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埼玉県リハビリ・介護ロボット研究会

人手不足や現場の負担軽減へ
産經新聞 2017 年 6 月 28 日

■導入の２施設が活用法を紹介
県は人手が足りない介護施設でロボットを導入し、現場の負担を軽減する取り組みに乗
り出している。県産業振興公社は２７日、介護ロボットの導入を検討している施設やメー
カー関係者らを集めた研究会を開催。既に導入している県内の２施設がロボットの活用方
法を紹介し、参加者らは熱心に耳を傾けていた。
（黄金崎元）
県産業振興公社が新都心ビジネス交流プラザ（さいたま市中央区）で開いた「埼玉県リ
ハビリ・介護ロボット研究会」には、定員を大きく上回る１５０人の介護施設やメーカー
関係者らが参加した。
国内では高齢者が増えているが、介護分野は重労働で離職率が高く、人手が不足してい
る。研究会では、先行的に介護ロボットを導入している２施設が事例や現場の課題などを
参加者らに説明した。
特別養護老人ホーム「悠（ゆ）う湯（ゆう）ホーム」
（皆野町）は腰痛を持つ介護職員が
多く、離職者が多いという課題を抱えていた。そこで平成２８年度、ベッドから車いすへ
の移乗介助などの負荷を軽減するロボットを導入した。腰に装着するタイプのもので、今
後、介護職員の腰部の負荷を低減し、入社後３年以内の離職率を２割以下にすることを目
指している。
一方、特別養護老人ホーム「安誠園」
（本庄市）も高齢者をベッドから起こす作業などで
人工筋肉を使って、作業の負荷を軽減する背負うタイプの介護ロボットを導入した。
同ホームの木村裕幸介護福祉士は「ロボットを活用して解決したい課題を議論できてい
なかったため、まだ成果が出ていない」と説明。介護ロボットを使う場面を整理し、全体
の効率化を図るという。
人手が足りない介護現場で、ロボットを導入する動きが加速しているが、同公社の関口
史郎先端産業コーディネーターは「使い勝手と現場のニーズとの間のギャップが多いのが
課題だ」と分析する。
県は２施設にコンサルタントを行う専門家を派遣し、課題を解消することで模範事例を
作り上げる。こうした取り組みを行うと同時に２９年度は施設向けのロボット活用講座も
開催し、他の施設への普及を目指している。また、１機器につき、上限１０万円の補助金
も助成し、介護ロボットの導入を促していく。

松戸市内全駅に保育施設 待機児童受け入れ推進 千葉
産經新聞 2017 年 6 月 28 日
松戸市横須賀の流鉄・小金城趾駅近くに、小規模保育施設「小金城趾グレース保育園ノ
ーチェルーム」が開設された。市は待機児童が多い０～２歳児の受け入れ先として、駅構
内や駅近隣へ民間の小規模保育施設設置を進めており、ノーチェルームの完成で、市内に
２３あるすべての鉄道駅で駅ナカ・駅チカ保育施設の整備が完了した。

ノーチェルームは小金城趾駅から徒歩２分ほど。平屋約１３３平方メートルで定員は１
９人。地元で保育園などを運営してきた社会福祉法人「にじの会」（杉本景子理事長）が設
置、運営する。開設費用は約２８００万円で国が約１９００万円、市が約２００万円を補
助した。
２６日に行われた開設式典には本郷谷健次市長も出席し、
「すべての駅の中や近隣に保育
施設がある市は全国的にもまれ、これからも施設拡充に努める」と述べた。杉本理事長は
「地域の協力で実現できた。地元に愛される施設として長く続ける」とあいさつ。園児た
ちは園歌「天使のねがい」を歌って、施設の完成を祝った。
松戸市内には保育施設が１１６施設ある。民間小規模施設は４５で、このうち駅ナカが
新京成の上本郷駅、元山駅と北総鉄道の松飛台駅の３施設。駅チカは２７施設。来年４月
までに駅チカを軸に小規模施設がさらに９施設開設されるという。
市によると、国の基準の待機児童は平成２８、２９年度の２年連続でゼロを達成したと
している。
入所保留者（特定施設への入所を希望していたり、求職活動が確認できなかったりする
人）は２９年度で８５人で、減少傾向にあるという。

３３年ぶりの秘仏公開前に境内清掃

河北新報 2017 年 6 月 28 日
参道を清掃する参加者

登米市南方町の大嶽山興福寺の「本尊・秘仏
十一面観音菩薩（ぼさつ）
」が７月１５～１７日
に３３年ぶりに公開されるのを前に、近くの同
市社会福祉協議会福祉作業所「あやめ園」を利
用する障害者らが２０日、境内で清掃の奉仕作
業をした。
利用者の家族やボランティアでつくる「あや
め園を支援する会」の会員や同園職員も含め計
約４０人が参加した。竹ぼうきで参道の枯れ葉
を掃き集め、ごみを拾うなどした。
同園は公開期間中、境内で食事を提供する店を出店する。支援する会の阿部たか子会長
（６５）は「きれいな状態で開帳する日を迎えたい」と話した。

近畿ろうきんＮＰＯアワード
マラソン評価 ／大阪

「スマイル」が大賞 里親ＰＲ
毎日新聞 2017 年 6 月 27 日

受賞式でスピーチする「子ども自立支援スマイル」の住友脩代表。右は「ゆ
め風基金」の牧口一二代表＝大阪市北区で、平川哲也撮影

子育てを支援する団体を応援する「２０１６年度近畿ろうき
んＮＰＯアワード」の受賞式が２６日に大阪市内であり、藤井
寺市のＮＰＯ法人「子ども自立支援スマイル」が大賞を受けた。
今年１０月、里親制度をＰＲするマラソン大会の企画が評価さ
れた。同法人の住友脩代表（７０）は「うれしさとともに責任
を感じます」と喜びを語った。
アワードは０５年度に近畿労働金庫（大阪市西区）が創設。

認知症 700 万人時代に向けた街づくりとは？ 河野禎之×清川卓史×荻上チキ
シノドスジャーナル 2017 年 6 月 28 日
2025 年には５人に１人、全国で 700 万人にも達すると言われる認知症。そんな中、４月

26 日から 4 日間にわたり、世界各国から認知症の人や家族、専門家ら 4000 人が集まる「第
32 回・国際アルツハイマー病協会・国際会議」が京都市で開かれた。会議では、各国の認
知症対策、最新の治療や予防、まちづくり、認知症と災害などについて意見が交わされた。
今回はその中から「認知症にやさしいまちづくり」を取り上げ、専門家を交えて語り合っ
た。2017 年５月１日放送 TBS ラジオ荻上チキ・Session22「京都で開かれた国際会議でも
主要なテーマに！認知症７００万人時代に向けた街づくりとは？」より抄録。（構成／大谷
佳名）
認知症の当事者の視点
荻上 今日のゲストを紹介します。筑波大学・助教の河野禎之さんと、朝日新聞記者の清
川卓史さんです。よろしくお願いします。
河野・清川 よろしくお願いします。
荻上 河野さんは認知症をめぐる地域や家族の問題に取り組まれていますが、ご専門はど
のような分野なのでしょうか。
河野 もともとは臨床心理士として、認知症の方の症状の評価や薬以外の治療法について
研究を行ってきました。ただ、やはり認知症で通院されている方の多くは地域で生活され
ているので、地域側にアプローチしていく必要があると思い、まちづくりの研究も行うよ
うになりました。
荻上 清川さんは、認知症をめぐる問題についてさまざまな角度から取材をされています
ね。
清川 はい。介護保険が始まる以前から介護現場で取材を続けており、その中で認知症の
ご本人とご家族へのインタビューなども行ってきました。20 年ほど前までは、認知症の取
材では匿名が原則でした。また、家族の視点で描かれたものがほとんどで、当事者の視点
というものが本当に少なかったのです。しかし近年、状況は大きく変わっています。当事
者の声を取り上げたり、実名での取材も増えてきました。直近では、認知症の方の運転免
許の問題も取材しています。
荻上 認知症の当事者の視点が取り上げられるようになったきっかけなどはあったのでし
ょうか。
清川 もっとも大きな転機となったのは、前回の国際アルツハイマー病協会・国際会議
（2004 年）です。このとき初めて、国内外の当事者たちがご自分の名前と素顔を明かして、
「偏見を解消してほしい」
「私たちの能力を信じてください」と訴えたのです。そのときは
本当に鳥肌が立つような思いがしました。いつもご本人の近くにいる家族の方々にとって
も大きな驚きだったようです。
認知症と言うと、どうしても「介護が大変」というイメージが強く、家族側の負担をい
かにして軽減するかという論点を中心として語られるのがこれまでの状況でした。それが
だんだんと、認知症の当事者の視点に移ってきたのです。
荻上 なるほど。日本では、2025 年には５人に１人は認知症になり、その数は全国で 700
万人にも達すると言われています。これは世界的に見ても顕著だと言えるのでしょうか。
河野 有病率は、はっきりと診断を受けているケースのみをカウントするため、一概には
言えません。しかし、今もっとも問題になっているのは、中所得国以下の国々の伸び率が
高所得国の二倍程度のスピードで増えていくと見積もられているということです。そうい
う意味では、今の日本の状況は一つのモデルとなるので注目されています。
荻上 認知症は治療によって回復するものなのでしょうか。
河野 風邪のように、病気になる前の状態に 100％戻るということはできません。ただ、進
行を遅らせるための治療法、薬などは開発されています。あるいは、認知症によって低下
した機能や症状を改善させることは可能です。
「認知症にやさしい社会」の定義はない
荻上 今回、京都で開かれた第 32 回国際アルツハイマー病協会国際会議にお二人も参加さ
れたとのことですが、どういった会議だったのでしょうか。

清川 この会議は国際アルツハイマー病協会と「認知症の人と家族の会」が共催したもの
で、世界中の約 70 の国・地域から約 4000 人が参加されました。そして何より、認知症の
ご本人が 200 人ほど参加されたことは大きいと思います。
具体的な議題としては、80 年代から現在に至るまでの認知症を取り巻く歴史的な問題か
ら、医学・介護等の最新の知見、認知症にやさしいまちづくりなど、非常に多岐に渡る内
容でした。その中でも、やはり私にとって印象的だったのは、認知症のご本人たちが中心
となって進められたワークショップです。
専門家の方やご家族がそばに付き添って登壇という形ではなく、ほぼご本人たちのみで
取り仕切られ、話している途中で少し言葉につまるような場面が時にあってもそのまま次
の言葉をゆっくり待ちながら続けられる、というもので非常に画期的でした。司会は、若
年認知症の当事者として地元の仙台市で本人による本人のための相談活動（おれんじドア）
を実践し、全国で講演もされている丹野智文さん（おれんじドア実行委員会代表）が務め
られ、数人の当事者の方々がご登壇されました。
荻上 当事者が多く参加されたという点で画期的な会議だったのですね。
清川 そうです。非常に印象的だったのは、これまでは「支援者が（認知症の本人を）守
る」という認識が強かったのですが、過剰に守らずに、認知症の人の自己決定を尊重して
ほしいという話をされる方が多かったという点です。
荻上 河野さんは、この会議に参加されていかがでしたか。
河野 今回はいわゆる学会ではなく、当事者の方やご家族も参加される会議だったので、
社会的な観点からオープンに議論が行われていたのが興味深かったです。
会議の中で私が開いたワークショップでは、認知症にやさしい地域をどう評価するか、
評価した上でどう取り組みを促進していくかについて、参加者の皆さんと共に考えました。
このテーマ自体が新しいものなので、まずは認知症にやさしい地域とはどのようなものな
のか、すでにこの問題に取り組んでいる地域や専門家の考えを集めてみようという内容に
しました。
荻上 認知症だけでなく知的障害や精神障害もそうですが、本人の自己決定がおろそかに
されてきた歴史がある。だからまずは「こうすれば本人にとって生きやすい社会だ」と定
義するのではなく、それを阻害しているものをまずは探していこう、ということになるの
ですね。
河野 はい。大事なのは、認知症にやさしい地域とは、その定義がはじめからあるのでは
なく、そこに住む認知症の本人や住民たちが一緒になって作り上げていくものなのです。
ですから当然、地域ごとにその答えは異なります。
またもう一つ重要なのは、認知症にやさしい地域は、認知症だけにやさしい地域ではな
いということです。ただ、その価値観がまだまだ共有されていないなと感じます。
荻上 たとえばある地域に、認知症の本人や家族が事故に巻き込まれてしまうような問題
があるなら、それを解決していくことはほかの住民にとってもプラスになりますよね。そ
の解消の仕方としては、危険な場所には柵を作るなどインフラを整備していくのも一つの
手ですが、それ以前に、地域に見守ってくれる
人を増やしていくことも必要ですね。
河野氏

「移動する権利」
荻上 リスナーからこんなメールがきていま
す。
「私の住んでいる埼玉県入間市は、毎日のよ
うにお年寄りの行方不明放送が流れています。
入間市は認知症による徘徊問題に積極的に取
り組んでいる地域なので、夕方には『発見され
ました』と放送され、安堵することも多いです。

ただ、日本全国でこのような状態かと思うと心配でもあります。
」
河野さん、どうお感じになりますか。
河野 まず「徘徊」という言葉は、認知症の人があてもなく彷徨っている、という印象を
受けますよね。しかし、ご本人のお話を聞くとそんなことはないんです。目的があって外
出したところ道に迷ってしまった、それが傍から見ると彷徨っているように捉えられてし
まう。そうしたことから意識を変えていく必要があると思います。
確かに放送によって周知され、行方不明の方が見つかることは良いことなのですが、そ
の人も目的があって移動していたという根底的な理解や共感も広がっていくといいですね。
清川 私も「徘徊」という言葉については思うことがあります。以前、町田市で開催され
ている「本人会議」という認知症の当事者たちによるミーティングに参加しました。そこ
で印象的だったのは、ご本人が行方不明になられた時の状況をご自分の言葉で説明されて
いたのです。
「徘徊」というのは、無目的にウロウロするものではなく、まさに何かをしよ
うとしていたときに、道が分からなくなってしまうという状況なんだとよく理解できまし
た。
かつてメディアにおいて「痴呆」という言葉が「認知症」という言葉に修正されたよう
に、
「徘徊」という言葉も別の言い方に変えていこうという時期に来ていると思います。私
が朝日新聞で書いている直近の記事でも、若干中途半端ではありますが、
「単独外出（徘徊）」
という表記にしました。今はまだ「徘徊」という言葉を使わなければ伝わりにくい部分が
ありますが、ゆくゆくは別の形で表現できるような言葉を見つけていきたいと思っていま
す。
荻上 認知症のご本人が何を考えているのかを私たちが理解しながら、言語化をサポート
していくことが必要ですね。
清川 認知症の方も生活者なので、当然、外出もしますし買い物もします。近年、高齢化
の中で「移動することは人権だ」という考え方に焦点が当てられています。当然、認知症
の方も移動を奪われてしまうと一人で生活するのは難しいのです。認知症の方の移動する
権利をどう守っていくか。自動車運転の免許の問題も含め、これから本格的に議論を進め
ていく段階だと思います。
荻上 病気や障害を持っているからといって「権利を奪われるのが当たり前」と思ってい
るうちは、なかなか今の状況を変えることはできませんよね。
先進的な自治体の取り組み
荻上 日本にも認知症の問題に特に力を入れて取り組んでいる自治体はあるんですよね。
河野 はい。いくつもありますが、私が直接関わっている自治体ですと、町田市や、静岡
県富士宮市、福岡県大牟田市、京都宇治市などがあります。
たとえば富士宮市では、認知症のご本人たちが企画をされている Dementia シリーズ（全
日本認知症ソフトボール大会・通称「D シリーズ」
）というソフトボール大会が行われてい
ます。すでに 3 年ほど続いており、全国から集まる認知症の方々の活躍の場になっていま
す。このイベントはお客さんとして見に行っても、同時に地域の観光も楽しむことができ
るので、まちづくりとしても面白いなと感じています。
荻上 清川さんが取材された中で興味深かった自治体の取り組みはありましたか。
清川 たとえば左京区のバス会社・鉄道会社では、認知症の方への声かけ、見守りの訓練
を定期的に行っています。認知症の方が道に迷われているときに交通機関の方が最初に気
がつくことは多いからです。参加されている鉄道会社さんにお話を聞いたところ、やはり
線路内の立ち入りトラブルは実際に起きていることなので、だからこそ訓練が必要だとお
っしゃっていました。
立ち入りによる事故というと、2007 年に愛知県で単独外出中の認知症の方が線路内に立
ち入り、電車にはねられて死亡した事件がありました。この事件は鉄道会社側が遺族に電
車の遅れの損害賠償を求める訴訟に発展しましたが、このときの鉄道会社側の裁判におけ
る主張をよく見ると、
「認知症の方の単独外出は周囲に危害を及ぼす行動だ」という趣旨の

ことを言っています。こうした考え方と、左京区のように認知症の方が外出するのは当た
り前と考えた上で地域で受け止めるような姿勢とでは、未来の認知症社会のあり方は大き
く異なってくると考えます。
荻上 今のような社会状況では、
「危険なやつは街に出すな」という命令を家族に背負わせ
てしまうことも多いですが、そうではなくて、社会の問題として捉えていく。当然ながら、
交通機関などの民間企業だけが取り組むのではなく、より広い規模で考える必要がありそ
うですね。
清川 おっしゃる通りで、交通機関の方が発見されたとしても、その後にどこにつなげば
良いのかという問題が残ります。そこで、たとえば左京区では地域包括支援センターと交
通機関とで連携をはかり、プライバシーに配慮した上で、情報共有などが行われています。
荻上 地域で見守るサポーターを増やしていくのは、認知症に限った話ではなく、子ども
を対象にした子ども食堂や地域の老人会による託児所や学校への送り迎えなど、さまざま
な分野で広がっている動きですね。
清川氏

GPS 機能をどう使う？
荻上 こんなメールも来ています。
「親戚のおじさんは数年前からアルツハイマ
ー型認知症で、
『ちょっと大福を買いにいってく
る』と言っては電車に乗って遠くまで行ってし
まいます。心配したおばさんが、
『今どこにいる
の？帰ってきて』と言うと、
『分かった』と言っ
て帰ってきます。万が一のことを考えて、携帯
電話の GPS 機能を利用して現在地がわかるよ
うにしていますが、携帯電話を持っていくことも忘れてしまうようになると一人で出かけ
ることは無理だと思います。
」
河野 GPS の使い方については今回の会議でも話題に上がりました。日本では、どうして
も GPS は家族がこっそりつけるというイメージがありますよね。しかし、海外では「迷っ
た時に助けてもらうために自分から GPS をつける」という使い方もあるそうです。一人で
外出するとなるとご家族の心配は当然あると思いますが、より安全に買い物に行けるよう
な方法がないか、家族で一緒に考える。そして積極的に地域の人に相談に乗ってもらえる
ようになるといいですね。
荻上 ご本人の外出の自由が認められた上で、たとえば帰宅するときに「今から帰るから
ナビをしてね」と家族に電話をしてサポートしてもらう、というような GPS の使い方もで
きますよね。
一方で、こうした監視技術があったとしても 24 時間張り付いておくわけにはいかないの
で、何らかの事故に巻き込まれた場合に、「位置情報を常に把握しておかなかった家族に責
任がある」と事後的に批判を受けるようなことも起こりうる。その点は、ご本人と家族、
双方にとって良い使い方を地域とともに模索していく必要がありそうですね。清川さんは
いかがお感じですか。
清川 今のお話で、さきほどの町田の本人会議で聞いたこんな話を思い出しました。ある
参加者の方が認知症のことをオープンにされて、地域の方々に行方不明になってしまった
経験をお話しされた結果、ご近所の中から何名かがサポーターとして名乗りを上げてくだ
さったそうです。当事者の方が自ら地域に出て行くことによって、排除されるのではなく、
見守りの目が広がっていくこともあるのです。
荻上 リスナーの方からは、
「日本は認知症などの病気や障害をもつ人々に対して不寛容な
国だと感じる」という意見もいただいています。河野さんはどうお感じですか。
河野 不寛容と言うより、無関心なのかもしれませんね。対岸の出来事だと思っている方
がマジョリティーなのだと思います。しかし今、認知症のご本人が自ら声を上げ始めてい

る。その声を聞くことは、知識を学ぶ以上に大きな動きにつながっていくと思います。僕
自身、認知症のご本人とお話しをするたびに新しい気づきをいただきます。認知症のこと
を体験として理解することで、印象はまったく変わってくるはずです。
清川 認知症というと、どうしても「何も分からない」という状態をイメージしがちだと
思います。しかし、現在では認知症の早期の診断が可能になっており、認知症観を変えね
ばならない時期がきています。というのも、認知症の初期段階の場合、物忘れはあっても
日常生活にはまだ大きな支障をきたさない方が非常に多いのです。そういった状況が知ら
れておらず、認知症という言葉のイメージが昔のまま変わっていないために軋轢が生じて
しまっている。たとえば先日、車の運転免許の問題について認知症のご本人が厚生労働省
で記者会見されましたが、社会の中で認知症のイメージが固定されているため、なかなか
本人の声が世間に届きにくいという側面があるように感じました。
イギリスの「認知症にやさしいまちづくり」
荻上 リスナーの方からこんなメールも届いています。
「私は認知症対応型グループホームの介護職員をしています。現場で働く介護職員とし
ての意見ですが、認知症の方を家族だけで見るのは非常に困難だと思います。感情が入り、
介護疲れが必ず出ます。地域での早期発見、抑制につながるサポートが必要です。また日
頃、利用者様と接する中で思うのは、認知症の方の行動はすべてなんらかの訴えての行動
だということです。このことをより多くの人々に知ってほしいです。
」
「私の祖母が認知症で実家から徒歩 10 分のグループホームに入居しています。このグル
ープホームは、夏祭りを主催し、入居者と地元の小学生が交流をしたり、火災が起きた場
合の消防団との連携を図っています。老人ホームやグループホームが近隣にあり、住民が
認知症に対して理解を深め、入居者との交流が盛んなまちづくりがこれから求められるの
ではないでしょうか。
」
地域の役割の見直しについてお二方からの指摘がありました。河野さん、海外ではどの
ような地域づくりの事例があるのでしょうか。
河野 よく知られているのは、イギリスの先進的な取り組みです。認知症にやさしいまち
づくりに取り組む地域同士がネットワークをつくり、情報を共有しあったり解決策を一緒
に考えたりしています（認知症アクション連盟[DAA：Dementia Action Alliance]）。単一
の地域、コミュニティの中で取り組むのではなく、お互いに繋がって課題解決を図るため
の仕組みが出来上がっているという点は、日本のまちづくりを考える上で非常に参考にな
ると思います。
荻上 具体的な解決策としては、どういった案が出ているのですか
河野 たとえば、イギリスのプリマス市では、バス会社の社員の発案で、認知症の人のた
めのヘルプカードというものが作られました。カードに降りる予定の停留所を書いて運転
手さんに渡しておくと、降り忘れないように声掛けをしてくれるという仕組みです。こう
した取り組みをバス会社がシステムとして取り入れているんです。
また、プリマス市では認知症に優しい図書館づくりにも取り組んでいます。たとえば、
認知症に関する本のコーナーを設けたり、認知症の人も参加できる読書会を開くなど、地
域に根ざした図書館のあり方を模索しています。こうした事例を参考に、日本でも認知症
に優しい図書館を目指そうと議論が始まっているところです。
荻上 やはり、
「移動」と「居場所」は重要ですよね。家庭だけで丸抱えしないようにする
ためには、地域に出かけていって、地域の中で時間をすごす場所が必要です。移動手段や
図書館などの場所を、より開けた形で改善していくことが求められるわけですね。
清川 現在でも、すでに多くの図書館が高齢者の居場所として機能しています。病院や福
祉施設に行っていない認知症の方がたくさん来ているという状況があり、そのことは図書
館の職員の方々もよくご存知なのですが、みなさんどう対応すべきかを悩んでいらっしゃ
います。
そんな中、さきほどのプリマス市の図書館をモデルにした取り組みが、日本でも広がっ

てきています。川崎市の宮前図書館や、宮崎県の日向市大王谷コミュニティセンターの図
書室では、認知症について学べる本のコーナーが作られています。また、病院には行きに
くいが図書館には足を運びやすいという方のために、地域包括支援センターの相談員の方
が定期的に来られて、図書館の中で気軽に相談ができるような工夫もされています。
荻上 図書館などの情報を提供する場所を通じて、
「自分も病院に行ってみようかな」と思
えるようなきっかけができるといいですよね。
認知症とユニバーサルデザイン
荻上 こんな質問も来ています。
「認知症にやさしいまちづくりには、ソフト面とハード面の課題があると思います。し
かし、ハード面に関する研究や議論が少ないように感じるのですが、どうなのでしょうか。」
河野 ハード面の工夫というと、なかなかイメージしにくいかもしれませんが、たとえば
バリアフリーの道路などは身体に障害がある方だけでなく、認知症の方も使いやすいもの
になります。
また、認知症の中でもレビー小体型認知症という症状の場合は視覚認知に障害が生じる
ため、ちょっとした段差が見えにくい、床に複雑な模様があると地面の状態が分からなく
て足が出しにくい、などの問題があります。たとえばトイレだと便座が見えにくく、どこ
に座ればいいのかわからない。イギリスでは、レビー小体型認知症の人たちも使いやすい
よう、便器がわかりやすい色使いになってい
ます。
出典：第 32 回国際アルツハイマー病協会国際会議
（ADI2017) 配布資料（Handout）

荻上 ただ、さまざまな立場の方に要望を聞
く中で、認知症の人は使いやすいデザインで
も他の障害の人は使いにくいという問題も起
こりそうですね。ユニバーサルデザインとし
ての規格をどう国際的に統一していくか、ま
だまだ課題がありそうです。
清川 たとえば障害を持つ若者が社長となっ
て立ち上げたミライロという企業では、
「バリア（障害）をバリュー（価値）に変える」と
いうコンセプトのもと、当事者が中心となってユニバーサルデザインのコンサルティング
などを行っています。このように、さまざまな障害を持つ方々や LGBT などのマイノリテ
ィ、そしてこれからは認知症の当事者の方も議論に参加していくことで、よりユニバーサ
ルなまちづくりが進められていくことを期待しています。
荻上 最後に、これからの認知症をめぐる私たちの課題とはどんなことでしょうか。
河野 認知症にやさしい社会を自分のこととして考えて、自分たちの手で作っていくこと
が重要なのだと思います。若い世代としては、自分たちの未来を自分たちでどう作ってい
くかという議論でもあるのです。
清川 認知症は医療や福祉だけの問題ではなく、企業や交通機関なども
含めてきちんと受け止めて考えていく時期に来ていると思います。
荻上 認知症にかかわる理念や現状を共有した上で、障害の枠組みを超
えて議論できるような場所をさらに増やしていくことが重要ですね。河
野さん、清川さん、ありがとうございました。
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