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（１８３）共用品推進機構関連記事 

 

▼「ブログを更新しました！」 

 

 ・ADシンポジウム 2015開催 

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

 

▼「『福祉住環境コーディネーター検定試験 3級公式テキスト』改訂 3版に共用 

  品が掲載されました」 

 

  『福祉住環境コーディネーター検定試験 3級公式テキスト』改訂 3版（東京 

 商工会議所編）の第 3章バリアフリーとユニバーサルデザイン 2節「生活を支 

 えるさまざまな用具」に共用品が掲載され、さまざまな配慮が紹介されてい 

 ます。 

 

▼「バリアフリーに関する法律が普及／星川安之」 

 

  日本では、建物や交通機関に関し、高齢の人たち、身体に障害のある人た 

 ちが利用できるように、バリアフリーに関する法律を制定し、普及を行って 

 います。 

  一昔前までは、駅員さんが 4人がかりで車いすに乗った人を抱え、階段の上 

 り下りを補助している光景がよく見られました。 

  その後、階段の手すりがある場所に、車いす使用者用の「階段昇降機」が 

 設置されました。ただ、大勢の人に奇異の目で見られているようで、利用し 

 づらい…といった声も多く、現在では設置されていても、あまり利用されて 

 いないように思います。 

  そこで、車いす使用者の上下移動に大きく貢献しているのがエレベーター 

 です。 

  エレベーターは、杖を使用している人、ベビーカーを押している人、大き 

 な鞄を持っている人などにも広く利用されています。 

  一昔前、百貨店のエレベーターには、係の人が乗っていて、上に行くか、 

 下に行くかを言葉と身振りで乗る人達に伝え、乗った人が向かう階のボタン 

 を押すなどの操作をしてくれていました。そのため、車いすで乗っても、目 



 や耳の不自由な人も安心して乗ることができました。けれど、全てのエレベー 

 ターに、係の人が乗りこむことはできません。そのため、公共のエレベーター 

 は、障害のある人が、一人で乗っても目的とする階に行けるような工夫がさ 

 れるようになりました。 

  エレベーターに入って正面にある鏡は、車いす使用者が中で回転できない 

 ほど混んでいる時でも降りる時、後ろに誰かいるかが分かるために付きまし 

 た。 

  階数や開け閉めのボタンは、車いす使用者の手が届く位置に設置され、更 

 に点字や、触って分かる浮き出た数字が表示されるようになりました。 

  いろいろな人達の不便さやニーズが、街づくりをする人たちに届き、それ 

 が法律となった結果が出始めています。 

 （エルダリープレス－シニアライフ版－ 2015年 3月号 23面より抜粋） 

 

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

 

（１８４）各種催しとお知らせ 

 

▼「『障害当事者のニーズを的確に捉えた支援機器開発のための障害者自立支 

  援機器「シーズ・ニーズマッチング交流会」の開催について』のおしらせ」 

 

 厚生労働省の「障害者自立支援機器等開発促進事業」の一環として、障害当 

 事者、及び団体と研究開発を行う企業、団体等が相互のニーズ、シーズを出 

 し合い、障害者の具体的なニーズ把握とマッチングを行うことを目的とした、 

 「障害者自立支援機器シーズ・ニーズマッチング交流会」が開催されます。 

 障害当事者団体 10団体、自立支援機器開発企業 57社が出展予定で、NICTから 

 も産業振興部門（情報バリアフリー推進室）が出展し、在公募中の「情報バ 

 リアフリー事業助成金」（http://www.nict.go.jp/press/2015/02/02-3.html） 

 の相談窓口を設け、助成金の紹介や、ご質問等をお受けします。また、NICT 

 ユニバーサルコミュニケーション研究所が、窓口での対応などで便利な聴障 

 者とのコミュニケーション支援アプリ 「SpeechCanvas（スピーチキャンバス）」 

 （http://speechcanvas.nict.go.jp/）を出展します。 

 多くの方のご来場をお待ちしています。 

 

 主催：公益財団法人テクノエイド協会 

 日時：3月 6日（金）、7日（土）10：00～16：00 

 場所：TOC有明コンベンションホール 4階 



    東京都江東区有明 3-5-7 

    http://www.toc-ariake.jp/conv.html 

 入場料：無料 

 詳細内容は以下の URLをご覧ください。 

 →公益財団法人テクノエイド協会のサイト 

  http://www.techno-aids.or.jp/ 

 →パンフレット（PDF) 

  http://www.techno-aids.or.jp/2701matching.pdf 

 

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

 

（１８５）製品関連記事 

 

▼「タッチで文章読み上げ 失語症でも会話可能に／オフィス結アジア」 

 

  オフィス結アジアは、指で画面をタッチすることで文章を読み上げるス 

 マートフォン・タブレット端末向けアプリ「指伝話」の販売を行っている。 

 読み上げる文章はその場で入力できるほか事前にオリジナル文章を作成して 

 登録しておくこともできる。音声は男性、女性それぞれ 2種類ずつあり、テ 

 ンポやピッチなどを調整することが可能なため、自分の声に近づけることや、 

 好みの声で会話することができる。イントネーションも自然なものになるよ 

 う精度の高いソフトウェアを使用しており、「箸の端を持って橋の端を走っ 

 た」といった文章も違和感なく発音する。 

 （高齢者住宅新聞 1月 7日 14日合併号 87面より抜粋） 

 

▼「補聴器の音量 アプリで調節／ジーエヌリサウンドジャパン」 

 

  デンマークの補聴器大手の日本法人であるジーエヌリサウンドジャパンは 

 米アップル社製のスマートフォン（スマホ）「iPhone（アイフォーン）」と 

 連動させて使い勝手を高めた補聴器を日本で発売する。アイフォーンの画面 

 上で手軽に音量調節ができるほか、紛失した時も全地球測位システム（GPS） 

 機能を使って探し出すことができる。 

  発売する補聴器は「リサウンド・エンツォ」。専用アプリをダウンロード 

 すると、アイフォーンの画面で音量の調節のほか、重点的に拾う音域の設定 

 などもできる。 

  高度難聴者の場合は子どもの歓声や小鳥のさえずりなど高音域が聞き取り 



 にくい。リサウンド・エンツォなら、あらかじめ高音域に絞り込んで重点的 

 に音を拾う設定にしておくと、これまで難しかった音も聞き取りやすくなる 

 という。 

  補聴器には位置情報を発信する ICチップを埋め込んでおり、GPSを使って補 

 聴器の在りかを確認することも可能だ。 

  補聴器は耳にかけて利用するタイプで重点を置いた機能が異なる 3タイプ 

 を用意した。補聴器専門店や眼鏡店、百貨店などで販売する。 

 （日経産業新聞 2月 26日 17面より抜粋） 

 

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

 

（１８６）サービス関連記事 

 

▼「『見守り』まとめて提供／アビリティーズ・ケアネット」 

 

  福祉機器開発・販売の介護施設を手がけるアビリティーズ・ケアネットは 

 高齢化が進む団地や住宅地の見守り事業に本格的に取り組む。電話での安否 

 確認や訪問による生活相談、福祉用具の貸与、車いすで行けるツアーなど様々 

 なサービスをワンストップで提供する。 

  基本サービスとしてスタッフが週 1回電話で安否を確認し、連続して連絡が 

 つかなければ駆けつける。さらに自宅を月に 1度訪れて生活や健康の相談に乗 

 る。オプションで CSP（セントラル警備保障）と連携して緊急通報装置を貸し 

 出し、買い物や洗濯掃除なども代行する。国内外のツアーも企画する。これ 

 らは介護保険の適用外になる。 

  介護保険で利用できるサービスも用意する。自社運営のデイサービス（通 

 所介護）の事業所などと連携。自社の福祉用具も貸し出すが、同サービスは 

 介護保険を利用できないのもある。 

  サービスは現在都市再生機構（UR）と取り組んで横浜市青葉区にある奈良 

 北団地の 20世帯で実験的に提供している。これを同団地で 50世帯規模に拡大 

 する。URの団地は空き部屋をバリアフリー改修して新たな入居者を募るほか、 

 既存の入居者の依頼にも応じている。 

 （日経ＭＪ 2月 20日 9面より抜粋） 

 

▼「接客サービス強化 コンシェルジュ 10店舗に配置 高齢者らに好評 

  ／西鉄ストア」 

 



  福岡県を中心に展開する西鉄ストアはスーパーとして異例の「コンシェル 

 ジュ（総合案内係）」を配置し、来店客から好評だ。現在は、10店舗 9人に増 

 やし接客に当たる。 

  コンシェルジュは、欧州のホテルに配置され多種多様な相談や案内をする。 

 西鉄ストアの接客専門スタッフは、商品や調理方法の説明はもちろん、手荷 

 物運びや車いすの準備、雨の日の傘さしなども手伝う。 

  コンシェルジュを配置したのは、店舗での行き過ぎた少人化への反省から。 

 スタッフは専門部署やメーカーと連携して商品知識を学び、鮮度の見分け方、 

 調理のしかた、旬の食材やお値打ち品を客に伝える。積極的な一声サービス 

 を重視し、苦情の受付窓口にもなる。スタッフは高齢者介助の民間資格「サー 

 ビス介護士 2級」を取得し、高齢者や幼児連れの主婦の接客を重視する。 

 （日本農業新聞 2月 24日 9面より抜粋） 

 

▼「五輪へ魅力作り 発進 外国人にも使いやすく／東京メトロ」 

 

  東京地下鉄（東京メトロ）が 2020年の東京五輪に向け、魅力発信プロジェ 

 クトに乗り出している。キーワードは「安心」「わかりやすさ」「楽しい」 

 の 3つ。2020年までに 4000億円を投じて、設備・サービスを改善する。五輪 

 開催時には地方に加え、外国人観光客が東京に殺到するのは必死。奥義光社 

 長は「東京五輪の交通の中心はメトロ。五輪だけでなく」東京を楽しんでも 

 らえるように総点検する」と力を込める。 

  以下、同社からののコメント。 

  「東日本大震災もあり、浸水などの自然災害対策や耐震対策に手を打って 

 強い地下鉄にしたい。ホームの安全を高めるためにホームドアをつけていき 

 ます。高齢者も増える中、バリアフリーを整備します。密なネットワークな 

 ので、分かっている人は便利だったが、分からない人は地下鉄を楽しめない、 

 日本人のみならず、外国人もネットワークを使ってもらえるように地図やナ 

 ンバリングを工夫したうえで、説明者である担当者の教育を進めます。外国 

 人向けにウェルカムボードといった特設の情報提供の場所などを設置してい 

 きます」 

  「10年計画で見込んでいたものに加え、前倒しや新たに加えました。例え 

 ば無料Wi-Fi。外国人観光客からの要望が強いメトロの中だけでつながり、地 

 上に出たら繋ぎ直す必要があるなど使い勝手が悪かったものを改めました」 

  「利便性のためサービスを可能な限り一体化していくことは基本的に変わっ 

 ていません。ただ都営地下鉄は都の職員。我々は民間企業。雇用体系も違うし、 

 財政的な問題もあります。否定はしませんが解決には時間がかかります。2つ 



 の会社があってあたかも 1つのような仕組みができればそっちのほうがお客様 

 は便利だと思います」 

 （日経MJ 2月 23日 3面より抜粋） 

 

▼「要介護者の旅 支援／みらいさい福祉会」 

 

  高齢者施設運営のみらいさい福祉会（長野県松本市）は要介護者も旅行が 

 できるサービスを始める。観光だけでなく、故郷や墓参りへのニーズも高い 

 と判断。ヘルパーや看護師が付き添い、寝たきりの人の希望をかなえる。 

 「長寿県」の長野県では介護関連施設の設立が相次いでいる。独自の取り組 

 みで違いを出す狙いもある。 

  3月に介護旅行を始める。3日には国内旅行契約を取り扱える第二種旅行業 

 に登録した。日帰りや宿泊旅行など希望者に合わせた旅行プランを作る料金 

 は交通費などに、ヘルパーらに人件費を上乗せする。大手旅行会社と連携し、 

 旅館やホテル移動のバスも手配する。同社施設の入居者以外にも利用できる。 

  同社は温泉施設への通所介護や在宅介護者を定期訪問する巡回介護を検討 

 している。昨年 11月には要介護症支援の認定を受けた高齢者を乗せた介護タ 

 クシー事業も始めた。寝たきりや車椅子生活のために制限されがちな高齢者 

 の移動に関するサービスのノウハウも蓄積し今後も高まるニーズに対応する。 

 （日経ＭＪ 2月 27日 9面より抜粋） 

 

▼「高齢者施設にプラネタリウム／社会福祉法人 年長者の里」 

 

  社会福祉法人年「年長者の里」は北九州市に、プラネタリウム付きの複合 

 型高齢者施設「年長者の里 小倉白銀(西館)」を設立した。本格的なプラネタ 

 リウムを備えた高齢者施設は全国でも初めてという。 

  1階にプラネタリウムとデイサービスセンターを配置する。2～4階は介護付 

 き有料老人ホーム、5～6回はサービス付き高齢者向け住宅になっている。プ 

 ラネタリウムにはデジタル映像投影システムを採用、肉眼では見えない 12.5 

 等星まで投影できる本格的な使用で、星座などのほか、宇宙から見た地球な 

 ども写しだして宇宙旅行気分も演出できる。 

  年長者の里は「ゆったりとした音楽と満点の星空で入居者の癒やしに一役 

 買うとともに、近所の住民に無料開放して星座を巡る物語を入居者と語り合 

 うことなどで地域の交流拠点にもなれば」と期待している。 

 （日経ＭＪ 2月 27日 9面より抜粋） 

 



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

 

（１８７）新刊紹介 

 

▼『特別支援教育が分かる本 4 

  「発達障害？」と悩む保護者のための気になる子の就学準備』 

 

 「発達障害かも」と悩む保護者の就学準備にまつわる 15の不安・疑問に、Q&A 

 形式で答える。理解を助けるまんがも掲載。知っておきたい豆知識やこぼれ 

 話などを紹介したコラムも充実。チェック欄あり。 

  監修：内山登紀夫（うちやま・ときお） 

  発行：ミネルヴァ書房 

  本体価格：2500円（税別） 

  ISBN：978-4-623-07193-7 

 

▼『まねて覚える点図入門 エーデルがひらく図形点訳の世界』 

 

 図形点訳ソフト「エーデル」の使い方を実際の作図工程に沿って解説。手順 

 を”まねる”だけで作図力が向上する。視覚障害のある人にとって読みやす 

 い点図のためのノウハウが満載。エーデルファイルのダウンロードサービス 

 あり。 

  著：長尾博（ながお・ひろし）畑中滋美（はたなか・しげみ） 

  発行：読書工房 

  本体価格：3500円（税別） 

  ISBN：978-4-902666-34-2 

 

▼『きみ江さん ハンセン病を生きて』 

 

 ハンセン病患者が受けた「偏見」と「差別」、そして「いじめ」。元ハンセ 

 ン病患者の山内きみ江さんの生い立ちから現在までを、報道カメラマンであ 

 る著者がその姿を追って描くノンフィクション。 

  著：片野田斉（かたのだ・ひとし） 

  発行：偕成社 

  本体価格：1600円（税別） 

  ISBN：978-4-03-645070-1 

 



▼『パーキンソン病のことがよくわかる本 イラスト版』 

 

 脳内のドパミン不足で起こるパーキンソン病。動きづらさ、不眠、幻覚、う 

 つ…さまざまな症状を改善し、前向きに楽しく暮らすための最新治療と生活 

 法を、イラストとともに解説します。 

  監修：柏原健一（かしわばら・けんいち） 

  発行：講談社 

  本体価格：1300円（税別） 

  ISBN：978-4-06-259789-0 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（編集後記） 

 先日、本機構が事務局となって実施しているアクセシブルデザイン（AD）認 

 証に関する委員会が開催されました。毎日のくらしで使われる製品を対象に、 

 その製品にはどんな配慮があり、誰にとって使いやすいのかを第三者機関等 

 が評価して、多様なユーザーにわかりやすく表示しようというものです。現 

 在委員会で審議している評価基準には、約 150項目の「使いやすさの設計」が 

 あげられていますが、そのほとんどがすでに製品に採用されているものです。 

 普段は気づかないで使っていますが、国際的にも評価の高い「日本のおもて 

 なし」の秘密がこんなところにもあるのかな、と思いました。（三好泉） 

 

 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/ 


