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バリアフリーマップ博覧会バリアフリーマップ博覧会

賞状と楯をい
ただきました。

●開催主旨

●関内触知図とは

　横濱ジェントルタウン倶楽部は、平成 11年に設立さ

れた「関内駅周辺福祉のまちづくり重点推進地区協議

会」を母体に、平成 16年から市民、商業者、障がい者

とともに、当「倶楽部」を設立しました。協議会時代

を含めて、この約 7年間手探りながら、福祉のまちづ

くりを、官民一体となって展開してきました。

　
　昨年度は、横浜市との協働事業１年目で、「関内触知

図」の見直し事業として、「関内バリアフリーマップ」

－触る地図－を完成しました。その製作過程で、障が

い者団体へのヒアリングによる課題の整理や全国自治

ク」とともに、2004 年の「街歩きマップコン

テスト」（主催／日本観光協会等／全国から

561 点が参加）で国土交通大臣賞を受賞し、各

商店街振興組合、障害者団体、ＮＰＯ法人、行政、

学生、ボランティアなどが協力し合い調査・研

究したことが高く評価されました。

体や企業等で作成しているバリアフリーマップを収集

しました。

　
　今年度は横浜市との協働事業でマップを使ったまち

歩き等を横浜シティガイド協会のご協力で行いました。

　さらにマップ作成過程や収集した資料を市民の皆様

に知ってもらうために、少し大げさではありますが、「バ

リアフリーマップ博覧会」として開催することにしま

した。今回の博覧会には、神奈川ライトセンターや横

浜市立盲学校等から貴重な資料をお借りし、展示して

おります。あわせてご覧下さい。

　
横濱ジェントルタウン倶楽部会長　加藤昇一

　
会場に実物があるの
で、ぜひ、手にとっ
て見てくださいね★

　地図に透明の UV

樹脂をのせて道路を

立体的に表現してい

ます。

　『関内触知図　バリアフリーマップ』

　地図の範囲は横が桜木町ー関内ー石川町、縦は伊勢佐木長者町ー山下公園ま

でとなっており、車椅子用トイレやエレベータなどをピクトグラムを用いて表

示しています。　
『関内ガイドブック

　　バリアフリーマップ』　

　関内触知図の範囲内にあ

る 108 のお店を紹介してい

ます。店舗情報だけでなく

各店舗のバリアフリー情報

がわかります。

　「関内触知図   バリアフリーマップ」は、横濱

ジェントルタウン倶楽部が関内駅周辺福祉のま

ちづくり重点推進地区協議会だった平成 14年

度に作成したものです。UVという透明な樹脂

を使い凹凸をつけ共用マップにしました。この

マップは「関内バリアフリーマップ・ガイドブッ
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マップづくりのプロセスマップづくりのプロセス

もっとわかりやすく！
    「関内触知図」をもとに、もっとわか

りやすく誰もが使いたくなる地図をめ

ざしました。

     このため、視覚障がい者 30名をは

じめ、車いす使用者・知的障がい者な

ど地図の使用者のニーズをしっかり聞

くとともに、全国 167 の行政・社会福

祉協議会へのアンケート調査、専門家

へのヒアリングを行いました。

     また、わかりやすい地図として、ど

んな情報を掲載したらよいかを議論し

つつ、その情報を地図に表現する点・

線の大きさや間隔などは、どのように

したら最もわかりやすくなるか、立体

コピーで試作品を何度もつくり検討し

ました。

ニーズ調査 

視覚障がい者等に
対するヒアリング 

 

事例調査 

全国の自治体から
事例情報の収集 

技法調査 

専門家から印刷技法
についてヒアリング

作成方針の検討

共用マップの理念のもと
調査結果を踏まえた

方針づくり

掲載情報の検討

表現内容・凡例の
検討現地調査等 

試作品の作成 

立体コピーで
何度も作成

編集・デザイン・印刷
 

フローチャート

●バリアフリーマップづくりのプロセス

●調査・研究をしている様子

  触知部分（凹凸がある部分）の研究のため視覚障がいを持

つ 30 人の方からヒアリングを行いました。そのヒアリング

結果から、細い道路などもわかる視覚障がい者用の詳細版も

作成することにしました。

　誰もが使いたくなるようなか

わいいデザインを NDC グラ

フィックにお願いしました♪

　車椅子の方から高低差

がわかるようにしてほし

いという意見をいただ

き、丘などの高低差をグ

ラデーションで表すこと

にしました。

　試作品を作り記号と略記をひ

とつずつ確認します。また、そ

れらの配置間隔も配慮しました。

　地図上に掲載され

ている車椅子対応のト

イレ・駐車場などは利用

できるか現地へ行ったり、

施設に電話したりして確か

めました。掲載しているホテル

などでは施設を利用しなくてもトイレを

借りられますよ！

　車椅子対応のトイレ

を物置のようにしない

でほしいですね。

　【現地調査より】

　SP コードをつけた

ことで音声でも地図

の案内ができるよい

うになりました。

写真提供：横浜市市民協働推進事業本部
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触る地図　作成方針触る地図　作成方針
●共用マップづくり

●ＳＰコードとは？
    ＳＰコードとは、18ミリ角の二次元シンボルで、約 800 文字の情

報を記録できます。

    専用の読み取り装置を使って、記録されている情報を音声で、また

点字プリンターと接続すれば点字で、ＰＣに接続すればテキストで出

力することができます。

    音声読み取り装置は、視覚障がい者のための給付対象品に指定され

ています。

マイナスの思考
     触知図では限られたことしか表現できません。あれも

これも･･･とプラスの思考ではなく、何を削れるか、とい

うマイナスの思考が必要になるのです。

全体図と詳細図の組み合わせの導入
   マイナス思考の結果、一枚の全体図では不十分な情報を

詳細図で補うこととしました。
・全体図：主な道路・鉄道や施設など。概略の位置関係が把握できる。

・詳細図：全体図の部分を拡大し、すべての路地までわかる。

多くの人が共に使える「共用マップ」     
「共用マップ」とは、視覚障がい者のためだけのマップ

でなく、健常者もそのほかの障がい者も共に利用でき

るマップのことです。
・誰にでも便利で魅力的な観光マップとしての基本的要素を備え

   る。

・触察能力が高くない人にもわかりやすい触知図表現とする。

・車いす使用者のための情報を充実する（丘陵地の表現など）。

・知的障がい者にも親しめる表現とする（わかりやすい記号や絵

   の 導入）。

・音声情報を導入する （ＳＰコード印刷）。
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●展示バリアフリーマップ  印刷技法について  

●展示バリアフリーマップ一覧表 《触知地図》 

   会場に展示しているのは、全国から集め

たバリアフリーマップです。

   このうち、触ってわかる地図（触知図）

は 30例ほどありますが、「ＵＶ印刷」「サー

モフォーム」「エンボス」などの技法や内容・

形式などにより分類しました。

   触知図以外のマリアフリーマップやガイ

ドブックは７０例ほどあり、これも内容や

形式により分類しました。

○ＵＶ印刷

紫外線（ＵＶ）を照射することで硬化感想するインキを使用して行う印刷

をＵＶ印刷といいます。この技法は専用紙を必要とせず、透明な樹脂を用

いるので視覚障がい者と晴眼者の共用を目的とした場合に有効です。

○サーモフォーム

触感や形の異なる素材を置いて原紙を作成し、その上に専用紙をかぶせ

て加熱・真空処理を行う方法です。高さや触感の表現力が最も優れており、

比較的多くの情報量を盛り込むことができます。

○エンボス

点字のように、点字用紙に点で凹凸をつけて表示する方法です。盲学校

をはじめ、多くの場で使用されています。３種類ぐらいの点の大きさを

使い分けて地図を描きますが、表現力にやや欠ける面があります。

○立体コピー

ペンやパソコンを使って図形や文字が描かれた原稿を、コピー機で専用

紙に印刷し、それを立体コピー機で感熱処理することで、描いた部分を

浮きあがらせる方法です。作成は容易ですが、用紙が高額で、大量印刷

には適していません。

※詳しくは、「触知図作成のためのガイドライン」をご覧ください。

 タイプ NO. 名称 縮尺 触知図表現の特徴

ＵＶ印刷 1 触地図広島県庁周辺ア
クセスマップ

約1/7200 ・街区を線で表示。（道路は表現していない）
・ほかに水面、公園緑地、主な施設名など。

2 バリアフリーマップ座
間

1/3700 ・主な道路を点線で表現（２種類）

3 みんなのおでかけマッ
プ（町田市）

1/4000 ・主な道路を点線で表現（２種類）。点の間隔が距離を表してい
る。・ほかに公園緑地、主な施設名など。

4 新宿区河田町付近 1/3500 ・UV印刷部分にピンクの色をつけている。
・すべての道路を点線で表現（３種類）。点の間隔が距離を表し
ている。・ほかに公園緑地、信号（４つの点）、歩道橋等

5 区役所までの経路図
（品川区）

不明 ・主な道路を点線で表現（２種類）。
・ほかに交差点（４つの点）、駅・区役所など。

6 大井町駅バス乗り場案
内図（品川区）

不明 ・歩道を点線で表現。
・ほかにバス停（大きな点）、駅・建物など。

市街地の略図にＵ
Ｖ印刷を重ねたも
の

7 指と音でたどる飛騨高
山観光マップ

ノンスケール ・観光スポットを巡る道路を二重の点線で表現。
・ほかに線路、川、橋、駅など

8 富士山こどもの国（静
岡県）

不明 ・ゾーン区分とゾーンの名称を表記。

9 県立辻堂海浜公園 1/2500 ・海、道路、公園の境界、公園内の主要施設、園路など

（１枚の地図） 10 県立恩賜箱根公園 1/2000 ・湖、道路、公園の境界、主要施設（建物）、園路、階段、あず
まやなど

11 H.C.R.2005会場のご案
内

不明 ・すべて点で表現。
・会場の境界（壁）、展示ゾーンの区域と内容、案内所やトイ
レ、EVなど

12 掲載施設（愛知県）
愛地球博関連マップ

ノンスケール ・鉄道を点線で表現（３種類）
・ほかに主要な駅、掲載施設（大きな点）

13 長久手会場図
愛地球博関連マップ

ノンスケール ・会場の境界、ゾーンン区分を点線で表現。

公園や博覧会場の
案内図
（冊子形式）

14 愛地球博点字ガイド
ブック

− ・地図は７枚（万博会場周辺図、長久手会場全体図、瀬戸会場全
体図、長久手会場内のゾーンごとの案内図など。
・乗り物のかたちが表示されている。
・文章（墨字＋点字）によるガイドが104ページ。

15 東京ディズニーラン
ド・触地図ガイドブッ
ク

− ・地図は９枚。凡例は共通。（全体図、長ゾーンごとの案内図な
ど。）
・地図の１枚ごとに説明文（墨字＋点字）がついている。

16 東京ディズニーシー・
触地図ガイドブック

− ・地図はおなじく９枚。その他も同上

市街地の案内図
（冊子形式）

17 練馬駅・区役所周辺歩
き方ガイド

1/2000（駅周
辺図）

・地図は2枚（練馬駅周辺図、練馬駅北口駅前広場案内図）
・歩き方についての説明文（墨字＋点字）が24ページ。

18 大泉学園駅・石神井公
園駅周辺歩き方ガイド

約1/9000（全
体図）

・地図は３枚（全体図、大泉学園地上駅前広場案内図、石神井公
園駅周辺案内図）
・歩き方についての説明文（墨字＋点字）が22ページ。

地図（冊子） 19 「世界の国々」（全５
巻）（各巻に別冊資料
附属）

− ・海、国境、首都、主な都市、山脈、山頂、砂漠、名所旧跡な
ど。各巻に点字の資料あり（別冊）（墨字はなし）

エンボス 20 目白周辺 不明 ・道路や施設の輪郭などを３種類の点で表現。

21 彫刻の森美術館 不明 同上

22 薬師寺境内図 不明 同上

単色概念図に点字
の図形を重ねる
（冊子）

23 地下鉄点字構内案内
（梅田駅）

ノンスケール ・案内図は５枚（ホーム２枚、コンコース３枚）
・線路、ホームなどの境界線、階段、エレベータ尾、素カレー
ター、改札口などを３種類の点で表現。
・説明文（墨字＋点字）は30ページ。

24 地下鉄点字構内案内
（北巽駅）

ノンスケール ・案内図は５枚（ホーム1枚、コンコース2枚）
・内容は同上
・説明文（墨字＋点字）は17ページ。

25 UNIVERSAL STUDIO
JAPAN

ノンスケール ・地図は３枚
・説明文（点字）19ページ。

26 witマップ西葛西南口 ノンスケール ・点字の説明文と点字による図形表現

27 witマップ西葛西北口 ノンスケール ・点字の説明文と点字による図形表現

点字のみの表現
（冊子）

公園や博覧会場の
案内図

カラーの市街地の
地図にＵＶ印刷を
重ねたもの

カラーの地図に点
字の図形を描く
（１枚の地図）

サーモ
フォーム

その他の特徴

坂道の傾斜度など、凡例を工夫している。ＳＰ
コード付き。
車いす対応トイレ・駐車場、音響信号機、授乳
室などを表記。
・盲人のための国際シンボルマーク付き。

ＳＰコード付き。

ＳＰコード付き。

墨字は、触知図の情報とほとんど同じ内容。
CDガイド付き。

墨字は、触知図の情報とほとんど同じ内容。

墨字は、触知図の情報とほとんど同じ内容。

墨字は、触知図の情報とほとんど同じ内容。

録音テープ付き。

録音テープ付き。

・地図はサーモフォームと墨字が見開きになっ
ており、ほぼ同じ内容。

・CDガイド付き。

・CDガイド付き。

墨字は、触知図の情報とほとんど同じ内容。

墨字は、触知図の情報とほとんど同じ内容。

墨字は表紙のみ。

墨字は表紙のみ。

墨字は表紙のみ。

墨字は、触知図の情報とほとんど同じ内容。
障害者用のインフォメーションブックあり。
視覚障害者向けには、常設触地図、模型、イン
フォメーションＣＤ、音声ガイドシステム、点
字メニュー、誘導ブロック（一部）などが用意
されている。
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タイプ NO
.

名称

1 あったかタウンマップ
2 さっぽろ車いすガイドブック
3 長野県ふれあいガイドマップ
4 ぐんまふれ愛マップ
5 うつくしま、ふくしまっぷ
6 公共施設マップ　文京福祉マップ（その２）
7 福祉マップいばらき
8 バリアフリーマップかつしか
9 北区バリアフリーガイド
10 やさしさ情報ねりまっぷ　西部地区版
11 やさしさ情報ねりまっぷ　東部地区版
12 やさしさ情報えきまっぷねりま
13 ふくしガイドマップ　街にでよう
14 98タウンガイドマップおかやま
15 新宿やさしいまちガイドマップ改訂版
16 バリアフリー・ガイドマップ舞舞第３号
17 福祉のまちづくりガイドマップ
18 ふくおかバリアフリーマップ筑後地区
19 やさしいまちあだちバリアフリーマップ
20 かこがわバリアフリーまっぷ
21 江戸川区バリアフリーマップ
22 大阪府福祉ガイドマップ
23 でかけようマップあおもり
24 ふれあいマップにいがた
25 優MAP　障害者のための高知県ガイドマップ
26 優MAP拡大文字版
27 ふれあいのまち村上福祉マップ2002
28 車椅子用トイレマップ
29 塩沢町福祉マップ調査結果
30 柏崎福祉マップ　外はもっと楽しい!!
31 うぶやま村　福祉・案内マップ／子どもの視点からの再発見
32 車椅子ガイドマップin香川
33 みんなのおでかけマップ（町田市）
34 静岡市ユニバーサルマップ
35 鳥取県バリアフリーマップ
36 杜の都のふれあいガイド
37 みんな安心お出かけマップ
38 港街つるが安心ガイドブック
39 改訂版あしがら車いすトイレマップ
40 バリアフリーかながわ　遊食買楽
41 岡山県バリアフリー施設ガイド　楽々おでかけ便利帳
42 おでかけマップかがわ
43 わかやま車椅子用トイレマップVOL.21、VOL.2
44 味わおう、楽しもう！おかやま〜私のおすすめどころ･･･飲食買い

物編〜
45 さあたびにでかけよう！観光ガイドブック’99
46 あおばバリアフリーマップ
47 いきいきマップ千代田2000富士見・万世橋エリア
48 障害者ポケット便利帳（ホテル・飲食店ガイド）
49 しばたふくしマップ
50 黄門さまのおたすけマップ・みと〜 福祉べんり帳
51 まちあるき松江てくてくブック

店舗、観光施設等のバリアフ
リーガイドブック
（冊子版）

主要施設のバリアフリーガイド
ブック

（冊子版）
・主要施設の分布図、バリアフ
リー情報をピクトグラムで掲載

しているものが多い。

特徴

主要公共施設のバリアフリー情報、散策コース、商店街情報など。

駅のバリアフリー情報を立体的な図解入りで説明。

ピクトグラムは独自のもの。取材記事も掲載。
チェックリストも使用。
車いすトイレ、駐車場、エレベーターなどの分布図、施設リストを掲載。

公共施設のほか店舗等のバリアフリー情報も掲載。SPコード付き。
公共施設のほか店舗等のバリアフリー情報も掲載。

公共施設のほか店舗等のバリアフリー情報も掲載。

車いすトイレのある施設を掲載。
チェックリストで掲載。
チェックリストも使用。
子どもヘルパーの取材記事で紹介。
チェックリストも使用。

チェックリストで掲載。
バリアフリー情報を寸法を入れて詳細に掲載。トイレの平面図もある。
車いすトイレの詳細な情報。
観光スポットの情報も掲載。
公共施設のほか店舗等のバリアフリー情報も掲載。

車いすトイレのある施設を掲載。
店舗の紹介。姉妹編に、福祉ガイドマップおかやま、同点字版、同改訂版、さあ明日に
向かって！進学ガイドブック2000　などあり。
上記の姉妹編。観光施設紹介。
主要施設、店舗等のバリアフリー情報。取材者の具体的なコメントあり。
外出スポット、店舗等のバリアフリー情報。取材者のコメントあり。
ホテル、店舗等のバリアフリー情報をピクトグラムで掲載。
店舗等のバリアフリー情報を、文章で紹介。
相談窓口、制度、施設等紹介。車いすマップ、福祉関連施設マップも。
店舗等のバリアフリー情報を、文章で紹介。

WEBサイト 1 ちばバリアフリーマップ
2 あおばバリアフリーマップ
3 江戸川区バリアフリーマップ

CD 4 えひめバリアフリーマップ
その他 5 どこでもバスマップ（計７冊）

6 目黒観光マップ　メグロのサンマはどこだ？（2冊）
7 出雲そば通

ttp://wwwp.pref.chiba.jp/pbbfmap/
http://www.abs21.com/salon/aobamap/index.html
http://www.machidukuri.city.edogawa.tokyo.jp/16_barri/index.html
県内5000件の施設のバリアフリー情報をピクトグラムで紹介。

その他

冊子版

マップ（１枚の地図）
タイプ NO

.
名称

1 福祉のまちづくりマップ〜ちば駅周辺
2 仙台バリアフリーマップ
3 障害者・高齢者のためのタウンガイド
4 バリアフリーであいマップ2004版
5 たいとうお出掛け福祉マップ
6 津山市バリアフリーマップ
7 総社市バリアフリーマップ
8 加世田市周辺バリアフリーおでかけマップ
9 文京お出かけマップ　文京福祉マップ（その１）
10 観光ガイド　おでかけあんしんマップ
11 見附　福祉版
12 松江てくてくマップ
13 浦和レッツゴーゴーMAP
14 葛飾名所バリアフリーマップ
15 広島・繁華街・バリアフリー・トイレマップ（ショッピング編）
16 てくてくクラブお遊びバリアフリーマップ
17 米沢あそぶまっぷ
18 中川福祉村ふくしまっぷ
19 観音寺地区福祉マップ

主要施設のバリアフリーマップ
（１枚の地図）
・主要施設のバリアフリー情報
をピクトグラムで掲載している
ものが多い。

てづくり風バリアフリーマップ
（１枚の地図）

特徴

立体コピー用の地図の原図を掲載。ピクトグラムの種類は非常に多い。
トイレ、駐車スペース、授乳スペース等。建物の何階にあるか記載しているのが特徴。

４地区のマップがある。（４枚セット）

坂道、階段道（てすりの有無）、点字ブロック、音響信号、公共トイレ等の分布図、地
下鉄各駅概要図など。観光スポットや旅館のバリアフリー情報をピクトグラムで掲載。
点字ブロック、福祉電話の分布図付き。

障害者用トイレの分布図。施設紹介。
米沢市内の店舗の情報マップ。
遊び場の情報マップ。
福祉施設分布図

●展示バリアフリーマップ一覧表《触知地図以外》  

タイプ

店舗、観光施設等のバ
リアフリーガイドブッ
ク
（冊子版）

主要施設のバリアフ
リーガイドブック

（冊子版）
・主要施設の分布図、
バリアフリー情報をピ
クトグラムで掲載して

いるものが多い。

CD

WEBサイト

その他

タイプ

主要施設のバリアフ
リーマップ
（１枚の地図）
・主要施設のバリアフ
リー情報をピクトグラ
ムで掲載しているもの
が多い。

てづくり風バリアフ
リーマップ
（１枚の地図）
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触る地図でまち歩き　触る地図でまち歩き　報告報告

●まち歩きを終えて

●マップを使ってまちを歩く
　8月 29 日火曜日の快晴☆

　障がいのあるなしに関わらず、私たちはマップを

使ってまち歩きをしてみました。当日の参加者は

120 人を超え、みんなでまちを歩きやワークショッ

プを行こない共用マップやまちのバリアフリーなど

について考えてみました。

　触る地図で、まち歩きの事前・事後のルート確認をしたことにより、視覚障が

いを持つ人をはじめ多くの参加者からわかりやすい、地理的な関係がわかったな

どのご意見を頂きました。障がいを持つ人に、もっとまちに出て私たちと一緒に

遊んでほしいと考えています。共用マップはひとつのツールとして活用できます

が、作るだけでなく実際にまちに出て一緒に歩くことが大切です。さらに、今回

の体験を通して障がいがある人もない人も共に行動し、共に考えることでまちの

バリアフリーがつくられていくのだと思いました。

『触る地図』まち歩き

全６コース

スタート
(青少年育成センター )

ゴール

Ａコース
みなとみらい駅⇒日本大通り駅

Ａコース
みなとみらい駅⇒日本大通り駅

Ｆコース
馬車道駅⇒元町・中華街駅

Ｆコース
馬車道駅⇒元町・中華街駅

Ｄコース

Ｅコース

Ｆコース

Ｂコース

Ｃコース

Ａコース

ご希望のコースについては、ご希望に添えない場合もあることをご了承ください。

Ａコース　ぷかり桟橋　　　　　ぷかり桟橋の波打ちまで行ってみよう

Ｂコース　大桟橋　　　　　　　横浜港の原点を訪ねて

Ｃコース　汽車道　　　　　　　旧臨港線を利用したプロムナードを歩く

Ｄコース　野毛本通り　　　　　庶民の町・野毛を散歩

Ｅコース　伊勢佐木町　　　　　バリアフリーの町を楽しむ

Ｆコース　元町・中華街コース　世界一のチャイナタウンに新しい見所探検

500ｍ0ｍ

まち歩きの様子

ワークショップの様子

　KGU 関内メディアセンターで触って分かる地図やまち
のバリアフリーなど、障がいがある人とない人が様々な意
見を出し合いました。

　いよいよ『触る

地図まち歩き』の

始まりです♪

8 グループ 6 コー

スに分かれました。

まち歩きする前に

地図を見た

り、触った

りしてルー

トの確認を

しています。

　こんなにきれいな青空の下、視覚、
聴覚、身体、知的、精神の障がいのあ
る人とそうでない人が一緒にまちを歩
きます。

　なんと！横浜シ

ティガイドにまち

のガイドもしても

らました☆

　ピックスという赤外線による

音声案内を利用して日本大通り

にある交差点の信号を渡る体験

をしました☆

　戸部小学校の生徒さ

んも参加してくれまし

た。はじめての介助で

したが、中華街の人が

多い道でも上手に介助

できました。

　暑かったけど、

風がとっても気持

ちいい日でした～

    視覚に障がのあ

る人ない人もみんな

ペタペタ触ってみました。

　みなとみらい線に

乗ってみました！

　大学生がボラン

ティアとして参加し

てくれました。
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展示品　展示品　リストリスト

●マップ以外の展示品のご紹介

●デモンストレーション、
　体験コーナーの開設プログラム

「触る地図　横浜バリアフリーマップ」

横濱ジェントルタウン倶楽部が横浜市との協働事業で

作成しました。初代触知図「関内バリアフリーマップ

触知図」、姉妹品「関内バリアフリーマップガイドブッ

ク」もあります。

全国のバリアフリーマップ事例

全国から集めた触知図約 30 点、その他のバリアフリー

マップ約 70 点があります。

「触知図作成のためのガイドライン」

協力：ピアサポート（株）

触知図作成のノウハウが書かれています。

視覚障がい者のための生活用品など　　　

協力：神奈川県ライトセンター

白杖、点字本、絵本などのほか、時計、オセロなど、

視覚障がい者が使用するために工夫されたものを点字

しています。

視覚障がい者のための図書、地図など　　　

協力：横浜市盲学校

世界地図、日本地図など様々な地図や布でできている

立体的な絵本、国旗の本などのほか、声の出る地図な

ど音声で情報が得られる装置などがあります。

てくてくラジオ　　　

協力：（株）計画技術研究所

携帯用のラジオを持って、発信器のそばにいくと音声

による情報が得られます。会場内で体験してみてくだ

さい。

スピーチオ　　　

協力：廣済堂スピーチオ販売（株）

「触る地図　横浜バリアフリーマップ」にも印刷されて

いる「ＳＰコード」を読み取る装置です。体験してみ

てください。

パソコンコーナー　　

協力：ＮＰＯ法人アニミ

パソコンでテキストを音声に変えて聞くことのできる

システムの紹介、触る地図についてのテレビ番組の紹

介などを行っています。

競技用車いす　　　

協力：ＯＸ神奈川

車いすバスケ用とマラソン用の車いすを展示していま

す。試乗を希望される場合はスタッフに申し出てくだ

さい。

車いすみこしの写真　　　

日枝神社の例大祭であるお三宮のお祭りにあわせて毎

年行っています。

トリノパラリンピックの写真　　　

協力：パラフォト

トリノパラリンピックで活躍した、障がいのある人の

トップアスリートの写真です。

１０月９日（月・祝）１３時〜１７時

　　・パソコンデモンストレーション　　　

　　　協力：（株）ナレッジクリエーション

１０月１０日（火）１０時〜１９時

　　・点字体験コーナー　　　

　　　協力：点訳ボランティアグループ「もなみ」

１０月１１日（水）１０時〜１６時

　　・一日移動ライトセンター　　　

　　　協力：神奈川県ライトセンター

１０月１２日（木）１０時〜１９時

　　・点字体験コーナー　　　

　　　協力：点訳ボランティアグループ「もなみ」

１０月１３日（金）１３時〜１８時

　　・点字体験コーナー　　　

　　　協力：点訳ボランティアグループ「もなみ」

１０月１３日（金）１３時〜１７時

　　・パソコンデモンストレーション　　　

　　　協力：（有）丸信テック

１０月２１日（金）１０時〜１６時

　（※場所は関東学院 KGU メディアセンター）

　　・一日移動ライトセンター　　　

　　　協力：神奈川県ライトセンター

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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