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（118）共用品推進機構関連記事 

 



▼「ねりまユニバーサルフェス『みんなのUDパーク』開催のお知らせ」 

 

  練馬区では子どもから大人まで、楽しみながらユニバーサルデザイン（UD） 

 を知ることのできる参加型のイベント「みんなの UDパーク」を開催します。 

  このイベントでは機構も協力しています。 

  

  日時：平成 30年 12月 15日（土曜）午前 11時～午後 4時 

  場所：区民・産業プラザ（ココネリ）3階 

     〒176-0001 練馬区練馬 1丁目 17番 1号 ココネリ 3階 

     注釈：練馬駅北口徒歩 1分 

  問い合わせ： 

  練馬区福祉部管理課 ひと・まちづくり推進係 

  電話：03-5984-1296  ファクス：03-5984-121 

 

https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/chiikifukushi/oshirase/minnanoudpark.

html 

 

▼「［ADシンポジウム 2019『誰もが参加する社会を目指して』～2020年に向け 

  たアクセシブルデザインの普及～］開催のお知らせ」 

 

 異なる業界団体が集まり、アクセシブルデザイン（AD）・福祉用具関連の調 

 査、開発、標準化、普及、国際化等の事業について情報共有を行っているア 

 クセシブルデザイン推進協議会では、毎年社会情勢に合わせテーマを決め、 

 シンポジウムを行っています。 

 今年度は、ADや福祉用具に関連する研究機関の成果をはじめ、当事者やサー 

 ビスの視点から、障害者差別解消法への連動について考えるシンポジウムを 

 開催いたします。 

  日時：平成 31年 2月 4日（月）14:00~17:00（受付：13:30～） 

  場所：YMCAアジア青少年センター 地下１階 

     スペース Yホール 

     東京都千代田区神田猿楽町 2-5-5 

     http://www.ymcajapan.org/ayc/hotel/jp/access-access.html 

  主催：アクセシブルデザイン推進協議会（ADC） 

  参加費：1,000円（当日受付にてお支払いください。 

           領収証は当日お渡しします。） 

  参加予定人数：150名（〆切は平成 31年 1月 18日（金）ですが、定員になり 



         次第締め切らせて頂きます。） 

  ＊当日の情報保障として手話通訳を予定しております。 

 

 プログラム： 

  【開会・本日の趣旨説明】14:00～14:05 

   司会・進行 アクセシブルデザイン推進協議会（ADC）事務局 

  【基調講演】14:05～14:55 

  「共生社会の実現を目指して～組織委員会の取り組み～」 

   中南久志氏：東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

         パラリンピック統括室長 

  【講演】15:00～15:45 

  「障害者差別について考える 

   ～東京の片隅で盲ろう者が見た法律より大切なもの～」 

   藤鹿一之氏：特定非営利活動法人東京都盲ろう者友の会理事長 

  【休憩】15:45～15:55 

  【AD最新報告】15:55～16:50 

  「最新のアクセシブルデザイン情報報告」 

   アクセシブルデザイン推進協議会事務局 

  【まとめ・閉会】16:50～17:00 

 ＊講演のタイトルは、当日変更になることがあります。 

  予めご了承ください。 

 

 連絡先：ADC事務局（公益財団法人共用品推進機構内）森川・星川 

     電話:03-5280-0020  FAX：03-5280-2373 

     E-mail：morikawa@kyoyohin.org / hoshikawa@kyoyohin.org 

    ＊詳細は貼付をご覧下さい。 

 

▼「素晴らしいアイディアがたくさん！／森川美和」 

 

  「サイトワールド 2018」の会場内で、「第 3回目が見えない・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"コンテスト表彰式」（日本点 

 字図書館/共用品推進機構主催）を開催しました。 

  今年度、盲学校の部で最優秀賞に輝いたのは、高校 3年生が視覚障害のあ 

 る人のために考えた「ファッションお助けアプリ」と、中学 2年生が弱視の 

 人のために考えた文房具「軽々デスク」の二作品でした。 

  いずれも、多くの視覚障害のある人達の持つニーズであり、夢のある作品 



 でした。 

  一般の部の最優秀賞は、視覚障害のある人や盲ろうの人にとって嬉しいア 

 イディアで、実現が望まれる「立体手書きデジタルパッド」でした。 

  受賞作の選定に関わった審査員からは、「これまでの作品とは違った新し 

 い視点での作品が多く、視覚障害のある人達のニーズがよく分かる」、「作 

 品のアピールポイントが明確に書いてあるものが多く、内容が分かりやすい」 

 等の総評がありました。 

 （日盲社協通信 Vol.77 11月号より抜粋） 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

（119）賛助会員ニュース 

 

▼「IoT見守り つかず離れず 日立系新会社、来春から」 

 

  日立製作所グループで家電・空調事業の日立アプライアンスと日立コン 

 シューマ・マーケティングによる新会社は来春、単身高齢者の見守りサービ 

 ス、「ドシテル」を全国で始める。双方が気遣い「つかず離れず」で親の見 

 守りをしたい子どもに、あらゆるモノがネットにつながる IoT技術で在室状 

 況や異変を知らせる。将来は洗濯機など同社の家電製品とも連携させる。 

  高齢者の自宅リビングに活動センサーを取り付け、在室状況や活動量を把 

 握。インターネットを介して、離れて暮らす家族のスマートフォン（スマホ） 

 にグラフなどでリアルタイムな情報を表示する。継続してデータを集めるこ 

 とで、睡眠時間やリビングで過ごす時間などの生活リズムが分かる。不在時 

 間や静止状態が一定以上続いた場合は「異変」として知らせ、実際の訪問や 

 電話のきっかけにしてもらう。 

  センサーは映像を使わない方式のため、プライバシーに配慮できる。将来 

 は日立の「つながる家電」の状況管理と連携して、より精度の高い見守りに 

 つなげる構想だ。 

 （日経ＭＪ 11月 30日 11面より抜粋） 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

（120）各種催しとお知らせ 

 

▼「音声ナビ・プロジェクト／アメディア」 



 

  アメディアで視覚障害者用の音声ガイド地図を全国に張り巡らす活動を、 

 「音声ナビ・プロジェクト」として開始しました。 

 

 【目的】視覚障害者の外出環境は、道路や建物のバリアフリー化と、声を掛 

 けてくれる優しい人々が少しずつ増えていることにより、以前よりも改善さ 

 れてきました。 しかしながら、同行者なしで出かけるには、いまだに社会 

 的・精神的ハードルが非常に高く、それがゆえに自らの行動を制限してし 

 まっている視覚障害者は少なくありません。 

 そこで、アメディアでは、視覚障害者一人一人が、少しでも単独で出かけら 

 れる範囲を広げられるよう、「音声ナビ・プロジェクト」という社会運動を 

 呼びかけ、技術を支える主体として担っていくことを決断しました。 

 

 プロジェクトを支える技術の 3本柱 

 1.視覚障害者の歩行を支援する、音声ナビ・アプリ「ナビレコ」 

   ナビレコ 視覚障害者用の iPhoneアプリです。音声ガイドのデータを 

  使って、視覚障害者を道案内します。 

  http://www.amedia.co.jp/product/smartphone/app/navirec/index.html 

 

 2.ナビレコ用の音声歩行ガイドを地図データを見ながら作成するソフト「ナ 

  ビエディット」 

   ナビエディット パソコン上で地図を見ながら音声ガイドを作成するソ 

  フトです。見える方が、視覚障害者用に音声ガイド地図を作って頂くこと 

  を目的としています。 

  http://www.amedia.co.jp/product/smartphone/app/navirec/NaviEdit/index.html 

 

 3.作成した音声ガイドのアップロードと「ナビレコ」からのダウンロードが 

  簡単にできるガイド共有サイト「ナビ広場」 

   ナビ広場 見える方が作成した音声ガイドをアップロードし、視覚障害 

  者がダウンロードして利用するためのウェブサイトです。 

  https://navirec.amedia.co.jp/ 

 

 「音声ナビ・プロジェクト」にご参加を! 

  音声ナビ・プロジェクトは、上記の技術と仕組みを皆様に活用して頂いて、 

 音声ガイド地図を全国に張り巡らす活動です。 

  目の見える皆様は、「ナビエディット」を活用して音声ガイド地図を作成 



 してください。 

  目の不自由な皆様は、できている音声ガイド地図を「ナビレコ」で利用し 

 て頂いて、改善のコメントを出してください。 

  このサイクルを回せば、より便利な、よりわかりやすい音声ガイド地図が 

 日に日に普及して行きます。 

  この活動への皆様のご参加を心待ちにしています。 

 

 問い合わせ先: 

  株式会社アメディア 

  〒176-0011 東京都練馬区豊玉上 1-15-6 第 10秋山ビル 1階 

  電話：03-6915-8597  FAX：03-3994-7177 

  代表取締役 望月優 

 

 詳細は以下のページより 

 ＜音声ナビ・プロジェクト――アメディア＞ 

 http://www.amedia.co.jp/company/vnavi-project/ 

 

▼「障害者自立支援機器『シーズ・ニーズマッチング交流会 2018』 

  開催のお知らせ」 

 

 障害当事者のニーズをより的確に捉えた支援機器開発の機会を創出すべく、 

 シーズ・ニーズのマッチング交流会を開催いたします。 

 交流会では、開発や改良等を行う機器の展示を行うとともに、障害当事者と 

 企業・研究者、政府系の研究開発支援機関等が一堂に会し、体験や交流を通 

 じて、良質な支援機器の開発、この分野への新規参入の促進を図ります。 

 

  日時：大阪 12月 18日（火）・19日（水）10：00～16：00 

     福岡  1月 9日（水）・10日（木）10：00～16：00 

     東京  2月 13日（水）・14日（木）10：00～16：00 

  会場：【大阪会場】 

     大阪マーチャンダイズマート 2F A ホール 

     〒540-6591 大阪市中央区大手前 1-7-31 

     【福岡会場】 

     FFB HALL 福岡ファッションビル 8F Aホール 

     〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-10-19 

     【東京会場】 



     TOC 有明 4F コンベンションホール 

     〒135-0063 東京都江東区有明 3-5-7 

 入場料：無料 

     一般参加申し込みは、Webサイトで登録もしくは、 

     参加登録票をメールまたは FAXを送る 

     https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/916 

 問い合わせ： 

 【本事業の全体について】 

  公益財団法人テクノエイド協会 

  〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-1 セントラルプラザ 4階 

  企画部 篠・宇田川・谷田・五島 

  TEL：03-3266-6883   

 

 【来場に関して】 

   シーズ・ニーズマッチング交流会 2018 運営事務局 

  担当：MS&ADインターリスク総研株式会社 大瀧・田中 

  TEL：03-5296-8976  FAX：03-5296-8941 

  E-mail：shogai-kiki2@techno-aids.or.jp 

 ＜シーズ・ニーズマッチングマッチング交流会 2018＞ 

 http://www.techno-aids.or.jp/needsmatch/index.shtml 

 

 ＜シーズ・ニーズマッチングマッチング交流会 2018チラシ（PDF）＞ 

 http://www.techno-aids.or.jp/needsmatch/2018leaflet.pdf 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

（121）新刊紹介 

 

▼『平成 29年版特別支援学校新学習指導要領ポイント総整理 

  特別支援教育 まるごと早わかり』 

 

 平成 29年版の特別支援学校新学習指導要領は、何が、どう変わったのか。改 

 訂のポイントを解説するとともに、キーワードから新学習指導要領を読み解 

 く。座談会「特別支援教育の現場で大切にしたいこと」等も収録。 

  編著：全日本特別支援教育研究連盟 

  発行：東洋館出版社 



  本体価格：1700円（税別） 

  ISBN：978-4-491-03579-6 

 

▼『聴導犬こんちゃんがくれた勇気 難病のパートナーを支えて』 

 

 黒くて大きな目がチャームポイントの小型犬・シーズーの「こん」は、耳の 

 不自由な人に、生活に必要な音を報せる「聴導犬」。聴導犬の仕事や、こん 

 の訓練の様子、ペアを組む「ユーザー」と呼ばれる人との生活などを描きま 

 す。 

  著：高橋うらら（たかはし・うらら） 

  発行：岩崎書店 

  本体価格：1300円（税別） 

  ISBN：978-4-265-84017-5 

 

▼『発達障害を克服するデトックス栄養療法』 

 

 体内に蓄積された有害重金属を排泄し、健康維持に欠かせない必須ビタミン 

 ・ミネラルを補給するデトックス栄養療法で、発達障害の症状は改善する。 

 安全で身体にやさしい治療法を、イラストや図を多用しながら紹介する。 

  著：大森隆史（おおもり・たかし） 

  発行：阿部出版 

  本体価格：1200円（税別） 

  ISBN：978-4-87242-665-6 

 

▼『だいじようぶだよぼくのおばあちゃん』 

 

 いつもニコニコ笑っている大好きなおばあちゃん。だけど、ランドセルを見 

 に行く約束をすっかり忘れたり、迷子になってしまったり…。認知症になっ 

 たおばあちゃんにやさしく寄り添う少年の姿を、実体験に基づいて描く。 

  え：池田げんえい（いけだ・げんえい） 

  さく：長谷川和夫（はせがわ・かずお） 

  発行：ぱーそん書房 

  本体価格：1200円（税別） 

  ISBN：978-4-907095-47-5 

 

▼『6この点 点字を発明した、ルイ・ブライユのおはなし』 



 

 ルイがいちばんやりたかったこと、それは本を読むことでした。1800年代、 

 パリの盲学校にさえ、目の見えない人が読む本はありませんでした。5才の 

 ときに失明し、15才で点字を発明するまでのルイ・ブライユの感動的な物語。 

  文：ジェン・ブライアント 

  絵：ポリス・クリコフ 

  訳：日当陽子 

  発行：岩崎書店 

  本体価格：1700円（税別） 

  ISBN：978-4-265-85102-7 

 

▼『障害児保育 障害のある子どもから考える教育・保育』 

 

 平成 29年告示の新要領・指針、2019年度より適用の保育士養成課程に対応し 

 た「障害児保育」のテキスト。障害のある子どもへの保育も豊かにする、質 

 の高い保育を実践するための方法を提案する。 

  編著：久保山茂樹（くぼやま・しげき）小田豊（おだ・ゆたか） 

  発行：光生館 

  本体価格：1900円（税別） 

  ISBN：978-4-332-70193-4 

 

▼『高校・大学における発達障害者のキャリア教育と就活サポート』 

 

 自閉スペクトラム症、ADHD、SLDなど、発達障害のある人たちが「働くこと」 

 「暮らすこと」を意識した教育や福祉現場での取り組みを紹介。高校から大 

 学卒業までのキャリア教育、就労支援、生活支援について解説する。 

  編著：小谷裕実（こたに・ひろみ）村田淳（むらた・じゅん） 

  発行：黎明書房 

  本体価格：2000円（税別） 

  ISBN：978-4-654-02308-0 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（編集後記） 

 工業標準化法が一部改正され“産業標準化法”に、日本工業規格（JIS）は 

 日本産業規格（JIS）に変わります。 



 弊機構の業務にも関係のある改正ですので、しっかり内容を把握していきた 

 いと思います。（施行日は 2019年 7月 1日）（森川美和） 

 

 共用品推進機構公式サイト http://www.kyoyohin.org/ 

 共用品ニュース（ブログ） http://www.kyoyohin-news.org/ 

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


