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     H.C.R. 2015 プレスリリース №5 発行：2015/09/24 

http://www.hcr.or.jp 
  
高齢者と障害者の自立のための 

 第 42 回国際福祉機器展 Int. Home Care & Rehabilitation Exhibition 2015  
   会  期：2015（平成 27）年 10 月 7 日(水)～9 日(金) 
   会  場：東京ビッグサイト 東展示ホール（東京都江東区有明） 
   出展社数：522 社・団体（日本 461 社・団体、海外 61 社）※見込み 
   開場時間：午前 10 時～午後 5 時     入 場 料    ：無料（登録制：当日または事前） 
   主  催：全国社会福祉協議会 保健福祉広報協会 
 

出展社ブース（14か国・1地域から522社）、各種イベントともにますます充実！ 

第 42 回目を迎える国際福祉機器展H.C.R.2015 は、介護・福祉機器の分野ではアジア最大、海外でも、ア

メリカのMedtrade、ドイツのREHACARE に次ぐ、世界トップクラスの規模の展示会です。 
 今年は、14 か国・1 地域から 522 社が出展し、高齢者・障害者が使いやすい食器・衣類から先端技術を積

込んだ福祉車両や電動車いすなどまで約 20,000 点の機器が展示されます。出展社の多くが昨年度よりさらに

展示ブースを拡大し、総展示面積 1,814 小間という、充実の規模で開催いたします。 
 
＜開催内容＞（予定、【 】の数字はプログラム№です） 

①福祉機器約 20,000 点を総合展示 【WEBにて来場者登録を受付中です！】 

②国際シンポジウム（10月 8 日） WEB での参加申込を締切りました～満席により当日参加申込は不可  

【1】介護サービス従事者をいかに確保するか？～ドイツ、米国、日本の比較から今後の課題とその対策を考える 

③H.C.R.セミナー（10月 7～9 日）【WEB にて参加申込を受付中です！】 

福祉職から一般、福祉利用者、家族までをそれぞれ対象として、以下をテーマに連日開催。 
〔会場／東京ビッグサイト・会議棟6F、共通資料（1 部1,000 円）配付〕 

【2】福祉施設における感染症の知識と対応 ～知っておきたい感染症対策のポイント 
【3】福祉施設の実践事例発表 ～役立つ活かせる工夫とアイデア 
【4】高齢者むけの住まいの種類と選び方 ～有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など 
【5】一般家庭における介護で腰痛にならないための基本技術 ～ボディメカニクスの理解と活用 
【6】障害者に対する差別の禁止と合理的配慮～障害者雇用促進法の改正及び障害者差別解消法の制定を受けて 
【7】ユニバーサルでエコなまちの創生 ～2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて 

〔会場／東京ビッグサイト・東展示ホール、先着順にて自由参加〕 

【8】はじめての福祉機器 選び方・使い方セミナー 
【9】高齢者むけの手軽な日々の食事 ～惣菜やレトルト食品をおいしくバランスアップ［高齢者の料理講座］ 

④出展社によるプレゼンテーション 
⑤H.C.R.特別企画  
〔会場／東京ビッグサイト・東展示ホール、先着順にて自由参加〕 

【10】アルテク講座 2015 ～身の回りにあるテクノロジー（アルテク）で創る豊かで楽しい生活 
【11】障害児のための「子ども広場」   【12】ふくしの相談コーナー 
【13】高齢者・障害者の生活支援用品コーナー ～いつまでも元気に働く「10のコツ！」展 

【14】福祉機器開発最前線  本紙にて出展製品リストをご紹介いたします！ 

【15】被災地応援コーナー                  その他にも、多彩なプログラムを実施予定 
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 福祉機器開発最前線のご案内 ～ 注目の最新製品を集中展示・デモンストレーション！  
 
高齢者・障害者の自立と介護を支援する福祉機器は、今や日常生活のさまざまな場面に浸透してきています。 
特に、ここ数年は、最新のテクノロジーを活用した福祉機器の開発がますます盛んになり、また、ロボット

技術を生かした機器の研究も進められるなど、高齢者・障害者の行動や自立生活の可能性を拡げてきました。 
H.C.R.2015 では、こうした動向を踏まえ、今年も福祉機器開発の最前線を紹介してまいります。 
今年は、経済産業省の「ロボット介護機器開発・導入促進事業」の対象製品 6 点、厚生労働省の「障害者

自立支援機器等開発促進事業」の対象製品 1点のほか、海外からの製品も含めた計 12 点の注目の最新機器を

リストアップしました。社会的問題となりつつある認知症による徘徊への対策を想定した機器をはじめ、移動、

排泄、コミュニケーションなどといったさまざまなニーズに応える新製品について、各企業のご協力のもと、

集中展示やデモンストレーションにより最先端の研究・開発に関する情報が発表される予定です。 
 
◇場所：東6 ホール内「特設会場C」 

＜出展企業・団体と展示・デモンストレーション予定の製品＞ 

1．RT.ワークス株式会社 … ロボットアシストウォーカーRT.１【移動支援（屋外）】 

2．NKワークス株式会社 … 3次元電子マット式見守りシステム【見守り支援（施設）】 

3．キング通信工業株式会社 … シルエット見守りセンサ【見守り支援（施設）】 

4．株式会社MTヘルスケアデザイン研究所 … ニンニンPepper 

5．株式会社Xiborg／株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 … ロボット技術を用いた義肢装具 

6．株式会社タカラトミー … OHaNAS（オハナス） 

7．兵庫県立総合リハビリテーション中央病院ロボットリハビリテーションセンター 

・兵庫県立福祉のまちづくり研究所センター … 改良型筋電義手 

8．富士機械製造株式会社 … 移乗サポートロボットT1【移乗介助（非装着型）】 

9．ナブテスコ株式会社 … 外出支援アシスト歩行車【移動支援（屋外）】 

10. 株式会社日本アシスト … ロボット便座 

11. 株式会社ネットワーク 21 … 独居高齢者の見守り･転倒検知システム【見守り支援（在宅）】 

12. Danish Technological Institute（デンマーク） … インテリジェント・ホスピタルベッド ‐ OPUS 5 

※国内企業は五十音順  ※№4から出展社に変更（1 社）がありました 
 

 2015年度版 福祉機器ガイドブックを刊行（9月15日より販売開始）  

 
H.C.R.では、最新の福祉機器情報をユーザーの皆さまに幅広く提供するために、出展各社の製品情報、企業

情報や、福祉機器の関連情報を掲載した「福祉機器ガイドブック」を毎年発行しております。 
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 本冊子は、H.C.R.インターネット情報サービスの「H.C.R.出展製品紹介ページ」内に掲載されている製品データ

を 1 冊にまとめたもので、企業名、製品区分(82 種類)、TAIS コードなどでの検索が可能となっています。 
 H.C.R.2015 に向けて、国内企業 273 社、海外企業 61 社からの約 1,700 点という、充実の最新福祉機器

情報を掲載し、9月 15日（月）に刊行、販売を開始いたしました。 
 
 出展企業ごとにH.C.R.会場の小間番号も記載されていますので、探したい製品を事前にチェックしたり、ご来場

の際に携帯いただくととても便利です。 
 本冊子は、H.C.R.会期中に会場の各ホール入口の「福祉機器ガイドブック販売所」で販売されるほか、H.C.R.
ホームページ内の「出版物のご案内」（http://www.hcr.or.jp/publish/index.html）からもお求めいただけます。 
            

・Ａ４判：246頁（カラー） 

・価格 ：1,000円（税込、送料別） 

・発行 ：2015年 9月 15日 

※「送料」と、「代金引換」もしくは「代金振込」に関わる手数料は申込者負担です 
 

H.C.R.2015 新製品の紹介／福祉機器ガイドブックより 

 
アイシン精機㈱  軽々スロープ ワイド【移動機器】                  価格：108,000 円～ 
～軽量・コンパクトで使いやすいスロープ～ 

●携帯式で必要なときに設置して使用できます。  ●アルミ・樹脂複合材による軽量設計。 
●高級感あるライトブラウン色。 
 
アイ・ソネックス㈱  USAKO シリーズ クビマクラ【ベッド用品】            価格：14,040 円 
～頭と首をしっかりサポートする摂食嚥下用マクラ～ 

頭や首を適切に保持できない方のための摂食嚥下用マクラです。頭頸部を適切に保持することで、摂食嚥下や呼吸

を楽にし、誤嚥防止の姿勢を提供します。背もたれ延長型のリクライニング式車いすに固定でき、頸部角度の調整

ができます。取り外してベッドでも使用できます。 
 
朝日産業㈱  Mr．ユリナー 簡単脱着 携行式収尿器【トイレ・おむつ用品】   価格：お問い合わせください 
～頻尿・尿失禁でお悩みの生活を劇的に変革させる収尿器～ 

本来の活動的なライフスタイルを取り戻し、積極的な外出・スポーツをサポートする極めて快適な収尿器です。お

むつや紙パンツの考えとは全く異なる衣服着用型で圧迫感が全くないことから装着時の違和感はほとんど感じませ

ん。実際に尿漏れに悩んだ方が試行錯誤の末に開発し、試作段階で既に多くの改良と利用実績を重ねた新商品。 
 
㈱エーアイジェイ  三輪歩行車 トライウォーカー【移動機器】              価格：35,100 円 
～アクティブシニアの「街中ウォーカー」～ 

小回りがきいて、狭い場所での方向転換が可能。足元の広さはゆったりなので、歩行車の中に身体が入り、前かが

がみを防止し、背すじを伸ばしてしっかり歩けます。コンパクトに折りたため、持ち運びに便利です。バスケット・

大型バッグは標準装備。ちょっとしたお出かけに、「歩くきっかけ」を作ってくれる「街中ウォーカー」です。 
 
㈱キザキ  水中ウォーキングポール【リハビリ・介護予防機器】              価格：22,000 円 
～水中で浮き立つ専用形状ポール～ 

水中でのトレーニングにポールを取り入れ効果をアップさせます。陸上で使うポールは、水中で手を放すと沈んで

しまいます。沈んだポールは水の中に潜れる人でなければ拾い上げられません。そこで、手を放してもグリップ部

分が水面上に浮かぶポールを開発しました。 
 
ケアメディックス㈱  ケアスロープ CS‐285C【建築・住宅設備】      価格：お問い合わせください 
～長さ 285cmの高段差対応モデル～ 

http://www.hcr.or.jp/publish/index.html
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●ケアスロープシリーズに、長さ 285cm の高段差対応モデルが新登場！ 段差 39cm（傾斜角度 8°）～73cm（傾

斜角度 15°）まで、高段差を解消！ 
●ハンドバンドを３ヵ所に備えることで、ひとり、または、ふたりでも運搬・設置が可能。 
●従来シリーズと変わらず、メンテナンスも簡単・時短・低コスト。ご自身で補修可能。日本製。 
 
㈱コアテック  微酸性次亜塩素酸水生成装置 コア・クリーン 25【福祉施設・住宅環境設備・用品】 
                                      価格：お問い合わせください 
～衛生管理に最適、生成水は食品添加物に適合～ 

コア・クリーン 25 は、食品添加物の殺菌料に適合した水を生成します。食材の殺菌（生色の殺菌）に使用できま

す。また、ハンドセンサー搭載で非接触で使用でき、また、200ℓ まで連続生成できます。ノロウィルス・食中毒

対策を含めた衛生管理に最適です。 
 
㈱シコク  ベストサポート手すり 微笑の撫子【建築・住宅設備】            価格：187,920 円 
～すり足状態に近い方にも安心して使える手すり～ 

スロープに手すりを取り付けることで、段差の昇降に不安がある方にも安心してお使いいただけます。歩行器や手

すりを使いながら歩かれる方専用の S タイプと、車いすでも使用できる M タイプがあります。手すりの高さは、

70・75・80の 3段階調節ができます。置くだけで簡単に設置できます。 
 
昭和貿易㈱  BRIDGE【移動機器】                    価格：430,000 円～（非課税） 
～快適に“座る”“走る”～ 

座幅・座奥・座角・背座角の調整ができ、座る方の体形に合わせたシートアレンジが可能です。また、420 ワット

のハイパワーモーターで安定した走行性と快適性を発揮します。車幅が 58cm とコンパクトで扱い易く、初めて電

動車椅子を運転される方にもおすすめです。 
 
積水ホームテクノ㈱  施設・病院向け｢大・中型浴室｣KGS シリーズ【入浴用品】 価格：お問い合わせください 
～自立支援から重度化対策まで、より使いやすく進化した浴室～ 

新しく進化した安心・安全の浴室。一人で簡単に浴槽やバスボードを移動でき、様々な入浴ニーズに対応可能な「ユ

ーザー可変」や、介護度に応じて機械浴槽やリフトを交換設置できる「浴槽交換」等の従来の wells バスの機能に

加え、設備の軽量化や排水性能の向上、設計対応力の向上など、より使いやすくなりました。 
 
㈱ソルクシーズ  センサーによる見守り支援システム「いまイルモ」【コミュニケーション機器・見守り機器】 

             価格：オープン価格 
～複数センサーを利用した最新見守りサービス～ 

機器に搭載された複数センサーで、日々の生活データを収集。インターネット経由でセンターに蓄積された情報を

スマートフォン、タブレット、PC 等を利用して、いつでも、どこでも、離れて暮らす方や介護の必要な方等の暮

らしぶりを、そっと見守る事ができるシステムです。オプションで徘徊検知対策機器の追加が可能です。 
 
大同工業㈱  楽ちんウォーカー【移動機器】                 価格：お問い合わせください 
～買い物に最適な電動アシスト機能付歩行車です～ 

歩行車に電動アシスト機能を付けており、操作スイッチを押せば、上り坂を楽に移動できます。下り坂では抑速機

能が働き、ご利用者の転倒を防ぎます。買い物かごを載せられるので、歩行車を利用し買い物もでき、坂道があっ

ても楽に歩行ができます。 
 
ダブル技研㈱  バイオクッション【衣類・着脱衣補助用品】          価格：お問い合わせください 
～けが・事故を防ぐ抜群の衝撃緩衝性クッションを発売！～ 

抜群のクッション性能で、お風呂場などの固い床や地面からくる足腰、身体への衝撃を緩和し、転倒などのケガ・

事故を未然に防ぎます。水はけもよく、足になじんで滑りにくくなっています。水も吸い込みません。ポリ塩化ビ

ニール発泡体を強靭なポリエステル繊維で補強しており、耐久性に優れ、長期使用ができます。 
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TiMoiton Japan㈱  電動昇降デスクユニット【日常生活支援用品】       価格：お問い合わせください 
～テーブルや作業台の昇降移動のために設計されております～ 

コラム式アクチュエーター、コントロールボックスがフレームと一体化された製品です。天板を取り付けるだけで

電動昇降テーブルとしてご使用いただけます。 
 
TOTO㈱  車いす対応洗面（コーナータイプ）【福祉施設・住宅環境設備・用品】      価格：147,960 円 
～狭い居室でも間口を広く確保できるコーナー設置洗面～ 

●居室コーナー壁に設置寸法 700mm とコンパクトに収まりアプローチ間口は 1520mm 確保できる車いす対応洗

面が新登場！ 
●コーナー設置の有効活用で車いす使用者・介助者の動作スペースを広く確保できます。 
●カウンターには角がなく、角でぶつけたりする心配がないので、安心してご使用いただけます。 
 
㈱ナカイ  ナカイの杖【移動機器】                     価格：お問い合わせください 
～段差、暗さの不安を解消！ 歩行が楽しくなります～ 

多機能付きステッキ！ 機能 1．杖の役割 機能 2．障害物（段差・行き止まり・凹凸など）を確認する役割 
機能 3．右利き左利き切り替え可能  機能 4．LEDライト（別売）をお好みで取り付け可能。 
 
西川リビング㈱  バスラベンダー【入浴用品】                     価格：375,840 円 
～自立を支援する、入浴介助をサポートするバスリフト～ 

四ヶ所に二重構造の吸盤が付いており、浴槽内に置くだけの簡単設置。背シートに安全ベルトがあり、安心して座

ることができます。座面下降時の脚挟みや下限位置においては安全装置が作動し下降を停止します。バッテリーは

リフレッシュ機能付きです。昇降回数は満充電時で約 25 回、充電時間は約 2時間です。 
 
日本光電工業㈱  みまもりテレケアシステム SUKOYAKA【コミュニケーション機器・見守り機器】 

         価格：お問い合わせください 
～やさしくみまもる。いつでもつながる。～ 

アクティブシニアの快適な毎日を支えながら、ご家族の｢気づかい｣を「あんしん」に変える、あたらしい「みまも

りサービス」です。どのように過ごされているか、いつでも参照することができます。また、体調変化の予兆や環

境の変化を検知すると、あらかじめ登録されたアドレス（最大 20 件）にメール送信。大切な人の「もしも」に備

えます。 
 
㈲ハッピーおがわ  ハッピールーファ【ベッド用品】                   価格：91,800 円 
～リバーシブルであらゆる方に対応できる静止型体圧分散マット～ 

【特殊寝台付属品】ソフトとハードを 1 枚に！ リバーシブル仕様なので、お好みの硬さでお使いいただけます。

高い反発力で腰の埋まり込みを防ぎます。寝返りしやすく、また、寝返り介助もサポートします。 
 
㈲ビューティフルライフ  可変式簡易洗浄器（頭・手・足洗浄器）【入浴用品】         価格：未定 
可変式の洗浄器として頭・手・足の洗浄を行うための製品。昇降機構と首振り機構により椅子やベッド上での介助

者への体勢に合わせて快適な洗浄を提供できます。軽量化により在宅訪問での持ち込みも可能です。 
 
㈱ミツバ  薄型駆動ユニット／電動歩行器【移動機器】            価格：お問い合わせください 
～薄型駆動ユニットを使用した電動アシスト式簡易型歩行器～ 

薄型駆動ユニットを使用した電動アシスト機能付き簡易型サドル付き歩行器です。軽量&コンパクトで、簡単に持

ち運びができます。また、歩行速度に合わせて任意の速度設定が可能です。ブレーキは電磁ブレーキを採用し（ア

クセルオフでブレーキ作動）、電源オフの時は足けり式の歩行器として使用が可能です。 
 
㈱モリトー  レール走行式追随型免荷リフト【リハビリ・介護予防機器】    価格：お問い合わせください 
～今までにない、レール走行式の免荷歩行訓練が実現！～ 

重度者向けの免荷リフトであり、三動作歩行などに合わせ、リフトが自動的に追随し、常にリフトとの重心位置を
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保ち歩行する事が可能です。そのため、歩行開始・停止時における身体の動揺を抑え、安定した歩行が可能となり

ます。 ※非常降下機能付き（手動）・緊急停止機能付き（ひもスイッチ）・高速落下時ロック機能付き・下降時ベルト緩み

検知機能付き 
 
ユーバ産業㈱  ザフィット【移動機器】                     価格：49,800 円（非課税） 
～業界初！ 座面の高さが変えられる歩行車～ 

業界初、座面の高さを 4cmピッチ 3段階に調節でき、使用者の身長や症状に合わせて使用可能。立ち上がりし易い

高さの座面に座ることで適度な休憩を含め、長く歩行できます。抑速機能付、手元で簡単に抑速がON・OFF でき

ます。ワンタッチ折り畳み、自立。ハンドル高さは 70～90cmの 6 段階調節。 
 
ヤマハ発動機㈱  軽量型電動車いす「タウニィジョイX PLUS＋」【移動機器】   価格：414,000 円（非課税） 
～「使いやすさ、乗りやすさ」と支える方への思いやり」～ 

室内など狭い場所での移動も行いやすい、コンパクトでスマートな 16 インチ軽量型電動車いすです。電動ユニッ

ト「ジョイユニット X PLUS＋」を搭載しています。 
 
㈱ユーエスマネジメンツ  DRACO【移動機器】                   価格：1,400,000 円 
～ドラコは座ったり立ったり、横に寝たり、幅広い使用を望む人の為に～ 

安全で快適なポジションにリクライニングできます。新機能によりフットレスト、アームレスト、背もたれがスタ

ンディングからリクライニングまで共調性のある動きを実現。精密なユーザーコントロールの動的制御 DX2 を使

用します（明るく目立つLED ディスプレイ付）。8 個のホイールを利用して半径 66cm、また、30cmの回転を可能

にしました。 
 
吉塚精機㈱  YMW‐KMG【移動機器】                  価格：300,000 円～（非課税） 
～マグネシウム合金製の超軽量自走式車椅子です～ 

マグネシウム合金にて本体を作成しているため、非常に軽く「がっしり」とした剛性も持っています。当社のマグ

ネシウム製ホイールと組み合わせると、従来の車椅子とは別次元の操作性を実現します。溶接レス本体のため、溶

接外れの問題がありません。また、前輪ブレーキを使用すると、乗り降りが、とても楽です。 
 
矢崎化工㈱  かいじょくん CKA‐K【義肢・装具】                   価格：15,120 円 
～たちあっぷに後付けできる手すり～ 

たちあっぷに取り付けて、立ち上がり、移乗、座位保持をサポートします。かいじょんくんの下は、支柱なども無

く足元が邪魔になりません。既存の「たちあっぷ」に後付けで取付できます。たちアップに対して、平行・直角・

斜め 45°の角度をつけて設置できます。掲載価格は、かいじょくんのみの価格となります。 
 
㈱安川電機  ReWalk【義肢・装具】                    価格：お問い合わせください 
～歩くを叶える、世界が変わる～ 

脊椎損傷（下肢麻痺）者向けの立って歩くための装具です。使用するには一定期間のトレーニング受講が必要とな

ります。個々人に合わせたサイズ調整、歩行設定により、快適な歩行を可能にします。 
 
㈱ランダルコーポレーション  パシオシリーズ【ベッド用品】             価格：554,040 円～ 
～アーゴノラインを採用した超低床ベッド～ 

超低床、床高 23.5cm の医療・高齢者施設用電動介護用ベッド。人間工学に基づいたボトムモーションにより背上

げ時のズレ・圧迫感をより軽減。トータル・ダブルブロック、マットレス幅は 91幅、83幅をご用意しております。 
 
㈱LIXIL  パブリック向けタンク式便器（掃除口付）【福祉施設・住宅環境設備・用品】 
                                      価格：お問い合わせください 
～高齢者施設に配慮した掃除口付き便器～ 

コンパクトな 6ℓ 洗浄のタンク式掃除口付便器です。前出寸法 725mmで、トイレ空間を広く使えます。掃除口は、

便器を取り外すことなく異物除去に便利です。タンクは衝撃に強い樹脂製で、誤って使用者が手をついても壊れに
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くく安心です。便器の鉢内はフチレス、外側も凹凸が少なく、拭きやすい形状です。高齢者施設にもおすすめです。 
㈱リッチェル  ラクリーンバッグ 12 枚入【トイレ・おむつ用品】           価格：1,944 円（税込） 
～バケツ洗い不要で、手軽で衛生的に排泄物を処理できます～ 

バケツ洗い不要で、介護者の負担を軽減。袋をポータブルトイレのバケツにかけてセットするだけ。尿 450ml をし

っかり吸収するパッドが入っています（尿 2～3回分を吸収）。尿を素早くジェル化することにより、アンモニア臭

の発生を抑制。付属のひもを引っ張り、袋の口を結ぶだけ。 
 

＊上記の製品は、H.C.R.2015 福祉機器ガイドブックにお申込みいただいた新製品のなかから、掲載内容が確定した

ものを順次社名アイウエオ順で紹介したものです。特段の選考によるものではありません。 

 

 イベントも見どころが満載！～国際シンポジウム・H.C.R.セミナー・特別企画  

 
１．国際シンポジウムに多数の参加申込をいただき、受付は〆切となりました 
 

1 頁目でもご紹介したとおり、わが国のこれからの介護サービス従事者確保の問題をテーマとする今年の

国際シンポジウムは、8月中旬から開始した参加申込は満席に達し、受付を締め切らせていただきました。 
また、当日の参加申込の受付は予定しておりませんので、ご承知おきください。 

 
２．H.C.R.セミナーでは、障害者の差別禁止と合理的配慮に関する政策動向と今後求められる対応、2020 年

のオリンピック・パラリンピックに向けたユニバーサルでエコなまちづくりなどもテーマに 
 

H.C.R.セミナー（1 頁参照）では、今年は、企業関係者むけセミナーとして、障害者雇用促進法の改正や

障害者差別解消法の制定などといった政策動向を受けて企業は具体的にどのような対応を取っていくべき

かや、2020 年の開催が決まったオリンピック・パラリンピックに向けた「ユニバーサル」で「エコ」な視

点でのまちづくりについての示唆など、さまざまなテーマでのセミナーなども予定されています。 
 
 10月 9日（金）13:30～15:00／会場：東京ビッグサイト・会議棟 6階「605-608会議室」 

障害者に対する差別の禁止と合理的配慮 ～ 障害者雇用促進法の改正および障害者差別解消法の制定を

受けて 
◆講師：長谷川 珠子 氏    福島大学 行政政策学類・法学専攻 准教授  

 
10月 9日（金）13：30～15：30／会場：東京ビッグサイト・会議棟 7階「701-701会議室」 

ユニバーサルでエコなまちの創生 ～ 2020東京オリンピック・パラリンピックに向けて 

2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピックは単にスポーツの祭典として実施されるだけ

でなく、環境への配慮、倫理性、持続可能な社会づくりへの貢献など、さまざまな価値の達成も同時に

求められています。 
国際オリンピック委員会では、オリンピックの開催によって実現されたユニバーサルで新しい価値を

生み出した成果を、オリンピックレガシー（遺産）と呼び、オリンピック以降も引き継いでいくことを

求めています。 
このセミナーでは、障害者の自立を促進するため半世紀にわたって障害者スポーツの普及に尽力して

いる社会福祉法人「太陽の家」の取り組み、高齢者、障害者の参加を得ながらアルミごみから水素エネ

ルギーを回収することで地域循環型社会づくりに取り組んでいるアルハイテック（株）の事例を紹介し、

ユニバーサルでエコな環境福祉国家の実現について提言します。 
 

基調講演：ロンドンを上回る 2020 東京オリンピック・パラリンピックの理念とは 
～環境福祉国家としての模範を示す 

◆講師：炭谷 茂 氏 社会福祉法人恩賜財団済生会理事長、社会福祉施設等の環境の取り組みに

関する研究会会長 

事例報告①：ユニバーサルな社会を目指して～太陽の家創立 50 年 
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    ◆中村 太郎 氏 社会福祉法人 太陽の家 理事長 

事例報告②：アルミごみから精製した水素エネルギーをユニバーサル・エコ・デザインに 

◆水木 伸明 氏 アルハイテック㈱ 常務取締役 

 

※注 1：内容や日程は予告なく変更する可能性がありますので、ご来場の際は最新情報をご確認ください。 
※注 2：各プログラムへの最新のご参加内容については、H.C.R. Web サイト（ww.hcr.or.jp）で順次ご案内

します。 
 

 日本自動車工業会からお知らせ ～ 「安心介護」を通じて福祉車両の関連情報を発信！  

 H.C.R.にも福祉車両などのご出展をいただいている自動車メーカーで構成する（一社）日本自動車工業会が、

WEB サイト「安心介護」上で福祉車両に関する情報発信活動を開始します。詳細は以下のとおり。 
 

福祉車両情報をわかりやすくまとめたエンドユーザー向けサイトを公開 

（日本自動車工業会×安心介護） 

「福祉車両ってなに？」「どんな車種を選べばいいの？」「福祉車両選びのポイントは？」など、福祉車両につ

いて知っていただきたいことがたくさんあります。 
そこで、一般社団法人日本自動車工業会（略称：JAMA）は、業界最大規模の専門家に介護の悩みを相談でき

るwebサイト「安心介護」（運営会社：株式会社エス・エム・エス）上で、福祉車両に関するさまざまな情報

を発信していきます！ 
また、メーカー各社の福祉車両開発秘話、開発者の想いなども連載記事でお届けします。 
これまでにも JAMA がお伝えしてきた「介護の負担を減らし暮らしを豊かに」という福祉車両利用の意義を

より幅広い皆様にお伝えしてまいります。 
 
◆連載概要 
◇「安心介護」上で 2015 年 10 月～2016 年 3月まで 6か月間、計 7 回 
第 1回 JAMA 正副部会長インタビュー 福祉車両で広がる可能性と JAMA の役割 
第 2回 H.C.R.2015 取材速報 国際福祉機器展で見たメーカー7 社の最新福祉車両 
第 3回 メーカー開発担当が語る福祉車両秘話と想い トヨタ自動車 
第 4回 メーカー開発担当が語る福祉車両秘話と想い 本田技研工業 
第 5回 メーカー開発担当が語る福祉車両秘話と想い 日産自動車 
第 6回 メーカー開発担当が語る福祉車両秘話と想い ダイハツ工業 
第 7回 メーカー開発担当が語る福祉車両秘話と想い いすゞ自動車 

 
◆サイトURL  
 http://ansinkaigo.jp/contents/jama/special_top.html 
 
◆【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社エス・エム・エス 事業担当 原 伊織 
住所：東京都港区芝公園 2-11-1 住友不動産芝公園タワー 電話：03-6721-2445  
e-mail：info@ansinkaigo.jp 

 
H.C.R. 2015 事務局 

(財)保健福祉広報協会 
〒100-8980   東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 5F 

TEL. 03-3580-3052 FAX. 03-5512-9798 
http：//www.hcr.or.jp 

http://ansinkaigo.jp/contents/jama/special_top.html

