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---------------------------------------------------------------------（１４２）共用品推進機構関連記事
▼「ユニバーサルデザインのススメ 高齢社会と『通信販売』その 3／星川安之」
本年 4 月より、障害者差別解消法が施行されました。公的・民間機関を問
わず、施設等を利用する人に障害があっても差別をしてはならないという法
律です。
その実践を既に 40 年前から実施している商店街があります。埼玉県所沢市
にある新所沢東口商店街は、国立障害者リハビリテーションセンター（国リ
ハ）から一番近くにある商店街です。国リハは、全国から中途で障害になっ
た人がリハビリを行っています。
国リハができる前から開業している和菓子屋さんは、目の不自由なお客様
が来店されると、並んでいるものの大分類であるお饅頭、お煎餅、飴がある
ことを伝え、次に希望している分類の細かな商品を紹介し、最後は試食をし
てもらうという合理的配慮を行っています。
人は一人一人違い、その一人でもいつも同じではありません。提供する側
が合理的配慮と思い、行動したことでも、その日その時によって合理的配慮
でないこともあります。流通販売における「合理的配慮」も、お客様の声と
のキャッチボールから始まると思います。
（JADMA NEWS 2016 年 9・10 月号より抜粋）
▼「共用品推進機構公式 Facebook を開設しました！」
11 月 10 日より、共用品推進機構公式 Facebook を開設しました。
https://www.facebook.com/kyoyohin/
共用品ニュース（ブログ）と連動しています。
Facebook へのログインは不要です。是非、ご覧ください。
▼「ブログを更新しました！」
・
「
“とっておきのアイディア”コンテスト」表彰式開催！
・スウェーデンより来客
共用品ニュース（ブログ）

http://www.kyoyohin-news.org/

---------------------------------------------------------------------（１４３）賛助会員ニュース
▼「詰め替え一気に／花王」
花王は今年 1 月に発売したシャンプー、コンディショナー「エッセンシャ
ル」の新型詰め替え容器に手応えを感じている。4 年をかけて改良。これま
でのアルミパウチの縁を手で切り取る方式からキャップ型に替え、注ぎ口を
大きくした。
上下にマチをつけて容器の安定性が増したため、詰め替えの手間を大幅に
省ける。注ぎ口がシャンプー本体の口部分にはまり、詰め替え容器を逆さに
すると上から中身が一気に落下して簡単に補充できる。充墳にかかる時間は
従来の半分程度だ。詰め替え容器の刷新の後、中身もリニューアルし、10 月
末までで前年同期比 1.8 倍の売れ行きだという。
（日経ＭＪ 11 月 11 日 1 面より抜粋）
---------------------------------------------------------------------（１４４）各種催しとお知らせ
▼「
『日本点字図書館オープンオフィス』開催のお知らせ」
日本点字図書館では事業を広く知っていただくと共に、日頃ご支援くださっ
ている皆様への事業成果のご報告を兼ね、昨年に引き続き施設公開イベント
を開催いたします。
日時：2016 年 11 月 12 日（土）10:00～17:00
2016 年 11 月 13 日（日）10:00～16:00
場所：日本点字図書館（本館・別館）
〒東京都新宿区高田馬場 1-23-4
イベント：
12 日（土曜日）
10 時～11 時 30 分
式典
開会式・表彰式（第 13 回本間一夫文化賞・勇退奉仕者への感謝状贈呈

・にってん野路菊賞）
第 13 回本間一夫文化賞受賞者 岩田 美津子氏 講演
「てんやく絵本と共に 30 年！」
12 時 30 分～13 時 15 分
小野 リサ氏（ボサノヴァ・シンガー）ミニコンサート
[整理券配布]11 月 12 日（当日）午前 9 時 50 分から。
15 時～16 時 30 分
秋沢 淳子氏 （TBS アナウンサー） トークイベント
「異文化に触れる～トークと香り、触覚、味覚、音楽と共に楽しむ世
界旅行～」

[整理券配布]午前 9 時 50 分から。

13 日（日曜日）
12 時 30 分～13 時 30 分
迫田 朋子氏 （元 NHK 番組制作局チーフディレクター） 講演
「視覚障害の皆さんから教わったこと」
14 時 30 分～15 時 30 分
阿刀田 高氏 （作家） 講演
「小説は何のためにあるか」
12 日（土曜日）
・13 日（日曜日）
本間一夫のふる里 ミニミニ北海道物産展
昨年大好評だった特別企画を今年も開催します！当館創立者の本間一夫
とゆかりの深い北海道からさまざまな美味しい商品を取り揃えます。
北海道物産展 商品の詳しい内容は、以下（PDF）より
http://www.nittento.or.jp/images/pdf/information/openoffice_hokkaido_2016.pdf
お問い合わせ
社会福祉法人 日本点字図書館 総務部総務課
〒169-8586 東京都新宿区高田馬場 1-23-4
電話 03-3209-0241(代表)
E メール nitten@nittento.or.jp
http://www.nittento.or.jp/news/open_office2016.html
---------------------------------------------------------------------（１４５）製品関連記事

▼「非常時、車椅子になる看板 常磐精工の『サポートサイン』」
災害や事故などの非常時には人や物を搬送できる担架などになる立て看板
「サポートサイン」
。
普段は商業施設や公共施設で、販売促進や情報発信に役立つ立て看板だが、
非常時には形状を少し変えるだけで担架や車椅子になる「非常搬送用可変式
サインスタンド」
。商品は「車椅子タイプ」
（大と小）、「リヤカータイプ」
「担架タイプ」の全 4 種類。いずれも立て看板の状態からパネル部分を外し
て変形させれば、大人一人を搬送できる車椅子などに早変わり。キャスター
（4 輪）が付き、平地であれば一人の介添えでも搬送が可能。
本体は軽量のアルミ製。いずれも立て看板としては A1 サイズのポスターを
掲示でき、担架タイプはポスターと一緒に A4 サイズの力タログやチラシを収
納できるポケット（2 個）付き。
（日経ＭＪ 11 月 11 日 17 面より抜粋）
---------------------------------------------------------------------（１４６）その他、各種関連記事
▼「ソーシャルビジネス融資 高齢者・障がい者支援多く」
高齢化や過疎といった社会問題の解決を目指すソーシャルビジネスの資金
需要が拡大している。日本政策金融公庫が実施した 2016 年度上半期のソー
シャルビジネス関連融資額は、前年同期比 18%増の 351 億円だった。融資件数
も 33%増の 5051 件に伸び、それぞれ上半期として過去最高となった。
融資先の活動分野(複数回答)で最も多かったのは高齢者支援（58％）。障
がい者支援（49％）
、子育て支援（18％）、地域活性化（15％）と続いた。
日本公庫は今年 2 月にソーシャルビジネスの支援制度を拡充。保育や介護
以外で社会課題の解決に取り組む事業者も融資対象とした。ソーシャルビジ
ネス関連融資のうち、NPO 法人向けは 25％増の 724 件、融資額は 3％増の 36 億
円だった。
（日経ＭＪ 11 月 9 日 11 面より抜粋）
---------------------------------------------------------------------（１４７）新刊紹介

▼『発達障害の子がぐーんと伸びる心と体の育て方
言葉かけ 勉強 運動 お手伝い』
こんな一言で、こんな運動で、子どもがどんどん変わっていく！20 年以上、
発達障害の子どもたちにかかわってきた著者の経験をもとに、発達障害の子
の捉え方や発達を促すための考え方、家庭でできる療育の方法を紹介する。
著：やまもとまゆみ
発行：大和書房
本体価格：1400 円（税別）
ISBN：978-4-479-78364-0
▼『身体障害認定基準及び認定要領 解釈と運用 新訂第 4 版』
身体障害認定に関する法令・通知を収録するとともに、障害認定における
「認定基準」
「認定要領」
「疑義解釈」といった関係通知を、障害種別ごと
に見やすく整理しまとめる。診断書の記載例及び解説も豊富に収載。
発行：中央法規出版
本体価格：5600 円（税別）
ISBN：978-4-8058-5411-2
▼『0～4 歳の脳を元気にする療育 発達障害と改善事例 44』
目が合わない、笑わなくなった、言葉が遅れている…。ちょっとおかしい、
と思ったら、なるべく早く！発達障害の発症メカニズムを解説し、家庭の音
環境を整えることで赤ちゃんの脳を守り、脳の育ちを促す改善事例を紹介す
る。
著：浅野幸恵（あさの・さちえ）
発行：築地書館
本体価格：1800 円（税別）
ISBN：978-4-8067-1525-2
▼『サッカーなら、どんな障がいも超えられる』
視覚障がいのある人が行うブラインドサッカー、脚や腕に切断障がいのある
人が行うアンプティサッカー…。障がい者サッカーの日本代表選手がサッ

カーとの出会いや熱い思いを語る。7 つの障がい者サッカーの特徴とルールも
紹介。
著：江橋よしのり（えばし・よしのり）
発行：講談社
本体価格：1300 円（税別）
ISBN：978-4-06-378718-4
▼『障害を持つ息子へ 息子よ。そのままでいい。
』
2016 年 7 月、日本中に衝撃が走った相模原障害者施設殺傷事件。過熱する報
道、増幅する厭悪の中、ある父親の詩が人々の心を打った－。フェイスブッ
クから瞬く間に広がった詩と、その背景にあった自閉症の息子と家族の物語。
著：神戸金史（かんべ・かねぶみ）
発行：ブックマン社
本体価格：1300 円（税別）
ISBN：978-4-89308-871-0
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（編集後記）
日本初、おそらく世界初の「目が見えない・見えにくい私だから考えついた
“とっておきのアイディア”コンテスト」の表彰式を 11 月 1 日に開催するこ
とができました。
ご出席くださった方々からは、
「とても温かい雰囲気の表彰式でした」「受
賞者の言葉に思わず涙が出ました」など、素敵な言葉をたくさん頂きました。
受賞作品や受賞者の様子は共用品のウェブサイトやブログ、誕生したばかり
の共用品の Facebook でも紹介していますので、是非ご覧ください。
また来年も開催する予定ですので、今からアイディアをうんと蓄えて、来年
もご参加頂ければと思います。 （森川美和）
受賞作品ウェブサイト
http://www.kyoyohin.org/ja/exhibition/
ブログ
http://www.kyoyohin-news.org/archives/52041768.html
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http://www.kyoyohin-news.org/

共用品推進機構公式 Facebook https://www.facebook.com/kyoyohin/

