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（39）共用品推進機構関連記事 

 

▼「共用品が広げる新たな可能性 Vol.11 障害者差別解消法／星川安之」 

 



  昨年 4月に施行された「障害者差別解消法」は、障害のある人に対して正 

 当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止する法律です。 

  この法律で公的機関・事業者に求められているのが「合理的配慮」です。 

 合理的配慮とは、バリアを取り除くために何らかの対応を必要としていると 

 伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。 

  日本玩具協会が 1990年から実施している、障害の有無に関わらず共に遊べ 

 る玩具、共遊玩具の普及事業は、合理的配慮をどこの業界よりも先駆けて実 

 行していると言えます。 

  目の不自由な人が来店され、商品や場所などを説明する場合、「30センチ 

 前」、「右斜め前」など具体的に説明することも合理的配慮につながります。 

  法律だと構えてしまうかもしれませんが、合理的配慮とはお客さんが求め 

 ているものを知り、可能な範囲で実施することなのです。 

 （月刊トイジャーナル 2017年 6月号より抜粋） 

 

▼「第 2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”コンテスト大募集」 

 

  現在、世の中にある製品の多くは、障害のない人たちが考え、作られてい 

 ます。そのため、障害のある人達にとっては、使いづらい「製品」が存在し 

 ています。できあがった製品を改良することは、多くの時間と費用がかかる 

 ため、改善されるケースはそれほど多くはありません。 

  それを解決する方法の一つとして、障害のある人たちによる「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」 

 を実施することにしました。 

 

 （１）募集テーマ：日常生活で使うもの（非日常生活で使うものも含む） 

   ジャンルは問いませんが、目が見えない・見えにくい私だから考えつい 

   た製品（モノ）に限ります。こんなモノがあれば、今不便なことが便利 

   になる、もっとこんなことができるようになるといったアイディアを募 

   集。 

 （２）応募方法と期間 

   メール、郵送、FAXいずれかの方法 

   アイディア募集：2017年 6月 1日（木）～9月 8日（金） 

   締め切り：9月 8日です。（当日消印有効） 

 （３）応募資格 

   視覚障害特別支援学校（以下、盲学校とする）と、一般の二つの部門に 



   分けて行います。 

  ・盲学校の部 

   盲学校に通う 18歳までの児童・生徒。 

   （学級・学年のチーム、家族との応募も可。） 

  ・一般の部 

   視覚に障害のある人や、一般校に通う視覚に障害のある児童・生徒など。 

 （４）審査方法 

   福祉、デザイン、産業分野の専門家により、審査を行います。 

 （５）応募の際の記載事項（別添応募用紙参照） 

    1.部門（「盲学校の部」または「一般の部」） 

    2.アイディアの名称 

    3.対象者 

    4.アイディアの詳しい内容 

    5.アイディアのアピールポイント 

    6.氏名 

    7.年齢（学年） 

    8.性別 

    9.住所 

   10.所属（学校・所属機関名）／ご職業 

   11.電話番号 

   12.ファックス番号 

   13.メールアドレス 

    応募用紙（word版） 

   http://www.kyoyohin.org/ja/research/pdf/2017_sheet.doc 

 （６）結果発表、表彰 

    1.盲学校の部（最優秀賞・優秀賞・入賞） 

    2.一般の部（最優秀賞・優秀賞・入賞） 

   視覚障害者関連のイベントと連動し、関係するイベントで、 

   表彰、展示を行います。入選者には 10月 6日までにご連絡します。 

   表彰式は、2017年 11月 3日（金・祝）に、東京都墨田区で開催される 

   「サイトワールド 2017」で行う予定です。 

 

 アイディア送付先 

 （送付とお問い合わせは、次のどちらの団体でも受け付けています） 

 

  公益財団法人共用品推進機構 



  とっておきのアイディアコンテスト係 

   〒101-0064 東京都千代田区猿楽町 2-5-4 OGAビル 2F 

   Tel：03-5280-0020 FAX：03-5280-2373 jimukyoku@kyoyohin.org 

 

  社会福祉法人日本点字図書館 

  とっておきのアイディアコンテスト係 

   〒169-8586 東京都新宿区高田馬場 1-23-4 

   Tel：03-3209-0241㈹ FAX：03-3204-5641 nitten@nittento.or.jp 

 

 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」チラシ（PDF） 

 http://www.kyoyohin.org/ja/research/pdf/2017_idea_contest.pdf 

 

▼「ブログを更新しました！」 

 

 ・アイディア募集中！（～9/8）：第 2回「“とっておきのアイディア”コン 

  テスト」 

 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/  

 

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

 

（40）各種催しとお知らせ 

 

▼「演劇結社ばっかりばっかり第二十一回公演チャリティ朗読会『朗読おにぎ 

  り－パリパリ・しっとり』開催のお知らせ」 

 

 バリアフリー劇団『演劇結社ばっかりばっかり』の定番公演のチャリティ朗 

 読会です！ 

 常温のお茶と飴ちゃんしかありません。後は朗読、朗読、そしてたーっぷり 

 朗読します！ふんわり握った朗読おにぎりを、心でゆったりご賞味ください。 

 具は、笑いと人情…じゃないかな、たぶん。 

 

 今回は映画『武士の家計簿』『武士の献立』の脚本を担当なさった柏田道夫 

 さんの作品を、それぞれのプログラムに１編ずつ読ませていただきます。ご 

 期待ください！！ 



 

 ＜日時＞ 

 6月 24日（土）14 時（パリパリ） 

        18時（しっとり） 

   25日（日）13時（しっとり） 

        17時（パリパリ） 

 会場：スタジオ Happy Box富士見台 

    （練馬区貫井 4-2-2 パークサイドコーポ 1F） 

 アクセス：西武池袋線富士見台駅北口より徒歩５分。 

 ※ご希望により、富士見台駅からの誘導をいたします。 

  料金：1500円（パリパリ・しっとり通しセットは 2500円、 

     昼と昼、夜と夜の組み合わせでも OK）。 

 ※純益の一部は、盲ろう者の方の団体へお送りいたします。 

  定員：各回 30名。（要・予約） 

  出演：鈴木大輔、新居草太（にい そうた）、ぺんぺん、美月めぐみ 

 ※新居と美月は全盲の点字朗読者です。 

 

 ＜朗読演目＞ 

 パリパリ： 

  柏田道夫作『武士の料理帖』より「雪消飯（ゆきげめし）」、 

  加納朋子作『モノレール猫』より「セイムタイム・ネクストイヤー」ほか、 

  東海林さだお著「丸かじりシリーズ」より１編、ショートショート数編 

 しっとり： 

  柏田道夫作『武士の料理帖』より「稲荷寿司」、 

  吉橋通夫作『なまくら』より「赤い番傘」ほか、 

  東海林さだお著「丸かじりシリーズ」より１編、ショートショート数編 

 

 ＜お問合せ・ご予約＞ 

  劇団まで、お電話かメールでお願いします。 

  TEL：090-3818-6424（受付は 10時から 18時） 

  Eメール otegami@bakkaribakkari.net 

  メールの場合は、件名を『朗読おにぎり』予約として、本文に以下のこと 

  をお書きください。 

  1.お名前（よみがなも）、 

  2.希望日時、 

  3.人数 



  4.当日連絡の取れる携帯番号 

  5.富士見台駅改札からの誘導希望の有無 

  6.当日配布のパンフレットのメディア 

   （点字、CD。ご希望は、6月 21日火曜日までにご連絡ください） 

 

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

 

（41）製品関連記事 

 

▼「暗闇で見やすい汎用エアコンリモコン／朝日電器」 

 

  朝日電器は国内の主要メーカー13社のエアコンに使える「汎用エアコンリ 

 モコン」を 15日に発売する。従来はなかった壁掛け用のホルダーを標準装備。 

 リモコンをなくした場合や 2台目としての需要を見込む。 

  夜に部屋が暗くても操作しやすいように、運転・停止ボタンは蓄光ボタン 

 を採用した。画面にもバックライトを付け暗闇での見やすさを重視した。設 

 定した時間でエアコンが自動で付いたり消えたりするタイマー機能も搭載。 

 （日経産業新聞 6 月 9日 12面より抜粋） 

 

▼「軽い力で切りやすく／スリーエムジャパン」 

 

  スリーエムジャパンは 8日、スーパーや総菜店で販売する弁当容器のふた 

 を固定する用途向けに、軽い力で切りやすいテープを発売すると発表した。 

 単身世帯の高齢者向けに持ち帰り弁当の需要が増えており、ラップやテープ 

 をはがす手間を軽減する。 

  発売するのはポリプロピレン製の「スコッチ弁当容器テープ 629」。主に 

 梱包資材の商社やインターネットの通販で販売する。透明なテープを見つけ 

 るのが難しく、うまくはがせずに弁当を落としてしまう高齢者もいるため、 

 開封しやすさと視認性に特化した。 

  使用者テストで 73%の人が従来品より開けやすいと回答した。容器のふた 

 を固定する作業で手軽に引き出せる適切な仕様にするなど、弁当を製造する 

 現場の作業効率にも配慮した。 

 （日経産業新聞 6 月 9日 12面より抜粋） 

 

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

 



（42）新刊紹介 

 

▼『障害者福祉 第 2 版』 

 

 障害者福祉の理念と歴史から、障害者を支える法制度の現状と課題、障害者 

 支援とソーシャルワークまでをまとめた障害者福祉のテキスト。めまぐるし 

 く変わる障害者制度の最新情報を加え、近時の法改正に対応した第 2版。 

  著：竹端寛（たけばた・ひろし）山下幸子（やました・さちこ） 

  発行：ミネルヴァ書房 

  本体価格：2600円（税別） 

  ISBN：978-4-623-08042-7 

 

▼『部下がアスペルガーと思ったとき上司が読む本 

  信じられない言動をする部下の心がわかる』 

 

 管理職や経営者、研究者などにも多く存在するアスペルガー、自閉症スペク 

 トラムの人々を組織の中でいかに働きやすく環境を整えるか？臨床現場の体 

 験をもとに円滑な職場づくりを提案する。 

  著：宮尾益知（みやお・ますとも）滝ロのぞみ（たきぐち・のぞみ） 

  発行：河出書房新社 

  本体価格：1500円（税別） 

  ISBN：978-4-309-24800-4 

 

▼『車いす犬ラッキー 捨てられた命と生きる』 

 

 交通事故のため自力歩行ができなくなった捨て犬のラッキー。介護が必要な 

 彼を支えているつもりが、支えられていたのは自分だった－。「ユイ（結 

 い）」の伝統が息づく徳之島での、犬と人のドラマを通じて、命の意味を問 

 う。 

  著：小林照幸（こばやし・てるゆき） 

  発行：毎日新聞出版 

  本体価格：1500円（税別） 

  ISBN：978-4-620-32445-6 

 

▼『20世紀ロシアの挑戦盲ろう児教育の歴史 

  事例研究にみる障害児教育の成功と発展』 



 

 革命前の帝都ペテルブルクとソビエト時代のレニングラード、ハリコフ市、 

 モスクワ市及びモスクワ県における盲ろう教育史。盲ろう児者の研究者、教 

 育者である 3人の伝記と、20世紀に行なわれた盲ろう児教育の状況を紹介す 

 る。 

  著：タチヤーナ・アレクサンドロヴナ・バシロワ 

  訳：広瀬信雄（ひろせ・のぶお） 

  発行：明石書店 

  本体価格：3800円（税別） 

  ISBN：978-4-7503-4505-5 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（編集後記） 

 衣替えシーズンの６月、学生たちの制服も夏服に変わり、心なしか朝の電車 

 の中が明るくなったように感じます。制服と言えば、私の出身高校では卒業 

 後まもなく制服が廃止されました。３年間ずっと制服だった身としては自由 

 な後輩たちを羨ましく思ったものですが、自由になると今度は制服が着たく 

 なるようです。高校生であることを示したいという思いもあるのでしょうか。 

 「制服のようなもの」を着てくる学生が今でも少なからずいるそうです。 

 制服ではありませんが、かつてのマタニティウェアは一目で妊婦さんとわか 

 るデザインでした。最近は妊婦さんと気づかれないようなデザインが増え、 

 「席を譲りたいけど、バッグにマタニティマークがついていたって小さくて 

 見えないよ。昔は服ですぐにわかったのに」と言ったのは私の友人。隠した 

 いけど示したい、服のデザインも一筋縄ではいかないもののようです。 

 （松森ハルミ） 

 

 

 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/ 


