交通バリアフリー推進ネットワークメールマガジン登録団体 各位
交通バリアフリー推進ネットワークメールマガジンをお送りしますので、ご覧ください。
なお、配信方法を E‑mail に転換していきたいと思いますので、ecomomail＠ecomo.or.jp までお知らせ頂ければと思います。
また、配信の停止等に関しましても、ecomomail＠ecomo.or.jp もしくは、FAX(03‑3221‑6674)までお知らせ頂ければ思います。
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2008 年 3 月 26 日

▼バリアフリー推進ネットワークからのお知らせ
■交通バリアフリー推進の集い冊子配布について

▼ネットワーク参加団体からのお知らせ
■日本福祉のまちづくり学会第 11 回 全国大会 in 新潟
■「市民と進める福祉の交通まちづくりセミナー ｉｎ 中四国」冊子配布について

▼エコモからのお知らせ
■ホームページリニューアル
■シンボルマークとイメージキャラクターが決定
■高齢者・障害者等の公共交通機関不便さデータベース
■らくらくおでかけネット
■小中学生の総合学習、修学旅行等の受け入れのご案内
■バリアフリー学習図鑑「みんなで考えるバリアフリー」
（CD‑ROM）の公開

▼行政からのお知らせ
■交通バリアフリー法移動円滑化基本構想策定状況（国土交通省）
■第１回国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰（国土交通省）

▼ニュース
▼各種催し物のお知らせ
▼コラム

▼バリアフリー推進ネットワークからのお知らせ

■交通バリアフリー推進の集い冊子配布について
交通バリアフリー推進の集いの当日配付資料（第２回、第３回、第５回）をご希望の方にお送りします。ご連絡ください。
→FAX：03-3221-6674 E-mail：ecomomail@ecomo.or.jp

▼ネットワーク参加団体からのお知らせ
■日本福祉のまちづくり学会第 11 回 全国大会 in 新潟
いつものもてなし、ここちよい交流 〜誰もがくらしやすく、訪れたくなるまちを目指して〜
日時：８月３１日〜９月２日
場所：朱鷺メッセ：新潟コンベンションセンター
詳細は→http://jais2008.eng.niigata-u.ac.jp/
■「市民と進める福祉の交通まちづくりセミナー ｉｎ 中四国」冊子配布について
10 月 31 日に開催されましたセミナーの当日配付資料（第２回、第３回、第５回）をご希望の方にお送りします。
ご連絡ください。 →FAX：03-3221-6674 E-mail：ecomomail@ecomo.or.jp
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▼エコモからのお知らせ
■ホームページリニューアル
誰もがつかいやすく、わかりやすいホームページを目指しリニューアルしました。JIS X 8341-3 にもとづき、誰もが支障なくホー
ムページの情報やサービスを入手、利用できるようにウェブアクセシビリティに配慮しました。なお、一部ウェブアクセシビリティ
に対応できていないページもありますが、これらについては、順次更新していくよう努めてまいります。
詳細は→http://www.ecomo.or.jp/general/newsrelease/20080325̲2.html
■シンボルマーク・イメージキャラクターが決定
昨年に募集しましたシンボルマークとイメージキャラクターが決定しました。
詳細は→http://www.ecomo.or.jp/general/newsrelease/20080325̲1.html
■高齢者・障害者等の公共交通機関不便さデータベース
平成 5 年 10 月から平成 18 年 3 月までに各関係機関で実施された、障害者や高齢者等の駅、公共交通機関の利用状
況についてまとめた調査報告書の内容を整理し、駅や交通機関（鉄道・バス）の利用者が実際に感じている不便さや便利
さ等の意見を抽出し、データベース化いたしました。
詳細はこちらから→http://www.ecomo.or.jp/barier̲free/fubensa/index.html
■らくらくおでかけネット
現在は、鉄道駅 4,072 駅、空港 85、バス 158、旅客船 411 ターミナルの情報を提供しています。最近の１日のアクセス件数
は、約 3,000 件です。リンクご希望の方はご連絡ください。なお、アドレスは下記の通りです。
アドレス：（パソコン版）http://www.ecomo-rakuraku.jp/
（携帯版）http://www.ecomo-rakuraku.jp/rakuraku/mobile/
■小中学生の総合学習、修学旅行等の受け入れのご案内
毎年、総合学習や修学旅行等でバリアフリー等について学びにこられる学校の関係者の方へのご案内ページを新たに作
成しました。講習の他に、車いす体験や高齢者疑似体験等、ご希望に沿った内容で実施しています。
詳細は→http://www.ecomo.or.jp/barier̲free/gakusei/gakuseiukeire̲index.htm
■バリアフリー学習図鑑「みんなで考えるバリアフリー」
（CD‑ROM）の公開
子供達がバリアフリーや福祉に関する学習を進める上で、障害のある人達の日常の不便さ等を知り、ハード面のバリアフリ
ー、ソフト面での（心の）バリアフリーを理解し、バリアフリー社会の実現を自分のこととして捉えるため親しみやすいCD-ROMを
作成しました。ホームページにて公開しています。是非ご利用ください。→ http://www.ecomo.or.jp/index̲img/kaisetsu.htm

▼行政からのお知らせ
■交通バリアフリー法、バリアフリー新法移動円滑化基本構想策定状況（平成 20 年 1 月まで）
基本構想を作成済みの市区町村 235 市町村(287 基本構想)
詳細は→http://www.mlit.go.jp/barrierfree/transport-bf/basicplan/jurijoukyou2001.pdf
■第１回国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰
国土交通分野におけるバリアフリー化の推進に多大な貢献が認められた個人又は団体を表彰し、優れた取り組みを広く普
及させ奨励する事を目的として、国土交通省バリアフリー化功労者大臣表彰制度が創設され、3 月 10 日に第１回表彰式
が行われました。受賞団体は下記の通りです。詳細は→http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010304/01.pdf
さいたま新都心バリアフリーまちづくりボランティア
特定非営利活動法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
豊中市
廿日市市
宮崎市
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▼ニュース
□2 月 29 日から JR 東海でバリアフリー設備
東海道線原駅、幸田駅の各駅でエレベーター及び多機能トイレの使用を開始しました。
詳細は→http://jr-central.co.jp/co.nsf/news/nws2008227-111755
□3 月から京成電鉄でバリアフリー設備
8 日に京成上野駅、八広駅、四つ木駅に、15 日に京成小岩駅、市川真間駅のエレベーターの使用を開始しました。
詳細は→http://www.keisei.co.jp/keisei/kouhou/news/19-072.pdf
□3 月 1 日からコミュニケーションボード設置
函館市交通局では、コミュニケーションボードを設置しました。
詳細は→http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/transport/report/H200303/komyu.pdf
□3 月 7 日からセントレアに待合室設備
セントレアバス乗り場に待合室が設置されました。詳細は→http://www.centrair.jp/news/2008/1179821̲3514.html
□3 月 14 日 JR 東日本でバリアフリー設備
JR 東日本仙台支社では、東北線東仙台駅、塩釜駅でエレベーター使用が開始しました。
□3 月 15 日から JR 東海でバリアフリー設備
東大道本線大高駅でエレベーターの使用を開始しました。
詳細は→http://jr-central.co.jp/co.nsf/news/nws2008314-154146
□3 月 15 日から JR 西日本で新駅名
湖西線の「西大津駅」および「雄琴駅」が、それぞれ「大津京駅」および「おごと温泉駅」に改称されます。
詳細は→http://www.westjr.co.jp/news/newslist/article/1173593̲799.html
□3 月 15 日から JR 西日本に新線開業
「おおさか東線」が開業します。 詳細は→http://www.westjr.co.jp/news/newslist/article/1173592̲799.html
□3 月 15 日から京王に新型駐車場
京王電鉄では聖蹟桜ヶ丘SCに「車番認証システム」の導入と、事前精算機で駐車料金を「ＰＡＳＭＯ電子マネー」による支払
を導入します。詳細は→http://www.keio.co.jp/news/nr080307v01/index.html
□3 月 17 日に関西国際空港の身障者用駐車スペース改修工事完了
エリア単位での入出庫管理システムを導入した身障者用駐車スペースが完成しました。
詳細は→http://www.kansai-airport.or.jp/news/080317/index.html
□3 月 27 日から西武鉄道で制服リニューアル
西武鉄道は、制服をリニューアルします。詳細は→http://www.seibu-group.co.jp/railways/kouhou/news/2007/0314.1.pdf
□3 月 30 日から名鉄で新車両導入
名古屋鉄道では、バリアフリーにも配慮した新車両（通勤型車両 5000 系）の導入を開始します。
詳細は→http://www.meitetsu.co.jp/profile/news/2007/1184390̲1141.html
□3 月 30 日都営日暮里・舎人ライナー開通予定
東京都交通局では日暮里・舎人ライナー（日暮里駅〜見代台親水公園駅）が開通されることになりました。
詳細は→http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/nippori̲toneri/cheer/index.html
□3 月 30 日横浜市営地下鉄新ライン開通予定
横浜市営地下鉄では、グリーンライン（日吉駅〜中山駅）が開通されることになりました。
詳細は→http://www.city.yokohama.jp/me/koutuu/info/news/2007/20080107.html
□3 月から JR 東日本で新サービス開始
JR 東日本では、モバイル Suica 特急券サービスを開始します。詳細は→http://www.jreast.co.jp/press/2007̲2/20071201.pdf
□3 月、京王線キッズプラッツ多摩川が開設
子育て支援事業の取り組みの具体的な事業のひとつとして、京王多摩川駅近くに保育所が開設されます。
詳細は→http://www.keio.co.jp/news/nr070927v02/index.html
□3 月までに東武電鉄に AED 設置
東武電鉄では、177 駅全駅について AED の設置が完了します。詳細は→http://www.tobu.co.jp/news/2007/12/071226-1.pdf
□3 月末までに東京メトロの可動式ホーム柵設置完了
東京地下鉄株式会社が進めている丸の内線の可動式ホーム柵の設置が３月で完了します。
□4 月 1 日からキッズルームが開業
JR 西日本では宝塚線三田駅に『ＪＲ三田キッズルーム』を開業します。
詳細は→http://www.westjr.co.jp/news/newslist/article/1173535̲799.html
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□4 月 1 日から東急電鉄で制服をリニューアル
東急電鉄では、制服をリニューアルします。詳細は→http://www.tokyu.co.jp/contents̲index/guide/pdf/080306.pdf
□4 月 16 日に蒲田駅に商業施設開業
JR 東日本ではＧＲＡＮＤＵＯ（グランデュオ）蒲田開業に伴い、バリアフリー設備も使用開始となります。
詳細は→http://www.jreast.co.jp/press/2007̲2/20080201.pdf
□4 月から札幌市営地下鉄に可動式ホーム柵設置
札幌市交通局では、地下鉄東西線の可動式ホーム柵の設置使用を開始いたします。設置期間は 2009 年 3 月までです。
詳細は→http://www.city.sapporo.jp/st/homusaku/kadoshiki̲homusaku̲kaishi.pdf
□5 月 18 日より nimoca 使用開始
西日本鉄道では、IC カード nimoca の使用を開始いたします。詳細は→http://www.nishitetsu.co.jp/release/2007/07̲134.htm
□6 月 14 日副都心線開業
東京メトロは副都心線（和光市駅−渋谷駅）を開通します。詳細は→http://www.tokyometro.jp/news/2008/2008-04̲1.html
□2008 年度東武鉄道で駅をリニューアル
東武鉄道池袋駅が 2009 年までにリニューアルされます。詳細は→http://www.tobu.co.jp/file/1433/080219-1.pdf
□2008 年に京阪３駅の駅名変更
京都市内の京阪線３駅の駅名が変更します。「丸太町 ⇒ 神宮丸太町」「四条 ⇒ 祇園四条」「五条 ⇒ 清水五条」
詳細は→http://www.keihan.co.jp/news/data̲h19/2007-11-06-01.pdf
□2008 年 6 月から東武鉄道にライナー登場
東武東上線に、座席定員制の新型ライナーが登場します。詳細は→http://www.tobu.co.jp/news/2007/11/071121.pdf
□2009 年から千葉都市モノレールに新型車両導入予定
詳細は→http://www.chiba-monorail.co.jp/uf-otype/urban-flyer.html
□JR 九州 IC カードの名称が決定
2009 年に使用開始予定の IC カードのキャラクターと名称が決定しました。名称は SUGOCA。
詳細は→http://www13.jrkyushu.co.jp/newsreleaseweb.nsf/9dd28b8cb8f46cee49256a7d0030d2e6/4911c0325b15fb48492573830057eb7a?OpenDocument

▼各種催し物のお知らせ
□広域停電時の避難誘導〜あなたの街は大丈夫〜 http://www.ieij.or.jp/event/2008/080327kenkyukai.html
日時：3 月 27 日 ／ 場所：大阪市立大学文化交流センター
http://barrierfree.jp/
□バリアフリー2008
日時： 4 月 25〜27 日 ／ 場所：インテックス大阪
□第 11 回国際福祉健康産業展〜ウェルフェア 2008〜
http://www.nagoya‑trade‑expo.jp/welfare/
日時：6 月 6〜8 日 ／ 場所：ポートメッセなごや
□第 3７回土木計画学研究発表会（春大会）http://www.jsce.or.jp/committee/ip/ip37/ip37.htm
日時：6 月 6〜8 日 ／ 場所：北海道大学工学部
□International Federation on Ageing s 9th Global Conference http://www.ageingdesignmontreal.ca/en/page.php#nogo
日時：9 月 4〜7 日 ／ 場所：Palais des Congres de Montreal
□第 35 回 国際福祉機器展 H.C.R. 2008
http://www.hcr.or.jp
日時：9 月 24 日〜26 日 ／ 場所：東京ビックサイト
□RREHACARE International 2008
http://www.rehacare.de
日時：10 月 15 日〜18 日 ／ 場所：デュッセルドルフ見本市会場
□P.P.C.2008 第 10 回 西日本国際福祉機器展 http://convention‑a.jp/fukushi/
日時：11 月 28 日〜30 日 ／ 場所：西日本総合展示場・新館
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▼コラム
「隣国に学べ」
国際観光振興機構（JNTO）によると 2006 年の 1 年間に日本へ来た外国人旅行者の数は、730 万人とのことである。ここ数年急激
に伸びているとのことであるが、その中でもアジアの旅行者が 70％で 524 万人、うち韓国の旅行者が 211 万人となっている。
日本に近いこともあるが、その背景には「冬のソナタ」の韓流ブームもある。また 2004 年より韓国のケーブルテレビで日本のドラマ
が放映されるなども大きい。日本の文化に対する関心は高く、音楽や映画などはインターネットからダウンロードして楽しんでいる親
日派も増えているとのことである。韓国は儒教による敬老精神が身についているので、優先席で高齢者が立っている姿は見かけ
ないと言われる。
一方、韓国から日本をどう思っているのか、と言うと、日本はどこへ行っても清潔であり、日本人はまじめで勤勉で親切であると思
われている。日本文化や日本語への関心も高く、韓国の高校では第 2 外国語で日本語の履修者が多いとのことである。
いずれにしても日本は韓国から学ぶところが多いが、特に、日本が忘れかけている敬老精神など目上の人に対する尊敬の念
はすぐにでも実行しなければならない。
最近の事件のように目上の人を痛めつける、殺めることがあっては絶対いけないのである。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−【Information】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
○記事募集中！！ ： ecomomail@ecomo.or.jp
○配信先変更・停止、ご意見・ご感想 ： ecomomail@ecomo.or.jp
○交通バリアフリー推進ネットワークメールマガジンはバリアフリー推進ネットワークの著作物です。転送・転載する際は、
必ず事前にご連絡ください。
： ecomomail@ecomo.or.jp
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
★編集後記★
2002 年 4 月に第１号を発刊してから今回で 64 号まで発刊してきましたが、本号を持って担当が変わることとなりました。
今まで読者の皆様には様々な情報をお寄せ頂きまして、ありがとうございました＾＾。
今後は心機一転新しいメールマガジンを皆様にお届けできると思います！
100 号、200 号と。
。
。今後ともメールマガジンをよろしくお願い致します。
■□■□−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−□■□■
バリアフリー推進ネットワーク事務局 （交通エコロジー・モビリティ財団）
E‑mail：ecomomail@ecomo.or.jp
URL：http://www.ecomo.or.jp/itami̲sengen/itami̲index.html
■□■□−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−□■□■
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