
　 

“認知症の人にやさしいまちづくり”のすすめかた

入場無料
定員４００人
※午前（基調講演）のみ 

事前申し込み

主催　町田市高齢者福祉課　　協力　桜美林大学

町田市では、「認知症の人にやさしいまち」の実現に向けて、認知症の人とその家族をはじめ、医療福祉関係者、行政、企業、ＮＰＯ、学術研究者で話し合いを行い「１
６のまちだアイステトメント（文章）」を作成しました。これは、「認知症の人にやさしいまち」のあるべき姿を認知症当事者の視点で表したもので、まちづくりを担う
人たちが目指す目標となるものです。昨年度、すでにこの目標に向けて先進的に取り組んでいる人たちが一堂に会し、「“認知症の人にしいまちづくり”のはじめかた」を
テーマに「まちだDサミット」を開催し、取り組みを紹介するとともに、認知症の人とともにこれからのあり方を議論しました。　今年度は、テーマを「“認知症の人に
やさしいまちづくり”のすすめかた」とし、認知症の人にやさしいまちづくりをさらに広げ、進めるために、認知症の人の視点から、暮らしの様々な場面における現在の
町田市の姿をとらえ、認知症の人とともに関係者でこれからのすすめ方を考えます。

１０：００～１２：００
福祉ジャーナリスト 町永俊雄氏による基調講演、市内に暮らす認知症の人のあ
りのままの暮らしを撮影したドキュメントムービーの上映、ＮＰＯ法人町田市
つながりの開ＤＡＹＳＢＬＧ！理事長 前田隆行氏とのディスカッション

１３：００～１７：００
認知症当事者の生活の場面で暮らしやすいまちになるための９つのセッション

基調講演：町永俊雄
1947年東京都生まれ。1971年ＮＨＫ入局。「おはようジ
ャーナル」キャスターとして教育、健康、福祉といった生
活に関わる情報番組を担当。2004年からは「福祉ネットワ
ーク」キャスターとして、うつ、認知症、自殺対策などの
現代の福祉をテーマに、共生社会の在り方をめぐり各地で
シンポジウムを開催。現在は、フリーの福祉ジャーナリス
トとして活動を続けている。

ディスカッション：前田隆行
NPO法人町田市つながりの開ﾃﾞ
ｲｻｰﾋﾞｽDAYSBLG!理事長。特定非
営利活動法人若年認知症サポート
センター理事。特定非営利活動法
人認知症フレンドシップクラブ・
アドバイザリーボード。 JDWG
パートナーナー。

2 0 2 0 年 2 月 1 5 日 （ 土 ）  
１ ０ ： ０ ０ ～ １ ７ ： １ ５

＜開場９：３０＞
会場：桜美林大学町田キャンパス　太平館（町田市常磐町3758）

まちだ Dサミット2
Machida D Summit 2

Dサミットとは
認知症の人とともにまち
づくりを実践する人々
と、これから関わる人の
集う場です。

町田市では、「認知症の人にやさしいまち」の実現に向けて、認知症の人とその家族をはじめ、医療福祉関係者、行政、企業、Ｎ
ＰＯ、学術研究者で話し合いを行い「１６のまちだアイステトメント（文章）」を作成しました。これは、「認知症の人にやさし
いまち」のあるべき姿を認知症当事者の視点で表したもので、まちづくりを担う人たちが目指す目標となるものです。昨年度、す
でにこの目標に向けて先進的に取り組んでいる人たちが一堂に会し、「“認知症の人にやさしいまちづくり”のはじめかた」をテーマ
に「まちだDサミット」を開催し、取り組みを紹介するとともに、認知症の人とともにこれからのあり方を議論しました。今年度
は、テーマを「“認知症の人にやさしいまちづくり”のすすめかた」とし、認知症の人にやさしいまちづくりをさらに広げ、進めるた
めに、認知症の人の視点から、暮らしの様々な場面における現在の町田市の姿をとらえ、認知症の人とともに関係者でこれからの
すすめ方を考えます。
１０：００～１２：００ 

福祉ジャーナリスト 町永俊雄氏による基調講演、市内に暮らす認知症の人のあ
りのままを撮影したドキュメントムービーの上映、ムービーに登場した認知症
当事者のみなさんと町永氏、NPO法人町田市つながりの開（デイサービス 

DAYS BLG!）理事長の前田隆行氏によるディスカッション

１３：００～１７：００ 
認知症当事者の生活の場面で暮らしやすいまちになるための9つのセッション

ディスカッション：前田 隆行 氏
NPO法人町田市つながりの開
（デイサービスDAYSBLG!）理事
長。特定非営利活動法人若年認知
症サポートセンター理事。特定非
営利活動法人認知症フレンドシッ
プクラブ・アドバイザリーボー
ド。 JDWGパートナー。

基調講演：町永 俊雄 氏


1947年東京都生まれ。1971年ＮＨＫ入局。「おはようジャ
ーナル」キャスターとして教育、健康、福祉といった生活
に関わる情報番組を担当。2004年からは「福祉ネットワー
ク」キャスターとして、うつ、認知症、自殺対策などの現
代の福祉をテーマに、共生社会の在り方をめぐり各地でシ
ンポジウムを開催。現在は、フリーの福祉ジャーナリスト
として活動を続けている。

　 　　 　

　 
主催　町田市高齢者福祉課　　協力　桜美林大学

2 0 2 0 年 2 月 1 5 日 （ 土 ）  
１ ０ ： ０ ０ ～ １ ７ ： １ ５  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜開場９：３０＞  会場：桜美林大学町田キャンパス　太平館（町田市常盤町3758）

“認知症の人にやさしいまちづくり”のすすめかた

まちだDサミット2



１０：００～１２：００　認知症の人の目線で、現在の町田市の姿を伝えるコンテンツ
１０：０５～１０：３５　基調講演/町永 俊雄 氏
１０：４５～１１：１５　ドキュメントムービーの上映
１１：２０～１２：００　認知症をもつ当事者によるトーク

　　　　 ２０２０年１月６日（月）～２月１３日（木）まで
午前（講演）のみ事前申込、午後（９つのセッション）の申込は不要
※申込多数の場合は、受付を終了する場合があります。

　　 電話、ホームページでお申込いただけます。
◇町田市イベントダイヤル （042-724-5656)
※申込受付時間は、7：00 ～ 19：00、申込初日のみ、正午から受付
◇まちだDマップ　https://www.dementia-friendly-machida.org
「Dサミット申込フォーム」からお申込みください。
※QRコードから直接「Dサミット申込フォーム」へアクセスできます。

お問い合わせ　町田市高齢者福祉課地域支援係（042-724-2140）

　　 桜美林大学町田キャンパス  太平館
東京都町田市常磐町３７５８
JR淵野辺駅から無料スクールバスで約８分

受付期間 会場

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄムービーに登場した認知症をもつ当事者のみなさんと町永氏、NPO法人
町田市つながりの開理事長の前田隆行氏によるトーク

申込

※駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

１３：００〜１７：００「“認知症の人にやさしいまちづくり”のすすめかた」を考える９つのセッション
〜生活に密着した場面で、認知症の人の目線で、より暮らしやすいまちにするためのヒントをみんなで考える〜

A会場（A201） B会場（A202） C会場（A303）

13：00
～

14：00

カフェ 介護施設 お金 こと

平田 容子 氏 久松 信夫 氏 熊倉 千雅 氏

NPO法人ひまわり 会「まち 保健室」、「認知症とともに歩む人・本人
会議」 発起人

これまで 経験を活かし本人会議メンバーとそ 家族と共に「認知
症 たび」をサポーターとして歩む。町田市主催� Ｄカフェ・ファシリ
テーターを担当。

桜美林大学健康福祉学群 ������教授

高齢者福祉や認知症ケアについて社会福祉 視点から研究に取り組
む。社会福祉専門職（社会福祉士）とともに社会福祉 視点から、認
知症 早期発見と早期対応 あり方を探り続けている。

社会福祉士、精神保健福祉士

市社会福祉協議会 地域福祉コーディネーター、高齢者福祉施設
相談員を経て、くまくら社会福祉士事務所を開業。今 成年後見に関
わる活動が主となっている。大切にしていること 〈誠実であること〉〈謙
虚であること〉〈感謝を忘れないこと〉。

14：15
～

15：15

しごと 家族 視点 お出かけ

松本 礼子 氏 佐藤 美由紀氏 能勢 光 氏

NPO法人「ひまわり 会」代表、NPO法人「認知症フレンドシップクラブ」

町田事務局代表、「ＨＡＴＡＲＡＫＵ認知症ネットワーク町田」代表

認知症当事者 本人会議、働く認知症 人 竹林整備事業、Dカ
フェ、歌う会 主催、認知症講座、講演会、まち 保健室 相談活
動、など、認知症になってもそれまで 暮らしが続けていけるた
め 課題を探っている。

佐久大学看護学部　教授

町田市認知症友 会と共に「認知症 人 家族介護者実態調査」を
実施。調査結果から見えてきた介護問題を家族介護者、市民、関係
機関と共有し、解決策 検討と計画、実践、評価までを協働することを
通じて、認知症にやさしいまちづくりを目指す。

株式会社アイペック

リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ町田木曽西店　施設長（介護福祉士）

学生時代 家族介護をきっかけに介護業界へ就職。「地域インフラを
豊かにする」という企業ミッションを胸に、現在 認知症� 方々 外
出時 不安を少しでも和らげる「Ｄトイレ」 普及を目指して、当事
者 声 聴き取りや広報活動に奔走する。

15：30
～

16：30

学ぶ 病院 買い物

浅沼 直樹 氏 村山 秀人 氏 岡田 誠 氏

社会福祉法人 町田市福祉サービス協会�介護福祉士、

東京都認知症介護指導者

特別養護老人ホーム、認知症対応型通所介護にて認知症ケアに
従事。2018年より書店協力 もと、ブックフェアを契機に「認知症 本
人 エッセイ」 周知活動に取り組む。

医療法人財団明理会鶴川サナトリウム病院�医療相談室ソーシャル
ワーカー

鶴川サナトリウム病院認知症疾患医療センター専従相談員。町田市
認知症施策推進協議会副会長。認知症地域支援推進員として、町田
市� 認知症施策、地域連携 推進に従事。

認知症フレンドリージャパン・イニシアチブ  共同代表理事、富士通株式会社

フィールド・イノベーション本部  フィールド・イノベーション特命プロジェクト員、国

際大学GLOCOM 客員研究員

2011年に国際大学GLOCOM、認知症フレンドシップクラブと 3組織共同プロ

ジェクト「認知症プロジェクト」を立ち上げ、 2013年認知症フレンドリージャパン・

イニシアチブ (DFJI)を設立。慶應義塾大学と 協働プロジェクト「旅 こと  認知
症ともによりよく生きるヒント」共同編著者。

※モデレーター 都合で時間割り振りや会場が変更になる可能性もあります。

１３：００～１７：００　「“認知症の人にやさしいまちづくり”のすすめかた」を考える９つのセッション
～生活に密着した場面で、認知症の人の目線で、より暮らしやすいまちにするためのヒントをみんなで考える～

１３：００〜１６：３０「“認知症の人にやさしいまちづくり”のすすめかた」を考える９つのセッション
〜生活に密着した場面で、認知症の人の目線で、より暮らしやすいまちにするためのヒントをみんなで考える〜

A会場（A201） B会場（A202） C会場（A303）

13：00
～

14：00

カフェ 介護施設 お金 こと

平田 容子 氏 久松 信夫 氏 熊倉 千雅 氏

NPO法人 まわり 会「まち 保健室」、「認知症とともに歩む人・本人
会議」 発起人 一人。これまで 経験を活かし本人会議メンバーと
そ 家族と共に「認知症 た 」をサポーターとして歩む。町田市主催
Ｄカフェ・ファシリテーターを担当。

桜美林大学健康福祉学群 教授
高齢者福祉や認知症ケアについて社会福祉 視点から研究に取り組
む。社会福祉専門職（社会福祉士）とともに社会福祉 視点から、認知
症 早期発見と早期対応 あり方を探り続けている。

東京社会福祉士会 権利擁護センター あとなあ東京 センター長
市社会福祉協議会 地域福祉コーディネーター、高齢者福祉施設
相談員を経て、くまくら社会福祉士事務所を開業。今 成年後見に関
わる活動が主となっている。大切にしていること 〈誠実であること〉〈謙
虚であること〉〈感謝を忘れないこと〉。

14：15
～

15：15

しごと 家族 視点 お出かけ

松本 礼子 氏 佐藤 美由紀氏 能勢 光 氏
NPO法人「 まわり 会」代表、NPO法人「認知症フレンドシップクラブ」

町田事務局代表、「ＨＡＴＡＲＡＫＵ認知症ネットワーク町田」代表

認知症当事者 本人会議、働く認知症 人 竹林整備事業、Dカ
フェ、歌う会 主催、認知症講座、講演会、まち 保健室 相談活動、
など、認知症になってもそれまで 暮らしが続けていけるため 課題を
探っている。

佐久大学看護学部　教授
町田市認知症友 会と共に「認知症 人 家族介護者実態調査」を
実施。調査結果から見えてきた介護問題を家族介護者、市民、関係機
関と共有し、解決策 検討と計画、実践、評価までを協働することを通
じて、認知症にやさしいまちづくりを目指す。

株式会社アイペック　

リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ町田木曽西店

施設長（介護福祉士）

学生時代 家族介護をきっかけに介護業界へ就職。
「地域インフラを豊かにする」という企業ミッションを胸に、現在 認知症
方々 外出時 不安を少しでも和らげる「Ｄトイレ」 普及を目指し

て、当事者 声 聴き取りや広報活動に奔走する。

15：30
～

16：30

学ぶ 病院 買い物

浅沼 直樹 氏 村山 秀人 氏 岡田 誠 氏

町田市福祉サービス協会小山田在宅高齢者サービスセンター管理者 
認知症介護指導者
特別養護老人ホーム、認知症対応型通所介護にて認知症ケアに従
事。

2018年より書店協力 もと、ブックフェアを契機に「認知症 本人 エッセ
イ」 周知活動に取り組む。

医療法人財団明理会鶴川サナトリウム病院。医療相談室ソーシャル
ワーカー。
鶴川サナトリウム病院認知症疾患医療センター専従相談員。町田市認
知症施策推進協議会副会長。認知症地域支援推進員として、町田市
認知症施策、地域連携 推進に従事。

認知症フレンドリージャパン・イニシアチブ  共同代表理事、富士通株式会社

フィールド・イノベーション本部  フィールド・イノベーション特命プロジェクト員、国

際大学GLOCOM 客員研究員

2011年に国際大学GLOCOM、認知症フレンドシップクラブと 3組織共同プロ

ジェクト「認知症プロジェクト」を立ち上げ、 2013年認知症フレンドリージャパン・

イニシアチブ (DFJI)を設立。慶應義塾大学と 協働プロジェクト「旅 こと  認知
症ともによりよく生きるヒント」共同編著者。

※ 登壇者 都合により変更になる可能性もあります。

１３：００～１７：００　「“認知症の人にやさしいまちづくり”のすすめかた」を考える９つのセッション 
   ～生活に密着した場面で、認知症の人の目線で、より暮らしやすいまちにするためのヒントをみんなで考える～

１０：００～１２：００　認知症の人の目線で、現在の町田市の姿を伝えるコンテンツ

モデレーター モデレーター モデレーター

モデレーター モデレーター モデレーター

モデレーターモデレーターモデレーター

２０２０年１月８日（水）～２月１３日（木）まで




