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「まだ必要ない」
「こんなもの使わな
そんなこと

たろう君とお父さんの

福祉用具よもやま話①

そう ！ それ︑片手で火着けられるか？

理科の時間に使ったよ︒

お父さん

……

ライターは︑片手でも火を着けられるよな？

う〜ん︑片手じゃ無理かな

お父さん

わかった ！ 片手が使えない人のためだったんだ︒

たろう君

たろう君

そうだよ︑便利な道具を使えば︑どんどん豊かになる︒

失敗してやけどするかも︒

お父さん

孫の手 ！ それから〜スマホ ！

他に便利な物って何がある？

たろう君

へ〜おもしろいね︒

福祉用具が必要なほどではない？

福祉用具って特別な道具では？

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

お元気な方に「福祉用具」をご案内すると、
「まだ必

福祉用具とは、「生活を便利にする生活用具、機能訓

要ない」
「こんなもの使わない」
「大げさ」といわれて

練用具、機能を補いできないことを少なくするための

しまうことがしばしばあります。これまで自力で生活

用具」という 3 つの定義があります。難しく感じるか

してきた方にとって福祉用具を利用することはどこか

もしれませんが、決して特別なものではありません。

屈辱的に感じ、道具に頼るということにマイナスイメー

例えば、メガネやライター。使っている人にとっては、

ジを持たれる方が多くいます。

それなしでは生活できなくなる道具です。これらも広

でも、昔から「備えあれば憂いなし」という言葉が

い意味では福祉用具の仲間です。私たちは生活の中で

あるように、事前に知識だけでも得ておくことは大切

さまざまな道具を使って便利に過ごしています。福祉

なことなのです。誰でも年齢とともに身体の機能は低

用具もそれらの道具と同じ「生活を便利に豊かにする

下します。実際に、不都合が起きてしまってからでは

ための道具」なのです。

遅いのです。
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お父さん

ろく

たろう君 お父さん︑数字の﹃ ６ ﹄は福祉用具じゃないんだね︒

お父さん どうして？

たろう君 だって片手じゃできないもん ！
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い」「そんな大げさなもの要らない」
ありませんよ
知ればわかる 試してわかる

福祉用具ってなに
なに
たろう君

お年寄りや︑体に障害のある人が

福祉用具ってどんなもの？

ふ〜ん︑じゃあ普通の人は使っちゃいけないの？

お父さん

たろう君

そんな事はないよ︒

楽に暮せるように工夫された道具の事だよ︒

お父さん
最初は福祉用具として作られたものでも︑

便利だから普通に使われるようになったものもあるよ︒

例えばこのメガネ ！

えっ︑ライターが？

めがねを掛ければ小さい字がよく見えるようになるだろ︒

たろう君

マッチは︑知ってる？

……

お父さん

知ってる ！ マッチ売りの少女が火を点けるやつ︒

ほかにはライターとかも

たろう君

どんな福祉用具があるの？ どうすればいいの？

ることが必要なのです。実際の道具を手にとって、使

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

う方と一緒になって考える。なごや福祉用具プラザは

インターネットの普及で家に居ながらにしていろ

そんなところです。

いろな情報が得られるようになりました。でも、本当
に必要なものなのか？

それを使うことによって本当

に生活が豊かになるのか？

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

見極めることは、案外難

どんなものを使えばいきいきとした生活が送れるの

しいものです。マンガでは、未来の世界の猫型ロボッ

か、家族や友人たちと楽しい時間を過ごすにはどうし

トがやってきてタッタラタッタッター♪と便利な道具

たらいいのか……

を出してくれますが、いつも失敗していますよね。福

なごや福祉用具プラザで

祉用具も、ちょっとそれに似たところがあるのです。

一緒に考えましょう

ただ単に、便利だから、欲しいからというのではなく、
本当にその人らしく生活するための道具を一緒に考え
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新ネタ発信

なごや福祉用具プラザ
追加常設品のご紹介です。

▲

その他ご紹介できなかった半年間の期間限定の新製品、追加常設品
もあります。是非一度プラザまで足をお運びになって、福祉用具に触
れてお確かめください。
ホームページでは過去に紹介した常設品もご覧いただけます

座面付固定型歩行器
Rec01
参考価格

38,000円
（税別）
特

徴

参考価格

65,000円（税別）
特

徴

歩行器に座面を付
ける事により① 歩
行器として②腰掛
として③立ち上が
り 支 持 物 とし て
様々な場面でご使
用できます。

体圧分散に優れた
座面形状で長時間
座ることができま
す。座面を前後、上
下に三段階に調整
でき、生活シーンに
適した座位保持が
出来ます。

ライトミニM

カール・コンパクト

参考価格

26,500円
（税別）
特

徴

参考価格

110,000円（税別）
特

徴

お買い物カゴが載
せれるミドルカー。
座面内側内部にカ
ゴ止めバンドが 搭
載 さ れ 、買 い 物カ
ゴが固定できます。

全幅が56．
5cm（自
走型）51．
0cm（介助
型）の2種類あり。狭
い間口も通りやすい
車いすです。女性の
方でも安心してご利
用いただくことが可
能です。介護者の目
線にも配慮しました。

スマートクラッチ・ジーニアス
レギュラー

レインコート

参考価格

39,800円（非課税）
特

徴

腕 の 角 度を1 5 度
から90度まで変え
られ 、手 や 手 首 へ
の負荷が軽減され
るカラフルでスタ
イリッシュな人間工
学に基づいた松葉
杖です。
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スポッとチェア

参考価格

15,000円（税別）
特

徴

長時間着用しても蒸
れにくい素材を使用
し、風による巻き上げ
を防ぎ、雨の日でも安
心してお出かけでき
ます。

なごや福祉用具プラザでは、年 2 回の常設品展示の選定と毎月
の新製品展示の選定を行っています。新しい機能や工夫がある福
祉用具が増えています。是非、一度ご覧になってお確かめください。
参考価格は税抜表示となり、購入時は表示価格に加え、消費税 8％が必
要となります（非課税品目を除く）。
※「特徴」の項目は、申請企業の説明文を転記しております。
※試用体験や製品に関するお問合せは、なごや福祉用具プラザのカウン
ターまでどうぞ。

男性用収尿器
「Mr.ユリナー」
参考価格

12,000円
（税別）
特

徴

ピタ・シート
クッション55
参考価格

10,000円（税別）
特

徴

服を着たまま僅かな手順
で簡単脱着。シリコン製の
レシーバーは、ペニスに負
担を与えません。頻尿、尿
失禁の方、スキントラブル
でお悩みの方に最適。立
位、座位に対応（臥位は非
対応）
できます。

立 体 格 子 状ジェ
ル に より 、除 圧
性・通 気 性・耐 久
性 に 優 れ 、清 潔
で 快 適 、長 時 間
座っていても疲
れにくく使 い 勝
手の良いクッショ
ンです。

ウエストクッション

gooper
グーパー（1本）

参考価格

8,800円
（税別）
特

徴

「なんでもくっつく接着シ
ート」が生活をサポート!
日常の快適な生活をサポ
ートいたします。

早快マジック
レギュラー
参考価格

1,900円
（税別）
特

徴

日本転倒予防学会推奨品。
病院や施設で滑りにくい。
底と中底が柔らかく足に
優しい。通気性に優れたメ
ッシュ生地で蒸れにくい。
洗濯機での洗濯可能。

参考価格

350円（税別）
特

徴

首元の小さいタートルネッ
クやTシャツ、Yシャツ、下
着など首元を伸ばすこと
なく衣類に入れ、握った手
をパッと開くだけで掛ける
事が出来ます。

GPSウォークZ
参考価格

9,800円（税別）
特

徴

小型GPS機器を内蔵でき
る靴になっています。中敷
き下 の 収 納スペ ースに
GPSを取り付けることで、
簡単に位置情報が得られ
ます。
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フィンランド報告

内閣府 地域課題対応人材育成事業
「地域コアリーダープログラム」

Esteri(エステリ ヘルシンキ市の
アクセシビリティ施策でバリアフ
リーの研究・教育を行う）
雪の多いフィン
ランドの玄関に
ある靴の雪落
としの道具
団員とお世話になった派遣コー
ディネーターと通訳さんと一緒に

障害者の暮らしを支える
「パーソナル・アシスタンス（PA）制度」
2009 年より施行されたPA 制度（障害
者サービス法により各自治体に義務付
けられた）があります。利用者が自らPA
（資格の有無を問わない）を決定して契
約を交わします。PA の介助に関わる費
用を公的に負担し、障害者が家族に大
きな負担をかけることなく、自立生活と
社会参加を可能にするものとされていま

「会話をする時、内向的なフィンランド

す。趣味や社会参加の時間（上限あり）

人は自分の靴を見る、社交的なフィンラ

が保障されている部分は日本との違い

昨年10月9日〜18日H28 年度内閣府

ンド人は相手の靴を見る」というフィン

を感じました。

青年国際交流事業地域課題対応人材育

ランド人を表すジョークがあります。派

成事業「地域コアリーダープログラム」

遣コーディネーター曰く、正直であり、

フィンランド派遣団（障害者分野）団員

大げさな表現はしない。表情が少なく

としてフィンランドの障害者の暮らしや

怒っていると勘違いされるが、会話の沈

障害者と言っても様々です。フィンラ

それを支える取組みなどを学んできまし

黙も気にならない穏やかな国民性だと

ンドも日本も変わりません。
「Nothing

たのでご報告します。

いうことです。

about us, Without us（私 た ち 抜 き に、

Moi Moi（モイモイ：フィンランド語で
「こんにちは」
）
、相談員の長尾です。

障害者の暮らしを支える
取組み「FOR ALL」

社会保健省でフィ
ンランドの障害者
施策の概要説明
障害者施策の財源の
一つになっているスー
パーで見かけたスロッ
トマシーン

フィンランドってどんな国？

「障害者の暮らしやすさ〜
社会参画に向けて〜」

私たちのことを決めないで）」で有名な
障害者の人権を保障する国連障害者権
利条約（CRPD）があります（2014 年に日

「Accessibility For All」
「Culture For

本も批准）。フィンランドの障害者団体

All」など「FOR ALL」と名のつく取 組み

や行政の部署のトップには当事者がいま

が多くありました。まだ少ない状況です

した。また障害種別を超えた当事者団

が、街中には横断歩道から歩道に上が

体のネットワーク（障害者フォーラム）の

る場所に車椅子ユーザー向けのスロープ

活動もあり、CRPD 批准に伴い、国内法

状の部分と視覚障害者向けに段差が確

の障害者サービス法改正につながる大

認できる部分がありました。障害者だけ

きな成果をもたらしました。制度やバリ

でなく、
「すべての人のため…」として、

アフリーなどの社会的な環境を整えるこ

より多くの人へのバリアフリーに向けた

とも大切です。そこに障害者の意思決

取組みと感じました。

定・社会参画が当たり前に行われるよう

フィンランドはサウナ、サンタクロース、

な当事者の活動・支援から人権につい

オーロラ…でよく知られていますが、北

ても改めて考え、学ぶ貴重な機会となり

欧（北ヨーロッパ）の一つとして福祉が

ました。

充実していることでも有名です。ロシア

Kiitos!（キートス：フィンランド語で「あ

とスウェーデンの間にあり、他国に統治

りがとう」
）

された経験を持つフィンランドは、今年
独 立100 周年を迎えます。国土面積は
34万㎢（日本と同じくらい）で、人口は
540万人（日本の22 分の1）です。
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車椅子ユーザ―・視覚障害者の双方が利用しやすい
工夫

ヘルシンキ
大聖堂の前で
団員と一緒に

リサイクル
相談事業部 より

不用になった福祉用具を有効活用するために、
譲りたい方と譲ってほしい方との橋渡しを行っています。

リサイクル情報コーナーは、福祉用具の「譲りたい」
「譲って
ほしい」という情報を登録していただくと、条件のあう方同士
をこちらでお探しして、ご紹介しています。
現在のリサイクル情報

これまで相談に寄せられた事例

■「ゆずりたい」登録状況

昭和区 「車いすを譲ってほしい」

介護保険の要介護 2 の認定を受けたが、毎日デイサービ
ス利用のため、車いすレンタルを利用すると限度額超えてし
まうので困っていましたが、ゆずっていただいてとても助かっ

コンパクト介助用車いす
ポータブルトイレ

中村区 「入浴用車いすを譲ってほしい」

購入するには、制度利用が難しく経済的にも困っていたの
で、ゆずっていただいて安全に入浴でき助かっています。
昭和区 「紙おむつを譲りたい」

使いかけで封が開いた尿取りパッドなど処分に困っていま
したが、欲しい方に使っていただけて嬉しかったです。

シャワーチェア

段差解消機

■「ゆずって」登録状況
3 モーターベッド

ています。

子ども用歩行器

歩行器

スロープ

手動車いす
バスボード

介助用車いす
座位保持クッション

◆リサイクルの登録情報は、電話でお問い合わせください。福
祉関連団体などへ毎月1回FAXで最新情報を提供するサー
ビスも行っています。
◆福祉用具の購入、レンタルや住宅改修のご相談も承ってお
ります。
（各種優良中古福祉用具の販売も行っております。）

なごや 福祉用具普及協議会代表事業者

㈱メディ. ケア

リサイクル相談事業部

昭和区御器所通 3-12-1

御器所ステーションビル 3F

なごや福祉用具プラザ内

TEL（052）851-0059 FAX（052）851-0151

営業時間：10：00〜18：00／休業日：月曜日、祝休日、年末年始（月曜日が祝休日の場合、火曜日も休み）
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第20回 国際福祉健康産業展

第20回 国際福祉健康産業展

2017 ウェルフェア2017レポート

2017年5月18日（木）〜20日（土）

ウェルフェアは、平成10 年の第1回開催から今年度で20 回目を

させていただきました。

迎えました。事業団としては、第1回から出展していますが、第 2 回

今年度は、名古屋市障害者スポーツセンターと共同出展したこと

からは主催団体の一つとしてこのイベントに関わってきました。以

もあり、競技用車いすと介助用車いすの体験等では、お互いに協力

前と比べて、出展内容も変わってきていますが、東海地区で最大規

し合いながら、来場者の皆さまに、様々な福祉用具を体験してもら

模の福祉関連イベントですので、今年度も73,767人の方が来場さ

いました。その他にも、
「リオ 2016 パラリンピック競技大会の写真

れました。

展」
、夏季パラリンピック競技種目である「ボッチャ」と「車椅子バス

なごや福祉用具プラザのブースでは、生活の中で福祉用具を使う

ケットボール」の模擬体験を行いました。子どもから大人まで多くの

イメージを持ってもらうため、簡易なモデルルームをつくり、子ども

方が体験され、体験コーナーは大いに盛り上がり、障害者スポーツ

部屋、ダイニング、浴室、トイレ等のスペースに福祉用具を展示しま

を多くの方に知っていただく機会になったのではないかと思います。

した。また、技術ボランティアの方々にもご協力いただき、自助具・

今回のウェルフェア 2017への出展にあたり、多くの方々にご協

被服・パソコングループが製作した道具・衣類の展示や活動報告を

力をいただきました。ありがとうございました。

至 今池

社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団

地下鉄8番出入口
エレベーター

なごや福祉用具プラザ
舞
鶴

線
本
央
中

地下鉄
鶴舞線

御器所通

御器所

滝子通
高辻

川名
広路通7

新瑞橋方面から
右折不可

檀渓通4

●ホームページ http://www.nagoya-rehab.or.jp ●電子メール n-plaza@nagoya-rehab.or.jp
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発行日／平成29年7月15日
編集・発行／なごや福祉用具プラザ

暮らしほっとワーク

この広報誌は再生紙（古紙
パルプ配合率100％、白色
度83％）
を使用しています

地下鉄
２番出口

エスカレーター

エレベーター
駐車場出入口
70台

桜山
桜山

（月曜日が、祝日にあたる日は翌日も休みになります）

暮らしほっとワーク第61号

地下鉄
３番出口

阿由知通

荒畑

昭和
区役所

地下鉄桜通線

御器所通

国道
153号線
川原通7

至 川名

吹上公園

鶴舞公園

御器所通

田代本通

東郊通2

吹上ホール
阿由知通

鶴舞

至 東別院

丸田町

阿由知通

〒466-0015
名古屋市昭和区御器所通
3丁目12-1
御器所ステーションビル3F
TEL（052）851- 0051
FAX（052）851- 0056
●営業時間/
AM10:00〜PM6:00
●営業日/火曜日〜日曜日
●休業日/
月曜日・祝休日・年末年始

昭 和
区役所

御器所
ステーション
ビル 3F

阿由知通四

至 新瑞橋

バックナンバーはこちらからご覧いただけます。

