生活環境・企画設計工房の組織概要
１、設立趣旨
元郵政省施設部で建築技術官（一級建築士）として働いていた
1999 年 10 月(４９歳)、私は脳内出血で倒れ一瞬にして左半身不随の
障害者となりました。幸い復職が出来て 2016 年 3 月 31 日で退職し、
４７年間の勤務を終えることが出来ました。障害者となった 16 年余りを
支えて下さった皆様への感謝の気持ちを、利用者（左半身不随者）で
あり作り手（一級建築士）となった体験から得たノウハウを、万が一の
ためや高齢化に備える健常者、お年寄りや障害者の皆様の生活改
善、企業や商店主の皆様への支援アイデアの提供など、私に出来る
「社会への経験と知識の還元」を行うことで活かしたいと思い、この
49 歳で障がい者
度、生活環境・企画設計工房を賛同者の力を借りて立ち上げました。
2016 年 4 月 1 日より、障害者と健常者が共生する社会の実現に向けて「障害者差別解消
法」が施行されました。更に 2021（令和 3）年に延期された東京オリンピック・パラリンピックの
開催に向けて、民間企業にも施設整備を含む生活環境全般に対する配慮がより求められます。
障害がある人にとって安全で安心な生活環境は、障害のない人にとっても喜ばれるものと
考えます。

２、設立年月日

２０１６（平成２８）年４月２０日

３、活動内容
（１）講師及びコンサル業務
・ユニバーサルデザイン、高齢者や障害者の方々のニーズ
に応える、商品開発・施設造り・接客などについて
・障害者差別解消法などのポイントや対応について
（２）新築やリニューアル工事の企画・設計・施工
・住宅、店舗、事務所、ホテル、旅館、病院など
（３）「美しく魅力的」な生活環境の提案
・福祉用具、ファッション、食品・食器など
（４）執筆
・マニュアル、体験談
（５）その他、ご希望の要件

報告書

講演会などでの講師

紫陽花

４、組織
（１）代表
森山 政与志 ・左半身不随の一級建築士
・埼玉県ユニバ―サルデザイン推進アドバイザ―
（２）副代表
黒須 美枝
・ア―トセラピスト

テラスの階段
リニュ―アル工事

より快適な人生は、衣食住などの生活環境の改善と共にメンタル面
のサポ―トが不可欠なことを体験から痛感しましたので、必要に応じた
専門家のアドバイスを得ることにしたいと思っています。

５、所在地
（１）住所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町 1-9-7
（２）ＴＥＬ・FAX 048-777-4990 携帯 090-7716-2099
（３）メ―ル moriyama420@saitama.email.ne.jp

執筆

代表プロフィール
（１）経歴
○1950年(S25年)

新潟県吉田町生まれ

○1969年(S44年)

18歳/郵政省東京郵政局建築部に入省

○1975年(S50年)

25歳/東海大学第二工学部（夜間部）卒

○1978年(S53年)

28歳/一級建築士免許取得

○1998年(H10年)

48歳/永年勤続30年表彰

●1999年(H11年)

脳内出血で倒れ左半身不随障害者（障害者手帳２級）

○2000年(H12年)

49歳/復職・障害者になった後の自動車免許取得

○2001年(H13年)～
2018年(H30年)現在

51歳～現在/ＪＦＭＡユニバーサルデザイン研究部会メンバー

○2001年(H13年)～
2002年(H14年)

51歳～52歳/「埼玉県ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ懇話会」委員

○2007年(H19年)～
2009年(H21年)

57歳～59歳/埼玉県上尾市「街づくり専門家」

○2009年(H21年)～
2014年(H26年)

59歳～64歳/新潟医療福祉大学 非常勤講師

○2008年(H20年)～
現在

58歳～現在/日本生活支援工学会 評議委員

○2011年(H23年)～
現在

60歳～現在/千葉県立保健医療大学 講師

○2011年(H23年)

60歳/日本義肢装具学会 ファッションショー出演

○2011年(H23年)

60歳/3月31日定年、日本郵政株式会社 （勤続42年）
引き続き、高齢再雇用社員として、再雇用

○2011年(H23年)～
○2013年(H25年)

60歳～/日本郵政株式会社（高齢再雇用社員）
63歳/生活支援工学概論（都市環境担当）執筆

○2014年(H26年)～
2017年（H29年）

64歳～67歳/聖学院大学 講師

○2014年(H26年)～
2017年（H29年）

64歳～67歳/埼玉県ユニバーサルデザイン推進アドバイザー

●2016年(H28年)

新潟医療福祉大学
ユニバーサルデザイン概論

千葉県立保健医療大学
障害者モデル

聖学院大学
福祉環境概論

65歳/3月31日退職、日本郵政株式会社（高齢再雇用社員）勤続47年

○2016年(H28年)

65歳/生活環境・企画設計工房設立

○2017年（H29年）～
2019年（H31年)

67歳～69歳/埼玉県ユニバーサルデザイン推進アドバイザー

●2017年（Ｈ29年）～
現在

67歳～現在/日本工業大学 講師

●2019年（H31年）～現
69歳～現在/埼玉県ユニバーサルデザイン推進アドバイザー
在
●2019年（令和元）～
現在

69歳～現在/帝京大学 講師

（２）主な執筆
○2000年（H12年）～
2002年(H14年）

「限りある人生をより快適に」闘病・復帰への記録

○2001年（H13）年

「日本のユニバーサルデザイン」日本文化・生活習慣に根付く作法・道具・人情

○2001年（H13）年

「ユニバーサルデザインを巡る十の対話

○2000年（H12年）～
2003年(H15年）

「一人のユーザーとして建築士として」/福祉と住まいの情報誌

○2012年（H23）年

「不自由になった左手を右手が守ってゆく」/福祉介護テクノプラス

○2013年（H24）年

「生活支援工学概論」都市環境担当
日本生活支援工学会・日本リハビリテーション工学協会【共編】

○2016年（H28）年

「インクル」左半身不随の一級建築士のなった私から見た、施設・モノ・サービス

●2018年（H30）年

「建築東京」 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 右手の杖は移動する手摺 私は想定外の未来に起つ

●2018年（H30）年

「建築東京」 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ そうなっても踏み出すチャレンジャーを一人でも増やす

（３）主な講演・セミナー
○1999年(H11年)

「やすらぎとストレスの共存」 十勝環境ラボラトリー

○1999年(H11年)

脳内出血で倒れ左半身不随障害者（障害者手帳２級）

○2001年(H13年)
○2001年(H13年)

「さいたたま新都心の街づくりとユニバーサルデザイン」/新潟大学工学部ＯＢ会
「バリアフリーからユニバーサルデザイン」/埼玉建築審査会・研修会

○2002年(H14年)

「健常者として街づくりに参画、障害者としてそこに建つ」/新潟大学工学部

○2002年(H14年)

「ユニバーサル社会の実現」/野田聖子衆議院議員主催勉強会

○2002年(H14年)

「左半身麻痺一級建築士・住宅改修の手法」/（有）リアライズ

○2005年(H17年)

「生まれ変わるなら生きてる内」/アートセラピーフォーラム

○2007年(H19年)

「気が付くと変らない自分がいた」/ お茶の水ＵＤ研究会

○2008年（H20年)

「経営にユニバーサルデザインを生かす」/（株）コマニー

○2008年(H20年)

「ユニバーサルデザインレビュー」/ＪＦＭＡ：（社）日本ＦＭ推進協会

○2012年(H24年)

「ユニバーサルデザインレビュー」/彩の国（埼玉県）人にやさしい建物づくり連絡協議会

○2012年(H24年)

「かっこよさへの挑戦」/快てき会勉強会

○2013年(H25年)

「私が獲得できた身体能力の実演と１３年間を語る」/ＪＦＭＡ：（社）日本ＦＭ推進協会

○2013年(H25年)
○2014年(H26年)

「ユニバーサルデザインと人々の暮らし」/法政大学
「自立障がい者ワーカー歴、１５年」/ＪＦＭＡ：（社）団法人日本ＦＭ推進協会

○2014年(H26年)
○2014年(H26年)

「当事者（障がい者ワーカー）となって15年」/ＪＦＭＡ：ユーザー懇談会
「彩のユニバーサルデザイン」/埼玉県文化振興課

○2014年(H26年)
○2014年(H26年)

「障がいを一つの個性として生きて行く」/彩の国（埼玉県）いきがい大学東松山学園
「障がいを一つの個性として生きて行く」/彩の国（埼玉県）いきがい大学伊奈学園

○2014年(H26年)

「将来の蕨をデザインしよう」/蕨市立北小学校

○2014年(H26年)

「第一回 埼玉会館サイン改修に向けたワークショップ」/さいたま会館ワークショップ

○2015年(H27年)

「ダイバーシティを自立障がい者ワーカーの立場で考える」/ＪＦＭＡ：ユーザー懇談会

○2015年(H27年)

「色を味方につける」/社会福祉法人夢のみずうみ村

○2015年(H27年)

「郵便局のユニバーサルデザイン」/日本郵便株式会社長期マネジメント研修

○2015年(H27年)

「身近なユニバーサルデザイン」/彩の国（埼玉県）いきがい大学伊奈学園

○2015年(H27年)

「Ｕユニバーサルデザインを意識した指導や環境の充実」/北本市立西中学校

○2016年（H28年）
○2016年（H28年）

「ユーザーと一級建築士の視点で考えるＵＤと障害者差別解消法」/ＷＦＭ
「郵便局店舗の設計」/日本郵政（株）不動産部門新入社員研修

○2016年（H28年）
○2016年（H28年）

「障害者差別解消への対応とポイント」/さいたま商工会議所・サービス業部会
「郵政建築の近年のあゆみ」/日本郵政（株）不動産部門新入社員研修

○2016年（H28年）
○2016年（H28年）

「より多くの人が暮らしやすい社会づくり」/彩の国 生きがい大学川越学園
「左半身不随の私と理学・作業療法士」/千葉保健医療大学

○2016年（H28年）

「６５歳、新たなスタートを切る」/快てき会

○2016年（H28年）

「左半身不随の一級建築士、６５歳、新たなスタートを切る」/三水会

○2016年（H28年）

「左半身不随の一級建築士の視点から考える
ユニバーサルデザイン」/さいたま市職員研修

○2016年（H28年）

「福祉環境論」/聖学院大学

○2016年（H28年）
○2017年（H29年）6月

「生活学科、まちづくり講演」/春日部市庄和地区市民大学
「左半身不随の私と理学・作業療法士」/千葉保健医療大学

○2017年（H29年）7月

「高齢者・障害者の生活と空間」/日本工業大学

○2017年（H29年）7月

地域活動に参考になるユニバーサルデザインの
考え方と活かし方/彩の国 生きがい大学和光学園

○2018年（H30年）２月

地域活動に参考になるユニバーサルデザインの
考え方と活かし方/彩の国 生きがい大学東松山嵐山大学

○2018年（H30年）４月

JFMA-UD研究部会連続レクチャー 第一回
まっ平らで何の障害も無かったら、今の自分は無い

○2018年（H30年）５月 日本郵政（株）新人研修 「郵政建築、近代の歩み」

さいたま市職員研修

○2018年（H30年）６月

JFMA-UD研究部会連続レクチャー 第二回
復職・定年・高齢再雇用社員・そして退職（勤続47年）

○2018年（H30年）６月

JFMA-UD研究部会連続レクチャー 第三回
輝ける未来は過去をも変える（ｂｙ X Ｊａｐａｎ YOSHIKI）

○2018年（H30年）６月

千葉県立保健医療大学：リハビリテーション学科理学療法学専攻３年生
左半身不随の私と理学・作業療法士

○2018年（H30年）11月

JFMA ユーザー懇談会 体験からのユニバーサルデザイン
右手の杖は移動する手摺 想定外の未来に起つ

○2019年（令元）５月
○2019年（令元）６月

日本郵政（株）新人研修 「郵政建築、近代の歩み」
人間総合科学大学：義肢装具モデルー１

○2019年（令元）６月

人間総合科学大学：義肢装具モデルー２

○2019年（令元）６月

千葉県立保健医療大学：リハビリテーション学科理学療法学専攻３年生
左半身不随の私と理学・作業療法士

○2019年（令元）７月

人間総合科学大学：義肢装具モデルー３

○2019年（令元）１０月 帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科 「生きる力とＵＤ（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ）」
●2020年（令２）１月
ピクトグラムについて/彩の国 生きがい大学伊奈学園
●2020年（令２）10月
●2020年（令２）9月
●2020年（令２）10月
●2020年（令２）11月
●2020年（令２）12月
●2021年（令３）1月
●2021年（令３）2月

【Ｚｏｏｍ】帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科 「生きる力とＵＤ（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ）」
第一夜
第二夜

【Ｚｏｏｍ】ＵＤナイトトーク
＊ＪＦＭＡﾕﾆﾊﾞｲｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 第三夜
研究部会＊生活環境・企画 第四夜
設計工房・共催
第五夜
第六夜

馬鹿言ってんじゃねえ、まだ始まってもいねえ
どうしたら一人でも増やせるのだろうか・・・？
輝ける未来は過去をも変える
リモートワークを体験して
今じゃ、笑える話さ
コロナ禍に生きる次世代と考えるUD

（４） 工事実績
○1978年(S53年)

駒沢郵政宿舎/東京都

○1988年(S63年)
○1988年(S63年)

白保（しらほ）郵便局/沖縄県石垣市
開南（かいなん）郵便局/沖縄県那覇市

○1988年(S63年)
○1989年(H 1年)

越来（ごえく）郵便局/沖縄県沖縄市
ポスタルショップ日本橋/東京都

○1990年(H 2年)

元浅草（もとあさくさ)郵便局/東京都

○1990年(H 2年)
○1991年(H 3年)

調布富士見町郵政宿舎/東京都
光が丘郵便局/東京都

○1993年(H 5年)
○1993年(H 5年)

城端（じょうはな）郵便局/富山県城端町
越中八尾（えっちゅうやつお）郵便局/富山県越中八尾町

○1993年(H 5年)
○１９９5年(H 7年)

メルパルク金沢リニューアル/石川県金沢市
宮前郵便局/神奈川県

○1995年(H 7年)
○1995年(H 7年)

司法研修所内郵便局/埼玉県
メルパルク横浜リニューアル/神奈川県

○1996年(H 8年) ～
2000年(H12年)

さいたま新都心街づくり＋ラフレ埼玉/埼玉県

○1999年(H11年)
○2005年(H17年)

脳内出血で倒れ左半身不随障害者（障害者手帳２級）

○2007年(H19年)
○2009年(H21年)

Ｓ邸 リニューアル/埼玉県
西新橋郵便局/東京都

○2010年(H22年)

北上尾郵便局/埼玉県

○2010年(H22年)
○2010年(H22年)

日本橋南郵便局/東京都
東京逓信病院人間ドック リニューアル/東京都

○2011年(H23年)
○2011年(H23年)

飯田橋（仮局）郵便局/東京都
横浜逓信病院人間ドック リニューアル/神奈川県

○20１1年(H23年)
○20１5年(H27年)

東京ドームシティ郵便局/東京都
佐藤大宮法律事務所新装/埼玉県

○20１5年(H27年)
●20１9年(H30年)

自宅リニューアル/埼玉県
アートセラピストアカデミー（有）リニューアル/埼玉県

駒沢郵政宿舎

ラフレ埼玉

Ｋ邸 リニューアル/埼玉県

北上尾郵便局

自宅浴室リニューアル

