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（68）共用品推進機構関連記事 

 

▼「『高齢者住宅新聞』に執筆しました（連載）／星川安之」 

 

  「高齢者住宅新聞（高齢者住宅新聞社）2020年 12月 9日」に「『アクセシブ 

 ルデザイン』て知っている？ 第 19回 自動検温での工夫」を執筆しました。 

 非接触での検温・消毒についてのお話です。 

 

▼「『厚生福祉』に執筆しました（連載）／星川安之」 

 

 「厚生福祉（時事通信社）2020年 12月 8日」に「アクセシブルデザインの世界 

 第 114回 目の不自由な人への説明」、「厚生福祉（時事通信社）2020年 12月 

 15日」に「アクセシブルデザインの世界 第 115回 ホームからの転落事故」 

 を執筆しました。 

 

▼「『福祉機器Web 2020』に執筆しました（連載）／星川安之」 

 

  「国際福祉機器展」のウェブサイト「福祉機器Web 2020」に、「コロナ禍に 

 おけるアクセシブルな製品・サービス」をテーマに「第 5回 オンライン講座」、 

「第 6回 電話リレーサービス」、「第 7回 コミュニケーション支援ボード」、 



 「第 8回 筆談器」を執筆しました。 

   

   福祉機器Web ～ https://www.hcr.or.jp/web2020 

   連載記事  ～ https://www.hcr.or.jp/web2020/report#accessible 

 

▼「『インクル図書館』を公開しました」 

 

 情報誌『インクル』創刊号から 99号まで、設立当初からのバックナンバーが 

 ご覧いただけます。 

  https://kyoyohin.org/ja/publicity/inkuru/backnumber.php 

 

▼「共用品ニュースを更新しました！」 

 

 ・JDF全国フォーラムにパネリストとして登壇 

 共用品ニュース https://www.kyoyohin.org/blog/ 

 

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

 

（69）各種催しとお知らせ 

 

▼「『おかやまＵＤアンバサダー養成講座 オンライン受講者募集』のご案内」 

 

  県が推進する「すべての県民が明るい笑顔で暮らす岡山」を目指して始まっ 

 た取組です。 

 

  第 14回 令和 3年 1月 17日(日)11:00～12:00 「ユニバーサルサービスとは?」 

     講師:紀薫子氏 「全国ユニバーサルサービス連絡協議会」代表 

 

  第 15回 2月 27日(土)11:00～12:00  「ユニバーサル農園の試み」 

     講師:鈴木厚志氏 京丸園株式会社代表取締役 

             NPOしずおかユニバーサル園芸ネットワーク事務局長 

 ・詳細は下記 URLからご覧ください 

  http://ubusuna.jp/2020/11/04/ 

 

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

 



（70）サービス関連記事 

 

▼「高齢者の自宅、スマホで見守り／やさしい手、SBパワー」 

 

  介護事業を手掛けるやさしい手(東京・目黒)はスマートフォンを活用した 

 高齢者の見守りサービスを始めた。一人暮らしの高齢者の自宅にドアの開閉や 

 室温を検知するセンサーを設置。家族や介護者がスマホで生活状況を 24時間確 

 認できるようにする。新型コロナウイルスの感染拡大で非対面で生活を支援す 

 るニーズが高まっていることに対応する。 

  ソフトバンク子会社の SBパワー(東京・港）と連携し、高齢者見守りサービ 

 ス「介護 CONNECT(コネクト）」の提供を始めた。冷蔵庫やトイレのドアなど 

 に両面テープではりつけられるセンサーと通信機能を内蔵したゲートウエーを 

 使う。インターネット環境がない家でも設置できる。センサーが検知したドア 

 の開閉や室温などの情報はクラウドを経由し、家族のスマホのほかやさしい手 

 のコールセンターに通知する。 

 （日経産業 12月 4日 13面より） 

 

▼「高齢農家のネット通販支援／ポケットマルシェ」 

 

  農水産物を農家が直接、消費者に販売できるウェブサイトを運営するポケッ 

 トマルシェ(岩手県花巻市）は石狩市農業協同組合(JAいしかり）と連携し、 

 高齢農家の直販支援に取り組む。JAいしかりの職員がポケットマルシェでの出 

 品作業、注文管理から発送までサポート。デジタル対応に慣れていない高齢者 

 でもインターネットを利用した直販ができるようにする。 

 （日経産業 12月 4日 16面より） 

 

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

 

（71）その他、各種関連記事 

 

▼「足こぎ車椅子 空港で在庫管理／TESS」 

 

  東北大学初スタートアップの TESS(仙台市）は、仙台国際空港(宮城県名取 

 市）を物流の拠点として活用し始めた。TESSが販売している足こぎ車椅子「コ 

 ギー」の検品や在庫管理を仙台空港の職員に委託する。 

  TESSは同商品を台湾で生産しており、海路で仙台港に輸入した後、東京で検 



 品や在庫管理をしていた。そのため東京まで出張する必要があったが、仙台空 

 港に同業務を切り替えることで、出張費などの経費削減を見込む。 

 （日経産業 11月 26日 9面より） 

 

▼「障害を持つ子ども プログラマーに 福岡の IT企業カムラック」 

 

  ソフトウェア開発や障害者の就労支援をするカムラック(福岡市）は発達障 

 害など障害を持つ子どもに、プログラミングを教える事業を始める。2021年 4月 

 にも開始する。放課後などデイサービス事業の中で実施する。IT(情報技術） 

 の基礎知識や技能を身につけることで将来は IT企業に就職して自立しやすくす 

 るとともに、IT業界の人手不足の緩和にもつなげる。 

  放課後等デイサービスの事業所を、福岡市東区に開設する。学習支援や生活 

 能力向上訓練などに加え、初歩的なプログラミングの技術を教える。 

  実際にプログラムを作成し、おもちゃのロボットを動かせるようにすること 

 などを目指す。 

  専門的な知識や技能を身につけたいと思った人には同社に入社してもらい、 

 働きながら知識や技能を高められるようにする。 

 （日経ＭＪ 12月 2日 5面より） 

 

▼「皮膚病向け衣料ブランド／ジョンソン・エンド・ジョンソン」 

 

  米ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)日本法人の医薬品部門であるヤン 

 センファーマ(東京・千代田)は、皮膚病の一種である乾癬(かんせん)患者向け 

 衣料品ブランド「ファクトファッション」の販売を始めた。シャツやズボンな 

 ど 6製品で、肌のこすれなどの悩みを解消する機能性とデザインを追求。衣料・ 

 雑貨販売のサザビーリーグ傘下のメゾンスペシャル(東京・渋谷)が運営する通 

 販サイトで取り扱う。 

  衣料品は、皮膚片が付着しやすい肩周りに払い落としやすい素材を使ったり、 

 ベルトによるこすれを軽減するためにウエスト部分をゴムにしたりといった工 

 夫を施した。性別や年齢を問わないシンプルなデザインで、色の種類も取りそ 

 ろえる。 

 （日経産業 12月 8日 11面より） 

 

▼「スマホかざすと試合情報表示／楽天モバイル」 

 

  楽天モバイルは次世代通信規格「5G」を活用し、サッカー観戦をしながら楽 



 しめるスマートフォン向けサービスの開発を進める。このほどサッカーJ1・ 

 ヴィッセル神戸の試合で、スマホをピッチにかざすと試合データを表示する機 

 能や来場者同士で遊べるゲームなどを実証した。5Gの活用で、試合観戦の楽し 

 み方を広げていく。 

  11月にノエビアスタジアム神戸(神戸市)で開催した 2試合で実証実験を実施し 

 た。開発中のサービスでは専用アプリを搭載したスマホをピッチにかざして操 

 作すると、AR(拡張現実)で選手の基本情報やシュート数、オフサイドラインの 

 位置などのデータを画面に表示する。 

  楽天モバイルは今後もノエビアスタジアム神戸でサービスの実験を進める。 

 サッカー以外のイベントやコンサートなどでもサービスを活用する計画だ。 

 （日経産業 12月 11日 5面より） 

 

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

 

（72）新刊紹介 

 

▼『今すぐ使える！特別支援アイデア教材 50 

  大塚特別支援学校の実践からうまれた作り方・活用法』 

 

 特別支援学校での自立活動、教科学習、特別活動に役立つ教材の作り方と活 

 用法を、オールカラーの写真やイラストとともにわかりやすく解説する。コ 

 ピーして使える教材、教材のダウンロードサービス付き。 

  著：佐藤義竹(さとう・よしたけ) 

  編著：筑波大学附属大塚特別支援学校教材教具研究会 

  発行：合同出版 

  本体価格：2,000円(税別) 

  ISBN：978-4-7726-1409-2 

 

▼『“気になる子”の気になる保護者 保育者にできるサポート』 

 

 保育者に向けて、「“気になる子”の保護者」「気になる保護者」が抱えて 

 いる葛藤や困難を解説し、具体的な事例から支援のポイントをわかりやすく 

 紹介する。園内での取り組みや専門機関との連携についても説明。 

  編著：守巧(もり・たくみ) 

  発行：チャイルド本社 

  本体価格：1,800円(税別) 



  ISBN：978-48054-0296-2 

 

▼『ユニバーサルデザインの基礎と実践 

  ひとの感覚から空間デザインを考える』 

 

 設計計画の基本となる身体、特に感覚の仕組みを理解し、ひとが移動すると 

 きに使っている「手がかり(適切な空間情報)」を知る―。新しいアプローチ 

 で、ユニバーサルデザインを考える一冊。具体事例も豊富に掲載。 

  編：日本福祉のまちづくり学会身体と空間特別研究委員会 

  共編著：原利明(はら・としあき) 

  発行：鹿島出版会 

  本体価格：2,500円(税別) 

  ISBN：978-4-306-07356-2 

 

▼『障害がある子どもの時計・お金の基礎学習 

  時計を読む お金を数える 絵の向きや位置を理解する』 

 

 障害がある子どもが時計やお金について理解し、実生活で活用できるように 

 なるために、「時計を読む」「時間の計算」「お金を数える・支払う」「絵 

 の向きや位置を理解して並べる」などの力を着実に身につける指導法を伝え 

 る。 

  著：宮城武久(みやぎ・たけひさ) 

  発行：学研教育みらい 

  本体価格：2,400円(税別) 

  ISBN：978-4-05-801220-8 

 

▼『新・視覚障害教育入門』 

 

 視覚障害児の学びの場とその対象範囲、視覚の成り立ちといった基本事項か 

 ら、盲児・弱視児それぞれの指導の留意点、教科や自立活動の指導における 

 配慮事項までを解説。キーワード、自由記述式の復習問題、文献リスト等も 

 掲載。 

  編：青柳まゆみ(あおやぎ・まゆみ)鳥山由子(とりやま・よしこ) 

  発行：ジアース教育新社 

  本体価格：1,800円(税別) 

  ISBN：978-4-86371-533-2 



 

▼『ラガーにゃん NEKORUGBY 3 

  猫リンピック 7にゃん制&車いす猫ラグビー編』 

 

 ライバルチームと切磋琢磨してきた茶猫ラガーにゃんズ。ついに猫ラグビー 

 ワールドカップに出場し…。ラグビーの知識を猫まんがとともに紹介。7人 

 制ラグビー&車いすラグビーの魅力も満載。『女性自身』等連載を単行本化。 

  著：そにしけんじ  

  ラグビー解説：廣瀬俊朗(ひろせ・としあき) 

  発行：光文社 

  本体価格：800円(税別) 

  ISBN：978-4-334-95191-7 

 

▼『弱いはつよい』 

 

 ダウン症がある村上有香が、9歳から 20歳までに書き溜めた詩の中から 66編 

 を選りすぐり、ダウン症がある伊藤美憂の絵とともに紹介する。動画が視聴 

 できる QRコード付き。 

  文：村上有香(むらかみ・ゆか) 

  絵：伊藤美憂(いとう・みゆう) 

  発行：風鳴舎 

  本体価格：1,600円(税別) 

  ISBN：978-4-907537-28-9 

 

▼『ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ 1 

  交通機関のバリアフリー』 

 

 町のあちこちにある、ユニバーサルデザインを探しに町探検に行こう。1は、 

 電車・バスなどの交通機関で導入されているユニバーサルデザインを取り 

 上げる。コピーして使うワークシート付き。 

  監修：白坂洋一(しらさか・よういち) 

  発行：汐文社 

  本体価格：2,700円(税別) 

  ISBN：978-4-8113-2785-3 

 

▼『発達障害最初の一歩 お友だちとのかかわり方、言葉の引き出し方、 



  「療育」の受け方、接し方』 

 

 発達障害の診断に戸惑い困ってしまった親のエピソードを紹介。さらに、療 

 育とはどういうものか、親は子どもにどう接して成功体験を積ませるか、学 

 校をどう選び、きょうだいをどうフォローするかなどについて解説する。 

  著：松永正訓(まつなが・ただし) 

  発行：中央公論新社 

  本体価格：1,500円(税別) 

  ISBN：978-4-12-005342-9 

 

▼『職業リハビリテーション用語集 障害者雇用・就労支援のキーワード』 

 

 2012年刊「職業リハビリテーションの基礎と実践」を土台に、「職業リハビ 

 リテーションに関わる基本用語」「近接領域の法律及び基本用語」などの 6 

 領域を収めた用語集。検索等に活用できるよう各用語にはキーワードを掲載。 

  監修：日本職業リハビリテーション学会 

  編集：職リハ用語集編集委員会 

  発行：やどかり出版 

  本体価格：1,800円(税別) 

  ISBN：978-4-904185-46-9 

 

▼『大人の発達障害の理解と支援』 

 

 継続して働くために必要な理解と支援・環境、ゆるやかなネットワークづく 

 り、発達障害のある女性の恋愛・結婚のサポート、薬物療法、災害時におけ 

 る支援…。大人の発達障害の支援を幅広く考察する。 

  編著：渡辺慶一郎(わたなべ・けいいちろう) 

  ほか著：渡辺慶一郎(わたなべ・けいいちろう) 

  発行：金子書房 

  本体価格：1,300円(税別) 

  ISBN：978-4-7608-9554-0 

 

 

▼『貧困・障がい・国籍教育のインクルーシブ化に学校はどう備えるか』 

 

 学校現場にとって重い課題であるインクルーシブ化の推進。2020年 2月開催の 



 研究集会でのレポートを基に、共生社会における学びはどうあるべきか、そ 

 の実現を目指し教育行政と学校はどのような取組をするべきかを追究する。 

  編：共生社会の学校づくり研究会 

  著：礒田勝(いそだ・まさる) 

  発行：学事出版 

  本体価格：1,800円(税別) 

  ISBN：978-4-7619-2650-2 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（編集後記） 

 今年最後の「共用品推進機構だより」となりました。 

 今週は経済産業省受託の国際標準化事業、国内標準化事業について、日本規格協 

 会の検査員の方々に中間検査をしていただきました。検査の手際の良さもさるこ 

 とながら、コロナ下での委員会運営のあり方についても有益な情報提供をいただ 

 き今後の参考になりました。 

 思い起こせば今年の委員会運営は新しいことの連続でした。委員の皆さんや関係 

 の皆さんには大変なご苦労をおかけしました。通訳一つとっても、通信環境、通 

 信機器などによって順調に行く時とそうでない時がありましたが、都度、状況を 

 報告し合い改善していくことで何とか運営ができるようになりました。 

 アクセシブル社会を目指してアクセシブルミーティング（みんなの会議）規格を 

 一緒に作ってきた仲間だからこそできたことかもしれません。 

 ご協力をいただきました皆様に改めて感謝申し上げますと共に、どうぞ年末年始 

 もご自愛いただき、佳い年をお迎えくださいますよう心よりお祈り申し上げます。 

  

 アクセシブルミーティングウェブサイト（みんなの会議） 

 https://www.kyoyohin.org/ja/research/guidelines.php#accessiblemeetings 

 (森川美和) 

 

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

 共用品ニュース https://www.kyoyohin.org/blog/ 

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


