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「カナダ木造福祉施設 視察研修ツアー2015」のご案内 
 

 

拝啓 陽春の候 ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて 2010年の「公共建築物等木材利用促進法」の施行以降、日本全国で木造建築が見直され、広がりをみせて

います。木造建築はコストや環境面において優位であるだけでなく、木が心身に良い作用を及ぼすことが認知され、

とりわけ高齢者施設や学校などへの採用が関心を集めています。 

木造先進国であるカナダでは、ホテルなどの商業施設や分譲マンション、病院や介護福祉施設など、様々な用途

の建物が木造で建設されています。私どもカナダ林産業審議会では、例年、木造の高齢者施設が多く存在するカ

ナダ・バンクーバー近郊への視察研修ツアーを開催しており、お陰さまで今年度も実施する運びとなりましたのでご

案内申し上げます。 

本研修では、専門機関の担当者を招いてカナダの医療・福祉制度、高齢者ケアの仕組みや高齢者住宅の現状な

どについて学び、建築に関する解説も織り交ぜながらさまざまなタイプの高齢者施設を見学します。バンクーバーに

本部をおく弊会ならではのネットワークを活かした質の高い視察研修ツアー、ほかにはない充実のプログラムをご用

意し、皆さまのご参加をお待ち申し上げます。ぜひこの機会にご参加ください。 

末筆ながら、皆さまの益々のご活躍をお祈り申し上げます。 

敬具  
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以 上  

「カナダ木造福祉施設 視察研修ツアー2015」概要 

渡航先 ：カナダ ＢＣ州  バンクーバー           

日 程 ：2015年 6月 14日（日）～ 6月 21日（日）8日間 

費 用 ：400,000円 税込 

対 象 ：福祉施設事業者・関係者【先着 20名】 

主  催 ：カナダ林産業審議会（COFI）SPFグループ   

TEL : 03-5401-0533  HP：www.cofi.or.jp 

事務局 ：株式会社 サンク TEL : 045-350-9767 
     〒224-0001横浜市都筑区中川 1-4-1ハウスクエア横浜４F 

後 援 ：カナダ大使館                     

■最少催行人数・・１０名   

■利用航空会社（予定）・・エア・カナダ または 日本航空 

■利用ホテル（予定）・・・ザ・サットン・プレイス・ホテル 

■上記「費用」に含まれるもの・・・国際線エコノミークラス往復航空運賃、燃油サーチャージ、国内空港旅客サービ

ス施設使用料、旅客保安サービス料、現地空港諸税、宿泊費（1名 1室利用時の室料、サービス料、インターネット接

続料、朝食、税金）、食事代 （昼・夕食）、現地移動費（空港送迎、視察先訪問）、通訳、資料代等 

■日本国内での移動費用（国内線往復航空運賃・出発空港までの地上交通費等）は上記「費用」に含まれません。 

■ビジネスクラスをご希望の方は別途往復４０万円（予定）にて手配いたします。なお、満席などの理由によりご希望 

に添えない場合がございます。 

■プログラム、募集要項は次頁以降をご参照ください。 

 

http://www.cofi.or.jp/
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※プログラムは諸事情により変更する場合がありますのでご了承ください。   

 

～ご参加者の声～ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募 集 要 項 

お申込み方法 
別紙のお申込書とパスポート（顔写真のページ）のコピーを事務局にＦＡＸしてください。折り返し事務局より

ご連絡いたします。【事務局：株式会社サンク ＦＡＸ番号：０４５－９１０－１８３１】 

お申込み締切 

２０１５年４月３０日（木） 【先着２０名様】 

※締切日前でも定員に達した時点で締め切りとなります。  

※締切日以降でも定員に空きがある場合にはお申込みを受け付けることがありますがお申し込み時期に 

よっては追加費用が発生することがあります。 

キャンセルの 

取扱い 

お申し込み後にキャンセルされる場合はお早めにご連絡ください。キャンセルの時期によってはキャンセル

料が発生する場合があります。 

日 程 「カナダ木造福祉施設 視察研修ツアー2015」 8日間プログラム（予定） 食 事 

6/14 

(日) 

1日目 
午後 成田空港集合  空路バンクーバーへ （日本航空 または エア・カナダ 夕刻出発便）         

                ----- 日付変更線通過 （所要時間 約9時間） -----   

同日午前中 バンクーバー到着、 市内観光の後、ホテルへ  

(夕)機内 

(昼)(夕) 

6/15 

(月) 

2日目 
◆歓迎の挨拶とCOFIの活動紹介 （カナダ林産業審議会 エグゼクティブ・ディレクター） 

◆カナダとＢＣ州の保健医療システムについての解説（ヘルスケア・マネージメント・コンサルタント） 

◆カナダＢＣ州における介護サービスシステムの解説（フレイザー地区保健局介護施設担当） 

www.fraserhealth.ca 

【視察】ニッケイ・ホーム日系人向け高齢者施設（バーナビー市内）www.nikkeiplace.org 

(朝)(昼)(夕) 

6/16 

(火) 

3日目 
【視察】キワナス・マナー高齢者施設（ウエスト・バンクーバー） 

【視察】イリム・ヴィレッジ高齢者施設（サーリー市） www.elimvillage.com  

【視察】クレイトン・ハイツ高齢者住宅（サーリー市） www.pinnaclecaregroup.com/clayton.html 

◆高齢者施設のデザインについての解説 

(朝)(昼)(夕) 

6/17 

(水) 

4日目 
バンクーバー・ハーバーから水上飛行機でビクトリアへ 

【視察】シャノンオーク・バプティスト高齢者施設 www.baptisthousing.org 

【視察】セルカーク・プレイス高齢者施設  

【視察】キャレイ・プレイス・バプティスト高齢者住宅 www.baptisthousing.org  

(朝)(昼)(夕) 

6/18 

(木) 

5日目 
◆カナダにおける高齢者住居の展望についての解説 （カナダ住宅金融公社 BC圏担当シニアリ

サーチコンサルタント） www.cmhc.ca 

【視察】ナース・ネクスト・ドア訪問介護サービス社への訪問  www.nursenextdoor.com 

【視察】キワナス・マナー高齢者施設の建設現場の見学（ウエスト・バンクーバー） 

【視察】 ノースショア・ホスピス（ノース・バンクーバー） www.northshorehospice.ca/ 

◎Wrap-up Dinner （お別れ夕食会） 

(朝)(昼)(夕) 

6/19 

(金) 
6日目 

◎終日 フリータイム 
(朝)  (夕) 

6/20 

(土) 

7日目 
午前中ホテルチェックアウト、バンクーバー国際空港へ   午後、空路 成田へ 

              ----- 日付変更線通過 （所要時間 約10時間） -----             

(朝) 

(夕) 機内 

6/21 

(日) 
8日目 

午後または夕刻  成田空港 第1 ターミナル到着  （通関後、解散）  
(昼) 機内 

医師として参加し、カナダの高齢化の現

状・将来に対する政府関係者の考えを学

べたのが良かったです。また、介護ケア

の質の違いや、建設のよしあしも含め、

色々見ることができて参考になりました。 
長野県 山田 様 （医療法人ゆりかご  

副理事長） 2011年参加 

主たる木材を国の資源とするカナダの住まい

や設備のあり方、我が国にはないスケールの

大きさに圧倒されました。また、ある訪問介護・

看護事業体の理念や事業展開には驚愕しまし

た。日程やサービスも大変良いと思います。 
青森県 中山 様 （社会福祉法人青森社会福

祉振興団 専務理事） 2013年参加 

極めて充実した研修プログラムで、短期間で

効率的にカナダの高齢者住宅事情・建築に

ついて学ぶことができ、また食事・ホテル・移

動などの配慮も素晴らしかった。視察先のひ

とつである訪問介護の企業は、優れたビジネ

スモデルを構築しており大変参考になった。 

  大分県 岡 様 （社会医療法人敬和会  

理事長） 2013年参加 

滞在ホテルが一箇所だったので、移動の

負担に悩まされることなく研修先でたっぷ

り時間をとれたことが良かったです。ま

た、同行スタッフの心遣いは大変こまやか

でした。 
山形県 安藤 様 （社会福祉法人たいよう

福祉会 理事長） 2010年参加  
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