
 　平成 28 年度、及び 2017 年度研究助成対象事業の報告会を開催いたします。

 　参加をご希望の方は、メールかファクスにてお申し込みください。

　また、手話通訳、要約筆記等をご希望される方はお申込の際お申し出ください。

日 時：2018 年 6 月 12 日（火）

　　　１３：３０～１６：３０

参加料：無料（交流会は有料 1,000 円） 

場 所：銀座伊東屋 HandShake Lounge

・東京メトロ 銀座線「銀座駅」

　A13 松屋口から徒歩 2分

＜エレベーターでの経路（※詳細は別紙ご参考）＞

・東京メトロ銀座線「銀座駅」から銀座三越入り口

・東京メトロ日比谷線「銀座駅」から B2 

・東京メトロ 丸ノ内線「銀座駅」から C5と C7 の間

定員：５０名 　定員超過のためお断りさせていただく時のみ、お申込後に連絡いたします。

メールでお申込みの場合は、ご所属、お名前、ご連絡先（電話番号、E-mail アドレス）をお書きの上、

jyosei＠ecomo.or.jpまでお送りください。あわせて交流会のご参加についても必ずご記載ください。

ファクスでお申込みの場合は、下段の申込み用紙に必要事項をご記入の上、お送りください。

東京都中央区銀座 2-7-15

お申込み用紙

FAX　０３－３２２１－６６７４ (公財 ) 交通エコロジー・モビリティ財団

バリアフリー推進部　行
個人情報保護法に基づき、提供された個人情報は、

その目的以外の用途には利用しません。

お申込日

お電話 E-MAIL

ご所属

手話通訳または要約筆記を希望される方は○をつけてください。 手話通訳　　・　　要約筆記

お名前

月　　　　日

交流会に参加される方は○をつけてください。 参加する

※複数人お申し込みの場合は、代表の方のお名前、ご連絡先を

　ご記入ください。その他の方は、お名前だけご記入ください。

備　考

－ － ＠

申込締切 ： ５月３１日 ( 木 )

第１１回 ECOMO交通バリアフリー研究・活動助成報告会

開催のお知らせ

第１１回 ECOMO交通バリアフリー研究・活動助成報告会

開催のお知らせ

( 交流会は１７：３０まで）

銀座駅

Ｃ５とＣ７の間

A13

B2(6:00～22:00)

銀座三越横(10:30～20:30)

×A8出口のEVは工事中

Apple銀座

ブルガリ

銀座伊東屋

銀座四丁目

銀座三丁目

銀座二丁目

１3：３０　開会挨拶 

１3：３2　全体講評　　審査委員会　秋山哲男委員長 

１３：３５　助成事業成果報告：平成 28 年度　3事業

　　１. 知的障害児の交通ルール学習装置の開発（交通学習におけるバリアフリー化を目指して）
　　　　　　金沢大学人間社会学域学校教育学類附属特別支援学校　吉岡　学氏
　　２. 高次脳機能障害者・失語症者に対するｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援ﾎﾞｰﾄﾞの有用性に関する研究
　　　　　　国立障害者リハビリテーションセンター研究所　中山　剛氏
　　３. 移動困難者を対象とした自転車教育プログラムに関する研究
　　　　　　公益財団法人公害地域再生センター　藤江　徹氏
１４：０５　質疑応答

１４：１５　助成事業成果報告：２０１７年度研究・活動部門　３事業

　　４. 交通バリアフリーにかかる福祉教育授業モデル動画コンテンツの作成
　　　　　　鳴門教育大学大学院学校教育研究科 高橋　眞琴氏
　　５. 大阪・なんばエリアにおける分かりやすいエレベーター表示の実証研究
　　　　　　特定非営利活動法人大阪障害者自立生活協会 石田　義典氏
　　６. 鉄道駅ホーム上障害物調査
　　　　　　安全☆駅スペックプロジェクト　金子　聡氏
１４：４５　休憩

１４：５５　助成事業成果報告：２０１７年度一般部門　７事業

　　７．種々の環境光下での安全色票の識別に関する実験的検討（健常者、色弱者および高齢者）
　　　　　　産業技術総合研究所　茂里　康氏
　　８．交通ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰにおける障害当事者参加によるｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ改善策の実効性に関する研究
　　　　　　宇都宮大学　大森　宣暁氏
　　９．自転車の歩道通行が障害者のバリアフリーに与える影響
　　　　　　岩手県立大学　元田　良孝氏
　　10．認知症高齢者に配慮した公共交通施設のトイレ操作系設備に関する調査研究
　　　　　　日本工業大学　野口　祐子氏
　　11．歩行訓練用触地図キットの有効性評価に関する研究
　　　　　　成蹊大学　豊田　航氏
　　12．駅構内のカラーユニバーサルデザインのための XYZ 表色系を用いた見やすさの研究
　　　　　　東京工業大学　加藤　洋子氏
　　13．鉄道駅プラットホーム上の安全性評価指標の高度化
　　　　　　東京理科大学　寺部　慎太郎氏
１６：１５　質疑応答

１６：３０　終了 

１６：３０ ～１７：３０　交流会（有料　1,000 円） 

第 11 回 ECOMO交通バリアフリー研究助成報告会  プログラム

お問合せ及びお申込み　公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団バリアフリー推進部

　　TEL：03-3221-6673　FAX：03-3221-6674　E-MAIL：jyosei@ecomo.or.jp



 　平成 28 年度、及び 2017 年度研究助成対象事業の報告会を開催いたします。

 　参加をご希望の方は、メールかファクスにてお申し込みください。

　また、手話通訳、要約筆記等をご希望される方はお申込の際お申し出ください。

日 時：2018 年 6 月 12 日（火）

　　　１３：３０～１６：３０

参加料：無料（交流会は有料 1,000 円） 

場 所：銀座伊東屋 HandShake Lounge

・東京メトロ 銀座線「銀座駅」

　A13 松屋口から徒歩 2分

＜エレベーターでの経路（※詳細は別紙ご参考）＞

・東京メトロ銀座線「銀座駅」から銀座三越入り口

・東京メトロ日比谷線「銀座駅」から B2 

・東京メトロ 丸ノ内線「銀座駅」から C5と C7 の間

定員：５０名 　定員超過のためお断りさせていただく時のみ、お申込後に連絡いたします。

メールでお申込みの場合は、ご所属、お名前、ご連絡先（電話番号、E-mail アドレス）をお書きの上、

jyosei＠ecomo.or.jpまでお送りください。あわせて交流会のご参加についても必ずご記載ください。

ファクスでお申込みの場合は、下段の申込み用紙に必要事項をご記入の上、お送りください。

東京都中央区銀座 2-7-15

お申込み用紙

FAX　０３－３２２１－６６７４ (公財 ) 交通エコロジー・モビリティ財団

バリアフリー推進部　行
個人情報保護法に基づき、提供された個人情報は、

その目的以外の用途には利用しません。

お申込日

お電話 E-MAIL

ご所属

手話通訳または要約筆記を希望される方は○をつけてください。 手話通訳　　・　　要約筆記

お名前

月　　　　日

交流会に参加される方は○をつけてください。 参加する

※複数人お申し込みの場合は、代表の方のお名前、ご連絡先を
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１３：３５　助成事業成果報告：平成 28 年度　3事業

　　１. 知的障害児の交通ルール学習装置の開発（交通学習におけるバリアフリー化を目指して）
　　　　　　金沢大学人間社会学域学校教育学類附属特別支援学校　吉岡　学氏
　　２. 高次脳機能障害者・失語症者に対するｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援ﾎﾞｰﾄﾞの有用性に関する研究
　　　　　　国立障害者リハビリテーションセンター研究所　中山　剛氏
　　３. 移動困難者を対象とした自転車教育プログラムに関する研究
　　　　　　公益財団法人公害地域再生センター　藤江　徹氏
１４：０５　質疑応答

１４：１５　助成事業成果報告：２０１７年度研究・活動部門　３事業

　　４. 交通バリアフリーにかかる福祉教育授業モデル動画コンテンツの作成
　　　　　　鳴門教育大学大学院学校教育研究科 高橋　眞琴氏
　　５. 大阪・なんばエリアにおける分かりやすいエレベーター表示の実証研究
　　　　　　特定非営利活動法人大阪障害者自立生活協会 石田　義典氏
　　６. 鉄道駅ホーム上障害物調査
　　　　　　安全☆駅スペックプロジェクト　金子　聡氏
１４：４５　休憩

１４：５５　助成事業成果報告：２０１７年度一般部門　７事業

　　７．種々の環境光下での安全色票の識別に関する実験的検討（健常者、色弱者および高齢者）
　　　　　　産業技術総合研究所　茂里　康氏
　　８．交通ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰにおける障害当事者参加によるｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ改善策の実効性に関する研究
　　　　　　宇都宮大学　大森　宣暁氏
　　９．自転車の歩道通行が障害者のバリアフリーに与える影響
　　　　　　岩手県立大学　元田　良孝氏
　　10．認知症高齢者に配慮した公共交通施設のトイレ操作系設備に関する調査研究
　　　　　　日本工業大学　野口　祐子氏
　　11．歩行訓練用触地図キットの有効性評価に関する研究
　　　　　　成蹊大学　豊田　航氏
　　12．駅構内のカラーユニバーサルデザインのための XYZ 表色系を用いた見やすさの研究
　　　　　　東京工業大学　加藤　洋子氏
　　13．鉄道駅プラットホーム上の安全性評価指標の高度化
　　　　　　東京理科大学　寺部　慎太郎氏
１６：１５　質疑応答

１６：３０　終了 
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