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排尿前後のお知らせ＆排尿リズム
の見える化で個別排泄ケアを強力
サポート（オープン価格）

トリプル・ダブリュー・ジャパン（株）
（0120-922-959）

排泄予測デバイス
「DFree Professional

（ディー・フリー・プロフェッショナル）」

068

フチモレ・横モレ０（ゼロ）を実現す
るオムツ（長時間用）（オープン価格）

プラス（株）ジョインテックスカンパニー
（03-6205-8986）

フリーネ
尿とじこめパッド長時間用

069

フチモレ・横モレ０（ゼロ）を実現す
るオムツ（夜用）（オープン価格）

プラス（株）ジョインテックスカンパニー
（03-6205-8986）

フリーネ
尿とじこめパッド夜用

070

様々な厚みのテーブル・机に簡単に
取り付け可能な姿勢保持用肘置台
（1万4千円～）

澄建設（有）
（048-482-5472）

姿勢保持用肘置台　
SUNSUMI（サンスミ）

090

片麻痺の方向けの歯磨き左右兼用
生活用具（1,800円）

福祉用具機器研究開発の会
（046-285-0509）

パラリンコップ

089

お粥やとろみ食を上手にすくって食
べられるスプーン（278円）

プロンプター甲斐（有）
（0229-26-2958）

ADL向上  自助具  スプーン
　（お粥  スプーン）

99

手持ちの愛用ネクタイを簡単にワン
タッチネクタイに（1,000円）

タイアップのアオキ
（090-7475-1010）

ワンタッチネクタイ止め具
「タイアップ」

100

片麻痺の方や指・腕が動きにくい方
も片手で装着できるネクタイ
（2,890円～）

アソシエCHACO
（044-900-8844）

らくらくKAWASAKIネクタイ

101

ボタンをはずすと一枚布状になる寝
たままでも着脱可能なベスト＆ひざ
掛け（19,600円～）

アソシエCHACO
（044-900-8844）

らくらくベスト＆ひざ掛け

102

指や肩が動かしにくい方でも羽織るだ
けの着やすいボレロタイプ。マグネッ
トボタンで、らくらく開閉。（8,980円）

アソシエCHACO
（044-900-8844）

着やすいボレロ

103

前後どちらでも履け、横モレにも強い
かんたん装着大人用紙パンツ
（オープン価格）

（株）光洋-ディスパース
（045-781-1870）

ディスパース  オンリーワン
幅広テープ

071

ズボンにしみない、目立たない男性
用軟失禁パッド（オープン価格）

ユニ・チャーム（株）
（03-6722-1015）

ライフリー  さわやかパッド
男性用

077

スルッとはけてピタッとフィットする
うす型軽快パンツ（オープン価格）

ユニ・チャーム（株）
（03-6722-1015）

ライフリー
うす型軽快パンツ

080

新感覚！布下着みたいな紙パンツ
（オープン価格）

大王製紙（株）
（03-6856-7593）

アテントスポーツパンツ

078

モレにくさと当てやすさに工夫した
テープ型紙おむつ（オープン価格）

（株）光洋-ディスパース
（045-781-1870）

ディスパース
オンリーワンパンツ
前後フリー

072

脚まわりが細い方の股モレも安心。
脚まわりにフィットするテープ式タイ
プの紙おむつ（オープン価格）

花王（株）
（0120-062-110）

リリーフ
股モレ安心テープ式

073

昼間はパンツ、夜間はテープ式おむつと
して１枚で対応できる2WAYタイプの紙
製パンツタイプおむつ（オープン価格）

花王（株）
（0120-062-110）

リリーフ
テープ式にもなるパンツ

074

スリム吸収対・柔らか超うす素材でま
るで下着のような履き心地の紙製パ
ンツ（オープン価格）

花王（株）
（0120-062-110）

リリーフ
超うす型パンツ
まるで下着2回分

079

横漏れし難く・洗濯後の乾燥が早い
軟失禁下着（2,000円～）

帝人フロンティア（株）
（03-6402-7010）

軽失禁下着 ウェルドライ®

076

布製ホルダーと紙パッドを組み合わ
せた股がゴワゴワしにくい布パンツ
（3,300円）

ニシキ（株）
（092-273-1808）

オープンスタイル

075

必要な時に設置でき、排泄時の安定
した前屈姿勢に最適な座位姿勢が保
てる姿勢補助手すり（60,000円）

イデアライフケア（株）
（0266-24-3377）

姿勢補助手すり  楽助さん

066

工事不要。排便時の転倒防止ができ
る姿勢保持補助具（91,800円）

（株）サンライテック
（ライオン事務器お客様相談室：
0120-074-416）

姿勢保持補助具
＜すっきりアーム＞

067

介護ロボット（排泄支援）水洗ポータ
ブルトイレ（価格要問合せ）

アロン化成（株）
（0120-86-7735）

水洗ポータブルトイレ
キューレット

082

コンパクトで機能が充実したモ
ジュール型ポータブルトイレ
（23,500円～）

アロン化成（株）
（0120-86-7735）

ポータブルトイレFX-CP
“ちびくまくん”

083

理想的な排泄姿勢へ導き尿こぼれを
防ぐポータブルトイレ
（31,000円～）

アロン化成（株）
（0120-86-7735）

ポータブルトイレジャスピタ

084

簡単装着で安心！おむつに貼るヒッ
ププロテクター（オープン価格）

（株）光洋-ディスパース
（045-781-1870）

オンリーワンパンツにはるだけ
ほねガード

081

ポリ袋に練りこまれた消臭成分が
98％以上の臭いをカットするおむつ
処理袋（オープン価格）

（株）マルアイ
（055-272-1114）

消臭袋
大人の紙おむつ用BOX

085

素早く、ウイルスや細菌の除去を可能にした、
二酸化塩素配合の処理剤です（2,500円
（ボトル単価）/300円（アルミパック単価））

（株）環境衛生
（03-6268-9407）

嘔吐物・汚物スピード処理剤
「オブツポイポイ」

086

化学の力でノロウィルス等の病原体
の接触感染を予防するテーブルカ
バーフィルム（10,000円／枚～）

パナック（株）
（03-5442-8782）

VIRtechテーブルカバー
フィルム（透明/単色/木目）

087

化学の力でノロウィルス等の病原体
の接触感染を予防する手すりカバー
フィルム（2,000円／m～）

パナック（株）
（03-5442-8782）

VIRtech手すりカバー
フィルム（透明/単色/木目）

088

ボトルタイプ 250ｇ アルミパック 30ｇ

オストメイトの排泄処理等、排泄ケアがしや
すい温水洗浄前広便座（11万円～）

さつき株式会社
（06-6252-4751）

前広便座
「ＺＡ ＦＲＥＥ」

065

快適な姿勢保持が可能な、移動性、
移乗性、安全性に優れた多機能椅子
（手動）（170,000円～）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

ワーキングチェア ユニ21
（手動）

093

移動性に優れ、作業にあわせて座面
高が電動で昇降する高級椅子（電動）
（327,800円～）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

ワーキングチェア ユニ21EL
（電動）

094

床ずれ予防効果の姿勢保持を優先し
た空気室構造のクッション
（4万7千円）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

ロホ・クァドトロセレクト

091

座位能力が著しく低下した方でもリラック
スした姿勢で座ることが出来る、ウレタン製
室内座位保持装置（6万6千円～9万6千円）

（株）シーズ
（0957-22-6350）

クッションチェア・エアー

092

部屋側・廊下側のどちらから押しても
開く両折れ戸。省スペースで大きな開
口を実現（22万円～）

（株）ノダ
（03-5687-6236）

ユニバーサルデザインドア
ケアシスト

095

はさみ部分の360度回転により手首
をひねらず拾う・掴むができるリー
チャー（3,800円）

（株）インタージェット
（06-6393-3622）

楽らくハンド  ロングタイプ・
ショートタイプ・ミニタイプ

097

軽い力で動作する片手で洗濯物が挟
める洗濯ばさみ（571円～）

Image Craft（株）
（0574-42-6016）

ありがとうシリーズ

98

表面に滑りにくい塗装を施し、快適
な歩行に配慮した日本転倒予防学会
推奨の木質床材（15,540円／㎡）

（株）ノダ
（03-5687-6236）

衝撃吸収フロア  ネクシオ

096

前広便座「ＺＡ ＦＲＥＥ」を設置している中
原区役所の総務課 小路谷（こうじたに）さん
にお話をお聞きしました。

Ｑ１． 中原区役所に前広便座を設置した経緯
を教えてください。
一般社団法人 バリアフリー推進協会様か
ら「施設のトイレを利用する健常者や排泄
障害者の方へ、快適な排泄環境を提供した
い。」という趣旨のもと、前広便座の寄付の
お話があって、庁内で設置の募集があった
ので、設置を希望しました。
Q２. 設置場所を教えてください。
区役所本館西側３階の男子トイレと女子ト
イレに１台ずつ設置しています。
Q３． 設置を希望した理由を教えてください。
前広便座では、オストメイト（※大腸がん手
術等により人工肛門や人工膀胱を持つ人）
の方が座ってパウチ処理ができるので、足
腰への負担や衣服などが汚れてしまうリス
クの軽減に繋がります。オストメイトの方の
なかには、トイレが原因で外出しにくい方
もいらっしゃるというお話を聞くこともあ

るので、そういった方で
も安心して区役所に来
庁いただけるように設
置を希望しました。
Q４. 設置して良かった点を教えてください。
前広便座は、高齢者や障害のある方でも安
心して使用できるように深く腰掛けられる
工夫がされており、オストメイトの方以外の
来庁者でも使用できることも良い点だと思
います。区役所の職員も使用することがあり
ますが、「最初は今までにない便座だったの
で少し驚きましたが、使用しているうちにす
ぐ慣れました。」との声もありました。
Q５. 前広便座について御意見等があれば教
えてください。
中原区役所以外でも前広便座を設置されて
いる川崎市内の介護・福祉施設があって、
「様々な介護場面で利用されている。」との
お話をお聞きしました。色々な施設やご家
庭で設置が増えると良いと思います。

Q6. 最後に一言お願いします。
今後とも利用しやすい庁舎づくりに取り組
んでまいります。

オストメイトの方にも安心して
区役所に来庁していただきたいです。

特 集

排泄

中原区役所
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工事不要。接地場所に合わせて組み
立てられるタイル型スロープ（タイル
1枚あたり800円～2,600円）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

ブロックビルド

114

ハンドル裏側にアクセルリングを取
り付けた自動車運転補助装置
（32万円～）

Guidosimplex Japan
（042-718-5935）

Guidosimplex/916R Ghost
（ゴースト）エレクトロニックアクセル
リング ＆ 907ブレーキレバー

105

ハンドル手前にアクセルリングを取
り付けた自動車運転補助装置
（32万円～）

Guidosimplex Japan
（042-718-5935）

Guidosimplex/906V プッシュ式
エレクトロニックアクセルリング ＆

ブレーキレバー

106

アクセルリング横にレバー式のブレーキ
を取り付ける子どで両手での運転操作
を可能にする手動装置（30万5千円～）

（合）東洋モータース
（044-588-1234）

アクセル／ブレーキ、スマート
手動装置  ガスリングK4、K5 ＆

ブレーキレバー

下肢障害者のドライバー自身で簡単
に着脱できる携行型着脱式手動運
転補助装置（18万2千円）

（株）今野製作所
（03-3890-3406）

携帯型着脱式手動運転装置
SWORD（ソード）

108107

軽くて丈夫　車椅子用折り畳み式ス
ロープ（9万8千円）

（株）ミスギ
（044-431-1134）

FREE-SLOPE
（フリースロープ）

111

簡単に高さ調整可能な段差解消ス
ロープ（3,500円）

（株）ミスギ
（044-431-1134）

安心スロープ

112

置くだけ簡単！車椅子用アルミス
ロープ（7万円～）

（株）ミスギ
（044-431-1134）

車椅子用  アルミスロープ

113

運転席、助手席、セカンドシートに取
り付け可能な後付け式昇降式回転
シート（45万円～）

（合）東洋モータース
（044-588-1234）

自動車汎用回転シート
システム  ターニーエヴォⅡ

109

設置位置を仕様に合わせて自由に選
択出来る車椅子収納リフト
（25万円～）

（合）東洋モータース
（044-588-1234）

車椅子収納システム
カロリフト40／90／6900

シリーズ

110

脱着簡単。足が不自由な方がお好きな車を
すぐに運転できる手動式アクセルブレーキ
（手動運転装置）（10万円：税別）

（株）ニコ・ドライブ
（044-712-7025）

nikodrive
ハンドコントロール

104

川崎市のウェルフェアイノベーションの
取組を伝える     つのムービー

「外出をもっともっとスムーズに楽しむ
可能性が広がるまち」

次世代型モビリティとUD（ユニバーサルデザイン）タクシー
を組合せたサービスをカッコよく活用していくことで、足腰が
弱くなったとしても、「外出をもっともっとスムーズに楽しむ
可能性が広がるまち」としての日常生活をイメージして作成
しました！！

「モノの受け手を作り手に転換する」
川崎市では、3Dプリンタを使用して障害のある方の生活を支援する
自助具づくりにチャレンジしています。そのなかで障害当事者や作業
療法士などの支援者とともに実施したワークショップにおける実践
課程と将来展望を「モノの受け手を作り手に転換する」意味を込めて
制作しました！！

「多様な人が混ざり合いながら、自ら望む場で
安心して暮らし続けることのできる地域へ」

団塊の世代が75歳に到達する2025年に向けて、地域包括
ケアシステムの構築が求められており、川崎市では「誰もが
住み慣れた地域や自ら望む場で安心して暮らし続けることの
できる地域の実現」を目指して取組を続けています。これは、
2025年の地域社会像を具体的にイメージした動画です。

「混ざり合い、支えあい、活躍する」 
2025年の将来像

川崎市では「Colors, Future! いろいろって未来」と多彩な魅力と都市の将来像を
ブランドメッセージとして策定し、この映像を通して、人・まち・モノに多彩な魅力があふれ、

 

が現実化していくことに一歩ずつ歩みを進めていきたいと考えています。

「テクノロジーを活用することが、楽しく誇らしい
働き方やより過ごしやすい社会に結びつく」

「テクノロジー」を活用することが、「高齢者や障害のある方が今よりも
過ごしやすい社会」、「より楽しく誇らしく働くことができる介護・福祉
現場」という新たなライフスタイルやワークスタイルを創造すること
に繋がるという思いを込めて、この動画を作成しました！！

   44
持ち運べる！簡単に着脱できる！
運転補助装置「ハンドコントロール」は
私の世界観を変えてくれました。

特 集

運転

ハンドコントロールでクルマを運転する生活
について、ユーザーの室住（むろずみ）さんと
（株）ニコ・ドライブの東方（とうほう）さんに
お話をお聞きました。

Ｑ１. 室住さんは自動車の運転を始められて
どれくらい経ちますか？
室住さん：19歳で免許を取得したので50年
くらい運転しています。当時の川崎も道路は
舗装されていましたが、初めての運転では近
所の駄菓子屋まで通うのが精一杯でした。ど
んどん先に先にと行けるようになりましたね。
Ｑ２. ハンドコントロールとの出会いを教え
てください。
室住さん：川崎市で開催されたアンプティ
サッカー大会会場の展示がきっかけでした
ね。とてもシンプルな装置だったので、第一印
象は「これで良いの？」と。しかし取り外しが
出来てどこへでも持って行けるので「これはレ
ンタカーに使えるな」と心惹かれました。
Q3. ハンドコントロールは簡単に取り付け
取り外しができる装置との事ですが、操作性
に違和感はありませんでした？
室住さん：後日オフィスに伺い、ハンドコント
ロール体験運転を実施して頂きました。外周
を2周する頃には慣れましたね。ブレーキの
効き方とアクセルの感覚がつかめてしまえば

問題ありません。
東方さん：体験運転では、私が助手席から操
作のアドバイスをさせてもらうのですが、すぐ
に「もう操作には慣れました」と仰っていただ
くケースが多いですね。
Ｑ４. 自動車への取り付けについてはいかが
ですか？
室住さん：5分くらいで簡単で取り付けでき、
外れることもないので安心です。
東方さん：ペダルへの装着方法にダブル
ナット構造を採用しており、緩み止めも万全
ですよ。
Q5. 室住さんは自動車の運転がお好きなん
ですか？
室住さん：はい。先日電気自動車の3日間試
乗モニターというのがありまして、これはハ
ンドコントロールで運転しようと迷わず申し
込みました。今までは新車が発表されても試
乗というのはできなかったんですね。ずっと
色々な車を試乗してみたくて。これもハンド
コントロールでできるようになった事の一つ
ですね。
Q6. 室住さんにとって車に乗るという事は
どういう事ですか？
室住さん：爆発的に自分の世界観を変える
事です。車に乗る事を通じて、色々なものに
接する機会が増え、見える世界観が桁違いに
変わります。何より、自分の意思で行きたい
ところに行けるというのが一番大きいです。
福祉車両タクシーや手動装置付きレンタ
カーの配備数も少ないため、下肢障害がある
方にとって「外出」のハードルは非常に高い。

自分の都合ではなかなか外出ができません
からね。
Q7. 車に乗る生活は、どのように価値観を変
えていきますか？
室住さん：今まで介助や介護をされる側
だった方が、自分で運転をして、他の人を車に
乗せてどこかへ連れて行ってあげられるとい
うのは、世界観が180度変わると思います。
人の役に立っているんだと生きて行く上です
ごく自信になると思います。自分が行きたい
時に行きたいところへ出かけられるのは幸
せですね。
東方さん：ハンドコントロールは、ただの運
転補助装置ではなく、ひとりひとりの人生、
世界を広げるためのツールだと私どもは考え
ております。ハンドコントロールで多くの方
に移動の自由を叶えて頂きたいですね。



蛇腹構造により、常に着地面に接地
し吸着力に優れた杖の先ゴム
（3,200円）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

フレキシフット

126

シンプルで安全安心な歩行補助器
（22,100円）

クリスタル産業（株）
（052-821-4416）

Uラインウォーカー

118

脚の高さが60mmの、低床ベッドに
も利用可能な床走行リフト
（38万円）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

 サンリフト ミディ低床（電動） 
※床走行リフト

130

なめらかな装着性と装着感を備えた
座位から座位へのリフティング用ス
リングシート（63,500円～）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

スリングシート ベーシック

131

乗せたまま衣類の脱着ができるトイ
レ介助に最適な移動移乗機
（33万8千円～）

（有）早川テクノエイド研究所
（0467-58-6126）

移動移乗機かーるくん

132

「支える」をカタチにした1点杖
（8,100円）

クリスタル産業（株）
（052-821-4416）

‘Elepaio （エレパイオ）

123

「支える」をカタチにした４点杖
（9,400円）

クリスタル産業（株）
（052-821-4416）

‘Elepaio Quad Cane 
（エレパイオ クォードケイン）

124

角度に合わせて杖先が360度可動
するステッキ（16,000円～）

フジホーム（株）
（03-3523-1631）

かるがも４ポイントステッキ

121

立ちと座りがしやすい補助グリップ
付４点杖（8,000円）

フジホーム（株）
（03-3523-1631）

四点杖補助グリップ付

122

滑り止め機能の付いた3つ足で杖や
歩行器の接地を支える先ゴム
（2個入り  3,160円～）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

あたっ地面土

125

ハイグレードアルミで超軽量。巻き取
り収納が可能な段差解消製品
（8万円～）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

スロープビルド

115

耐衝撃・視認性に優れた軽い折り畳
み式の白杖（6,560円～）

128（株）KOSUGE
（050-3372-3002）

MyCane®Ⅱ

120

各部パーツの組み合わせができる
オーダーメイドロフストランドクラッ
チ（15,000円）

クリスタル産業（株）
（052-821-4416）

オーダーメイド
ロフストランドクラッチ

119

シンプルな曲線美のデザインでス
ムーズな重心移動を促す起立補助具
（オープン価格）

（有）岩手電機製作所
（044-877-5561）

TOMBO（とんぼ）

136

シャワールーム、洗面所・トイレなど
に設置する折り上げ式手すり（横ト
ラック別）（8万7千円～18万円）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

マルチサポートアームプラス

137

衝撃吸収材が内蔵されたおしゃれな
頭部保護帽シリーズ
（4,800～9,800円）

キヨタ（株）
（03-3798-3617）

おでかけ
 ヘッドガード®シリーズ

142

転倒時の大腿骨頸部への衝撃を和
らげるヒッププロテクター
（14,800円）

ソルブ（株）
（045-476-3005）

セーフヒップ アクティブ

140

高齢者の躓きを予防。つま先を持ち
上げる機能を持つ靴下（1,500円）

（株）コーポレーションパールスター
（0846-45-0116）

転倒予防くつ下
どんどんウォーク

138

自力で靴を履くことが難しい方に便
利なワンタッチ式シューズ
（3,500円）

ビタミン愛
（0297-84-6577）

あっとマイシューズ

139

杖に装着するショルダーベルト
（9,800円）

（株）発明ラボックス
（03-6273-9360）

ARUKUTOMO
（アルクトモ）

127

コンパクトで機能性に優れた防水型
床走行リフト（490,000円）

パシフィックサプライ（株）
（03-5635-5015）

モーリフトスマート150

129

テーブルなどに取り付けて使用する
ステッキホルダー（3,800円）

プラス（株）
ジョインテックスカンパニー
（03-6205-8986）

ステッキjam®

128

無動力の歩行支援機
（片脚18万円～）

（株）今仙技術研究所
（058-379-2727）

歩行支援機「ACSIVE（アクシブ）」
「ACSIVE Easy fit

（アクシブ イージーフィット）」

117

車いすもスムーズに移動可能。表面に
水玉模様の凹凸を配した滑り止め性
の高いステンレス床（価格要問合せ）

ナスエンジニアリング（株）
（03-6892-9800）

ポルカプレート

116

電機を一切使わず、簡単で軽い力で
操作できる手動式入浴リフト
（160万円～）

精工技研（株）
（03-3716-5142）

手動式入浴リフト
バスラック

133

デザイン性に優れた持ち上げない介
護の為の移乗用ボード
（15,000円～）

VECTOR（株）
（050-5865-9895）

らくらくボード

134

●介護保険適用製品　 ●介護ロボット対象製品　 ※製品価格は2019年10月１日以降変更になる可能性があります。 ●介護保険適用製品　 ●介護ロボット対象製品　 ※製品価格は2019年10月１日以降変更になる可能性があります。

利用する方の高さに合わせてそれぞれに天
板の高さが調整できる介護用昇降テーブル
（26万円）

（有）テクノム
（0428-21-3611）

介護用昇降テーブル
「らくらくテーブル」

143

14 15

もしもの転倒で衝撃をしっかり吸収
するヒッププロテクター（8,500円）

（株）カネカ
（06-6226-5109）

カネカヒッププロテクター

141

着るだけで、腰の負担が楽になるサ
ポートウェア（23,000円）

プラス（株）ジョインテックスカンパニー
（03-6205-8986）

腰部サポートウェア
「ラクニエ（Ⅲ）」

135

お食事を笑顔で食べる利用者様を見ると
嬉しい気持ちになります。

特 集

食事

介護用昇降テーブル「らくらくテーブル」を使
用することで、どのような良い「コト」が起こ
るのか。特別養護老人ホーム  幸風苑  施設
サービス事業長の田邉さんにお話しをお聞き
しました。

Ｑ１. 介護用昇降テーブル「らくらくテーブ
ル」を導入した理由を教えてください。
田邉さん：幸風苑には、小さな方、大きな方
など、様々な体格の方が入居されていて、特
に小柄な方にテーブルのサイズが合わないと
いう悩みがありました。「らくらくテーブル」は、
その方にあった高さに天板を調整できるので、
しっかりとした姿勢を作りやすいと思って導
入しました。導入を検討していた時期に川崎
市福祉製品導入促進補助金の募集があった
のもひとつのきっかけですね。
Ｑ2. 「らくらくテーブル」の設置場所を教えて
ください。
田邉さん：３階の食堂に設置していて、主に
御入居者様のお食事の際に使用しています。
Ｑ3. 「らくらくテーブル」を導入して良かった
「コト」はありますか。
田邉さん：これまで、なかなかテーブルのサ
イズが体格に合わなかった小柄な利用者様
が足を床につけてきちんとした姿勢で食事を
とれるようになったことが一番の効果だと思
います。
Ｑ4. 他に導入前後で変化したことなどがあ
れば教えてください。
田邉さん：幸風苑では、基本的にお食事の席
は決まっているのですが、らくらくテーブルの
導入前は、体格が大きい方と小さい方で仲良

しの御入居者様がいらっしゃっても一緒にお
食事をすることができませんでした。らくらく
テーブルは、それぞれに天板の高さを調整で
きるので、大きい方と小さい方が一緒に並ん
でお食事を食べることができます。笑顔でお
食事をされる利用者様を見ると私達も嬉し
い気持ちになりますね。今日の撮影はおやつ
ですけどね（笑）
Ｑ5. 具体的なエピソードがあれば教えてく
ださい。
田邉さん：通常のテーブルだとお食事が目の
高さにきてしまって、なかなかお食事が進ま
ない小柄な御入居者様がいらっしゃったので
すが、らくらくテーブルで天板の高さを低くし
て、お食事の中身がしっかり見える姿勢で、食
事をとってもらうようにしたところ、たくさん
お食事を食べてもらえるようになりました。
本当に嬉しかったですね。

Ｑ6. 介護職員の方の反応はいかがですか。
田邉さん：非常に評判がいいですよ。お食事
の他にも、多くの御入居者様が様々な用途で
テーブルを使用します。そういったなかで、そ
の都度、その方に合った高さに簡単に調節が
できますからね。他にもキャスターがついて
いて、移動が楽にできるということも理由の
ひとつです。
Ｑ7. 最後に一言お願いします。
田邉さん：御入居者様は外食などになかな
か行くことができないので、施設でのお食事
の時間は、特に大事な時間だと思っています。
お食事がおいしく、楽しく食べられるように
入居者様に合った環境を整えることが大切
だと思っています。

インタビューに御協力いただきました 特別養護老人
ホーム「幸風苑」の施設サービス事業長  田邉さん

かわさきハロウィンパレードでの
モビリティ体験

障害のある当事者がパーソナルモビリティ等を活用することにより、「移動」や
「外出」の可能性を広げることを目指して、かわさきハロウィンパレ―ドでモビリ
ティ体験会を開催しました。
当日は、仮装をした当事者からただ移動するというだけではなく、普段にはない
「やりがい」や「楽しさ」を感じたとの感想を数多くいただきました！！！
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屋外対応。急傾斜、急カーブ、らせん階段等
ほとんどの階段に設置可能な車いす式階段
昇降機（350万円～）

オットーリフト（株）
（044-750-0716）

車いす式階段昇降機オメガ

144

16 17

1mの廊下でもUターンでき、屋外に
も強い多機能 6輪電動車椅子
（155万円～）

（有）さいとう工房
（03-3621-0508）

レル・ライト

160

起立・着座を補助する座面昇降機能
付車いす（11万8千円／ラクーダ
単体：5万円）

キョウワテクノス（株）
（0120-913-073）

ヘルパー歩／ラク～ダ

163

転倒を防ぐ、前後安心車いす
（17万8千円）

フランスベッド（株）
（044-430-0294）

転ばなイス

162

段差10cm、溝15cmまで対応。悪路、
草地、砂利道、雪道でも走行可能なク
ローラー式電動車いす（85万円）

（有）クエストエンジニアリング
（03-5913-8445）

ユニモ

161

室内まっすぐ階段用いす式階段昇降
機です。全国24時間365日安心の
サポート体制です。（63万円～）

クマリフト（株）
（045-322-1744）

いす式階段昇降機
「自由生活」直線型

145

大きな改修工事が不要の車いす用段
差解消機（価格要問合せ）

アビリティーズ・ケアネット（株）
（03-5388-7200）

アルティラ

151

直線階段用超コンパクトタイプのい
す式昇降機（63万円）

（株）スギヤス
（0566-53-1126）

スーパーレーターβスリム

146

シンプルな構造で家具のようなデザ
インの曲線型いす式階段リフト
（120万円～）

オットーリフト（株）
（044-750-0716）

オットーリフト（曲線型）

150

歩行困難な方でもどちらかの足が少し動
かせれば自力で自由に移動できる足こぎ車
いす（32万9千円）

（株）TESS
（022-353-9707）

COGY（コギー）

155

トラベルスクーター
【ブギ・ウギ・ラギー】（34万8千円）

（株）クラモト
（03-3994-2861）

ラギー

158

デザイン性と安全性を兼ね備えた車
いす用階段昇降機（価格要問合せ）

広洋産業（株）
（03-3984-5640）

車椅子用階段昇降機
『シンフォニー』

152

階段が車いす用段差解消装置に変
形する製品（価格要問合せ）

広洋産業（株）
（03-3984-5640）

車椅子用段差解消階段
『フレックスステップ』

153

昇降時に階段形状に合わせてイス座
面の向きを旋回できる曲線階段用階
段昇降機（140万～170万円）

ティッセンクルップ・アクセス・
ジャパン（株）
（03-5575-3071）

曲線階段用階段昇降機
“フロー２”

147

自動旋回により安全な方向を向いて
止まれる直線階段用階段昇降機
（50万～80万円）

ティッセンクルップ・アクセス・
ジャパン（株）
（03-5575-3071）

直線階段用階段昇降機　
“ジョイス”

148

屋外対応。手動旋回により安全な方
向を向いて止まれる直線階段用階段
昇降機（80万～90万円）

ティッセンクルップ・アクセス・
ジャパン（株）
（03-5575-3071）

直線階段用階段昇降機
“レバントアウトドア”

149

床埋め込み不要で設置できる段差
解消機（55万2千円～）

（株）メイキコウ
（03-3555-9001）

段差らく～だAF600
（アクティブレーター4）

156

ステンレス製で耐久性に優れたオー
ダーメイド型段差解消機
（価格要問合せ）

（株）ハーツエイコー
（045-984-1882）

段差解消機
もちあげくん

154

TPOに合わせて色柄・機能を付け加
えて使える着せ替え車いすシート
（5,690円～）

アソシエCHACO
（044-900-8844）

着せかえCHACOシート

164

車いすに座ったままスピーディーに
着脱可能な防寒・撥水の両面コート
（下：10,500円～  上：17,000円～）

アソシエCHACO
（044-900-8844）

防寒＆撥水  車いす用コート

165

高いデザイン性、走行性、直感的な操
作性を備えた新しいパーソナルモビ
リティ（99万5千円）

WHILL（株）
（0120-062-416）

WHILL Model A

159

鉾困難な方でもおもちゃで遊ぶよう
に足を動かすことができる足こぎ車
いす（39万8千円）

（株）TESS
（022-353-9707）

COGY
（スモールサイズ）

157

様々な方に「利用しやすい」環境を
整えることが大切だと思っています。

特 集

移乗

Ｑ１. 車椅子式階段昇降機オメガの設置場所
を教えてください。
辻さん：車椅子式階段昇降機オメガは、正面
入口を入ってすぐの入館ゲート奥の階段に設
置しています。また、第1開架閲覧室の階段に
は車椅子用階段昇降機シンフォニーも設置し
ていますね。
Ｑ2. 車椅子式階段昇降機オメガを設置して
よかったことを教えてください。
辻さん：生田図書館には「Gallery ZERO」
という、生田の自然科学系を中心とした教
育・研究成果の発表やユニークな作品の展
示、また、貴重な資料や図書館主催の展示な
どを行うギャラリーがあり、学内外から興味
を持って訪れていただいています。
この「Gallery ZERO」に行くには、入館
ゲート奥の階段を降りる必要があり、車椅子
を利用されている方は安全に行く手段があ
りませんでした。
車椅子式階段昇降機オメガを設置すること
で、車椅子を利用されている方でも安心して

「Gallery ZERO」に来ていただけるように
なったことが嬉しいですね。
Ｑ3. エピソード等があれば教えてください。
辻さん：「Gallery ZERO」で研究成果の発
表や作品展示を行う時は、一般開放し、学内
者以外の方にも作品展などを楽しんでもらっ
ているのですが、来館された一般市民の方に
車椅子を利用されている方がいらっしゃって。
すぐに「Gallery ZERO」にご案内できて、本
当によかったです。
Ｑ4. 車椅子式階段昇降機オメガのよい点を
教えてください。
辻さん：生田図書館では、頻繁に車椅子の方
がいらっしゃるわけではないので、使用頻度
は多くはないですが、使用方法が簡単なので、
Q３のエピソードのように突然、対象者の方
がいらっしゃった時にすぐに利用できること
が良い点だと思います。また、車椅子の方に
全く負担がないことも良い点だと思いますね。

Ｑ5. 「Gallery ZERO」では、他に何か実施
されているのですか。
辻さん：研究成果の発表や作品展示の他に
『ココ♡スパ』も開催しています。

Ｑ6. 『ココ♡スパ』について、教えていただけ
ますか。
辻さん：『ココ♡スパ』では、毎回様々な分野
の先生に自由なテーマでお話しをしてもらっ
て、「ちょっと疲れた時」、「人寂しくなった時」
にココロにスパイスひと振りするような
「ちょっと面白い話、いい話、気になる話」を
皆さまに聞いていただいています。学生達に
大変、好評ですよ。
Ｑ7. 最後に一言お願いします。
辻さん：明治大学生田図書館では、勉強や読
書のために長期滞在する学生が多くいます。
様々な学生にとって「利用しやすい」環境を整
えることが大切だと思っています。

「また大好きな車椅子陸上に参加できるかも
しれない」という希望が持てました！！

特 集

移動

足こぎ車椅子「COGY」を使用することで、ど
のような効果があったのか「川崎市れいんぼ
う川崎」の村上さんと担当職員の松沼さんに
お話を聞きました。

Ｑ１． 「COGY」を使用するきっかけを教え
てください。
村上さん：私は、COGYに出会う前からス
ポーツが大好きで、車椅子陸上をしていた
んです。でも、足に痛みが出てきて、車椅子
陸上ができなくなってしまって。
「もう大好きなスポーツはできないのか
なぁ。」って半分諦めていました。
松沼さん：秋頃にれいんぼう川崎にCOGY
が届いたんですが、村上さんには、足を伸ば
す動きをしてもらいたくてCOGYに乗って
もらいました。
Q２. 「COGY」を使用した感想を教えてくだ
さい。
村上さん：最初は「私にCOGYが乗れるの
かなぁ」と少し不安な気持ちもあったんで
すけど、実際にCOGYに乗ってみるとペダ
ルが軽いからいくらでも漕ぐことができる
んです。乗っている感覚はないのにどんど
ん進めるので、気がついたら施設の廊下を
４周している時もあります。

松沼さん：乗りすぎて少
し心配になることもあり
ます（笑）
Q3.「COGY」の一番の魅
力は何だと思いますか。
村上さん：一番の魅力は
「楽しんで乗ることができ
る」ことだと思います。
COGYに乗っていると元
気が湧いてくるし、楽しい
からまた次も乗りたいと
思えるんです。乗り終わっ
てすぐに「早くCOGYに乗りたいなぁ」と思
うこともあるくらいです（笑）
松沼さん：最近では、村上さんが自分から
「COGYに乗りたい。」と言ってくれて。笑顔
でペダルを漕いでいる村上さんの姿を見る
と私も自然と笑顔になります。COGYには、
実際に乗っている方だけではなくて、その
周りの人も笑顔にする魅力があると思いま
す。他の方もCOGYを利用されていますが、
利用者の方もその家族の方もみんな笑顔
になっています。
村上さん：こんなに楽しく訓練ができるこ
とが嬉しいです。
Q4. 今後の目標を教えてください。
村上さん：COGYに出会えて「もしかしたら、
また大好きな車椅子陸上ができるかもしれ
ない、「大好きなスポーツができるかもしれ
ない」という希望が持てました。これからも
頑張って訓練して、もう一度、「大好きな車
椅子陸上に参加すること」が今の目標です。

松沼さん：村上さんは今、病院で痛みの治
療を受けています。運動を併用することで
治療にもいい効果がでているんです。村上
さんの夢である車椅子陸上に向けて、私も
一緒に応援していきたいと思っています。

明治大学生田図書館

Gallery　ZERO
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なでなでネコちゃんＤＸ シリーズ ▼

かわさき基準（KIS）に認証されるメリットは？   認証後にどんな変化があったのか？ KIS認証事業者様にお聞きしました！！

らくらくKAWASAKIネクタイ ▶

◀ MIRAI SPEAKER Moby

座 談会

特 集特 集
KIS認証事業者様KIS認証事業者様

▼ MIRAI SPEAKER Curvy

18 19

かわさき基準（KIS）に応募したきっか
けや認証後のメリット、変化したことな
ど、かわさき基準（KIS）に関する様々
な御意見を４名の認証事業者様（かわ
さき基準プレミアム認証事業者、川崎
市内のかわさき基準認証事業者）にお
聞きしました。

草西さん：川崎市のウェルフェアイノ
ベーションに対する熱意を強く感じた
ことがきっかけですね。当事者視点を
重視するかわさき基準（KIS）には、共
感する部分が多くあって、川崎市という
フィールドでもっとDFreeを使っても
らいたい！！と思って応募しました。
中田さん：トレンドマスター（株）は、
元々はおもちゃメーカーで、ちょうど福
祉分野に参入した時期に川崎市が全
国から福祉製品を集めて認証している
という話を聞きました。当時は、かわ
さき基準（KIS）も始まったばかりで、
一緒に福祉産業を盛り上げていきた
い！！と思って応募しました。

栗田さん：アソシエCHACOが初めて
応募した頃は、まだまだ「介護は暗い
もの」という印象がありました。その暗
いイメージを明るくするために、「人の
力を借りなくても自分自身で着ること
ができる」というユニバーサルファッ
ションの力をかわさき基準（KIS）で
発表したい！！と思って応募しました。
冨田さん：応募した当時は、スピー
カーに「福祉」のイメージはあまりな
かったので、福祉現場でもっとMIRAIス
ピーカーを活用してもらいたいという
気持ちがありました。かわさき基準
（KIS）の認証をきっかけに、高齢者の方
などに「聞こえ」を届けたい！！と強く
思ったことが一番の応募の動機ですね。

草西さん：トリプルダブリュー・ジャ
パン（株）はベンチャー企業なので、製
品を使った効果、「どんないいコトがあ
るの？」ということをより強く求められ
るんです。そういったなかで、かわさき
基準（KIS）が実際に製品を使用した
当事者の声をドキュメントとして発信
してくれる。これが一番のメリットだと
思います。

中田さん：私達のような中小企業に
とって、自治体から認証されるというこ
と自体に大きな価値があります。川崎
市から認証された製品と「胸を張って
言うことができる」これが一番のメリッ
トだと思いますね。また、川崎市内の
KIS認証事業者には国際福祉機器展
（HCR）などの出展料の一部を助成し
てもらえる制度があって、出展の動機
にもなっているので、有り難いですね。
栗田さん：かわさき基準（KIS）に認証
される一番のメリットは「普通なら通
り過ぎてしまうものを手に取って見て
もらえる」ということだと思います。展
示や販売をする時に「耳を傾けて聞い
てみよう」と思ってもらえます。まず、
「触れてみよう」、「聞いてみよう」と
思ってもらえることで、新しい気づきに
繋がりますからね。
冨田さん：かわさき基準（KIS）を通
じて、多くの利用者の方に「製品を使
用してもらえる」ことがメリットだと感
じます。実際に利用者の方々の生の声
を聞ける機会は多くないですからね。
「ここがよかった。」等の製品の効果も
そうですが、「こうしてほしい」といっ
た要望や課題のなどもフィードバック
してもらえることが非常に有難いと
思っています。

草西さん：私達にとって、「当事者の
方から評価されること」が一番嬉しい
ことなんです。実際に現場でDFreeを
使用してもらって評価された。これが
自信に繋がりましたね。また、かわさき
基準（KIS）に認証された話をすること
で川崎市内での営業がやりやすくなっ
たことも事実としてありますね。
中田さん：私は、「自分で変化を起こ

そうとする気持ちが大事」だと思って
います。かわさき基準（KIS）に認証さ
れたことをきっかけとして、互いに切
磋琢磨した結果、コミュニケーション
ロボットとして累計１０万個を達成で
きたことは自信になりました。今回も
かわさき基準（KIS）パンフレットで特
集してもらって光栄に思いますよ。
栗田さん：かわさき基準（KIS）では、
毎年パンフレットを作成して、福祉施
設や他の認証事業者様達に広く配布
してもらえるので、「介護しやすく・お
しゃれな服」を多くの方に知ってもら
えました。また、当校で服飾・デザイン
を勉強中の学生が「福祉衣料」の仕事
を目指すようになりました。
冨田さん：一番、変化したことは「意
識の変化」だと思います。「福祉」とい
う分野で、実際の当事者から評価いた
だいての認証でしたので、非常にモチ
ベーションアップに繋がりました。初
代KISプレミアム認証製品としての責
任感も同時に感じましたね（笑）

草西さん：もっと広く！もっと深く！福
祉製品の魅力や活用から生じるコトを
届けてほしいと思います。また、かわさ
き基準（KIS）に認証されると川崎市内

の事業所等が購入する際に助成金が
出る制度（導入促進補助金）がありま
すが、これは色々な場所で活用できる
凄くポジティブな制度だと思っている
ので、かわさき基準（KIS）と併せて、
広めてほしいですね。
中田さん：福祉製品に限らず今後、性
能や技術はますます進化していくなか
で、かわさき基準（KIS）には「心のケ
アの重要性をしっかり発信してほしい
と思っています。自治体が認証すると
いう全国でも先進的なかわさき基準
（KIS）を川崎市だけではなく、日本全
国に広めていただけるよう期待してい
ます！！
栗田さん：私達は、ユニバーサルファッ
ションが「着やすくて、おしゃれなもの」

であることを広く伝えたいと思っていま
す。しかしながら、アソシエCHACOで
は、大手メーカーのような大々的な広報
はできませんので、かわさき基準（KIS）
ブランドを活かしてどんどんユニバー
サルファッションの魅力を発信して欲
しいと思いますね。
冨田さん：かわさき基準（KIS）で重視
されている製品の活用から生じる「コ
ト」のストーリーをもっと広く発信して
ほしいと思います。当事者の方の実際
の声を届けることで更に新しい「コト」
に繋がりますからね。これからも作り
手である企業と使い手の当事者との
橋渡し役として頑張っていただきた
い！！と思っています。

かわさき基準（KIS）に応募された
きっかけを教えてください。

かわさき基準（KIS）認証後に
どのようなメリットを感じたか
教えてください。

かわさき基準（KIS）に認証される
ことで何か変化はありましたか。

今後、かわさき基準（KIS）に
期待することを教えてください。

貴重なお話をいただきありがとうございました！！

▲
排泄予測デバイス
「DFree Personal
（ディー・フリー・パーソナル）」

 トレンドマスター（株）
中田さん

アソシエCHACO
栗田さん

（株）サウンドファン
冨田さん

 トリプル・ダブリュー・
 ジャパン（株）
草西さん


