榛名ケアセンター 1階平面図



④ 榛名ケアセンター

高齢者賃貸住宅

介護事業所

039

020榛名事業形態-1

039 榛名ケアセンター 2階平面図



ありがとうございました
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