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                              特定非営利活動法人 

                        全国視覚障害者情報提供施設協会 

                                 （全視情協） 

                  ２０２０年度 事業報告 

（以下、本文中は敬称略としています） 

 

Ⅰ 概括 

 

 2020 年度は「読書バリアフリー法基本計画における諸施策の推進を目指して」をテーマ

に、以下の 3 点を重点事業として活動を進めた。 

１．「読書バリアフリー法基本計画」における諸施策の推進 

２．点訳・録音委員会活動における他団体との連携強化 

３．島根あさひ事業の安定的運営 

 

 年度当初から新型コロナウイルスの感染拡大防止のため３密回避が叫ばれ、緊急事態宣

言が出されるなど、本会のみならず加盟施設・団体においても業務遂行に支障の多い１年

となった。 

 大会や研修などを一堂に集まって開催できないため、春の総会は夏に延期してメール総

会に、秋の全国大会も中止せざるを得ず、会員同士の情報交換・情報共有にも影響を受け

た。しかし、本会でも夏以降は Zoom（ズーム）を使ったオンライン会議等の開催が増え、

時間とコストのかからない新しい方法として、特に遠方からの参加者には好評で、今後の

会議・研修にも取り入れていきたい。 

 2019 年６月に成立・施行した「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読

書バリアフリー法）」に基づき、2020 年７月には「読書バリアフリー法基本計画」が策定

・発表された。今後５年をかけて諸施策を進めるための「関係者協議会」が設置され、本

会も理事長・竹下が参加している。基本計画の中では「サピエ」が視覚障害者の読書イン

フラとして位置づけられており、今後ますます重要性が増してくると考えられる。 

2019 年度に初めてサピエ運営費の一部が国庫助成された。全視情協への直接付与ではな

く、日本点字図書館・日本ライトハウスを通じての措置ではあるが、今年度も同様の助成

を受けることができた。 

また、サピエをより使いやすくする一つの方法として、ＡＩスピーカーを使ってサピエ

にアクセスすることなどの検討も行っている。 

 サピエの運営には長らく国の助成等がなかったため、不足する資金を個人会員の寄付に

頼ってきた。「個人会員は会費無料」を謳っているにもかかわらず心苦しい限りである。

そんな中で、今年度は 1 個人様から 500 万円という高額のご寄付をいただき、これを元に、
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会員施設・団体へのプレクストーク貸出事業を始めた。特に、これまでデイジー図書にも

なじみがなかったような視覚障害者等の方々にもサピエを知っていただく一助にしていた

だくことが狙いである。 

 そのほか、日本盲人社会福祉施設協議会情報サービス部会の当該委員会と連携し、音訳

指導員資格認定講習会の開催について担当委員の負担を軽減するための協議を始めた。 

 なお、島根あさひ社会復帰促進センターの点訳科・音訳科職業訓練の事業受託について

は、現契約が終了する 2025 年度末までとすることを確認した。 

 

Ⅱ 大会、総会、理事会、その他会議の開催 

 

１ 大会 

10月 22日(木)～23日(金)、高知市において全国大会を開催する予定であったが、 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止した。 

 

２ 総会 

（１）通常総会（メール総会） 

議案：2019年度事業報告・決算について 

  回答期間：８月１日～８月１１日 

（２）臨時総会 

 第１回（メール総会） 

  議案：サピエ団体規約の改定について（ボランティア会員の年会費無料化） 

  回答期間：８月１日～８月１１日 

 第２回（メール総会） 

議案：2020年度事業計画・予算について 

  回答期間：８月１日～８月１１日 

 第３回（オンライン総会） 

日時：2021年１月２０日（水）１３時～１５時 

議案：１. 読書バリアフリー法推進に向けて 

   ２. サピエ施設・団体会員利用規約の改正について（再提案） 

     ３. 「著作権ガイドライン」改訂(報告）と、利用対象者拡大について 

     ４. その他報告事項 

 第４回（オンライン総会） 

日時：2021年３月３０日（火）１５時～１５時３０分 

議案：2021～2022年度役員等（理事・監事・顧問）について 
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３ 理事会 

第１回（オンライン理事会） １２月１７日（木） １３時～１５時 

第２回（オンライン理事会） 2021年３月１９日（金） １０時～１２時 

※メール理事会：単独の事案について、都度、メーリングリストを使ったメール理事会 

を開催した。４月～９月に８回開催。 

 

４ その他の会議 

（１）常任理事会（理事長、副理事長を含む６名の理事で構成） オンラインで６回開催 

（２）企画会議（常任理事会メンバーに各専門委員会委員長が加わる） 開催なし 

（３）そのほか、日常的にそれぞれのメーリングリストを活用して情報共有と意見交換を

行った。 

 

Ⅲ 研修会 

 

1 サピエ研修会（オンライン開催）  

日時：2021年１月２７日（水）１３時～１５時 

内容：１．サピエの概要 

      サピエ事務局長 加藤 俊和 

２．サピエシステム管理から 

      日本点字図書館サピエシステム管理担当 勢木 一功・小暮 淳 

３．サピエサポートからの報告 

        サピエサポートセンター 松本 一寛 

４．サピエ「ネット責任者」の役割･種々の操作と注意事項の概要 

      サピエ事務局 西井 敦子 

参加者：２０９施設・団体 ２７４名 

※初めての Zoom による研修会だったが、全国の多数の公共図書館からも含め、会員施設

・団体の６割以上が参加し、ネットワーク責任者の役割を行き渡らせる、これまでにな

い成果をあげることができた。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、例年春に行っている新任管理者研修会、  

施設・団体長研修会は開催しなかった。 
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Ⅳ 主な事業 

 

１ サピエ 

（１）サピエを巡る動き 

① 国の予算措置 

「サピエ」の運営については長らく国庫助成を要望してきたが、昨年度（2019）、初

めて予算計上され、日本点字図書館を通じて日本ライトハウスにという形で利用者サ

ポート費用が付与された。今年度も同様の形で継続助成を受けることができた。 

② サピエのメンテナンス 

サピエシステムは、サーバーの更新や一般ネットワークとしてのセキュリティ強化に

よる更新が必要であり、今年度も下記のとおりシステムのメンテナンスが行われ、そ

の時間帯はサピエ図書館を停止した。 

期間：７月 15日（水）７時～13時 

内容：サピエ図書館目録サーバメンテナンス 

＊ いくつかの問題点が残り、全ての機能の復旧は予定より１時間ほど遅れた。 

③ サピエ研修会（前掲） 

④ ＡＥとしての業務 

海外に提供する音声デイジー図書のコンテンツをサピエ図書館からリストアップし、

支援技術開発機構（ATDO）の協力を得て、書誌登録作業を進めた。今年度は日本人ノ

ーベル賞受賞者の著作物を抽出し、提供した。 

（注）ＡＥ（Authorized Entity、オーソライズド・エンティティ）とは、マラケシ

ュ条約締約国の代表機関として、他国のＡＥと、「利用しやすい様式の複製

物の輸出入」を行う団体のこと。日本では、国立国会図書館と全視情協が担

当している。 

⑤ ＡＩスピーカーの開発 

業者との協議を継続しているが、大きな進展は得られなかった。 

（２）サピエの状況（2021年 3月 31日現在） 

 

１. 会員数（カッコ内は前年度からの増加数） 

施設・団体      419（26） 

点字図書館     86（0）   公共図書館       220（21） 

大学図書館          6（0）   盲学校             28（0） 

ボランティア団体   48（2）   その他             31（3） 

個人会員 18,559名（727） 

視覚障害者個人（Ａ会員）         18,037（674） 

視覚障害以外で読みに困難のある人（Ｂ会員） 522（53） 
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２．目録（書誌）数・コンテンツ数（タイトル）（カッコ内は前年度からの増加数） 

総目録数：771,469タイトル(19,332) 

コンテンツ数： 

点字データ     231,937(11,022) 

音声デイジー    102,571(7,068)（内、シネマ・デイジー：618（93)） 

テキストデイジー   10,639(1,862) 

マルチメディアデイジー 350(68) 

   ダウンロード数（2020年度累計）： 

点字データ      606,581 

音声デイジー    3,839,658（内シネマ・デイジー：158,364） 

テキストデイジー   349,548 

マルチメディアデイジー 6,533 

 

３．地域・生活情報、図書製作支援システム 

    年間アクセス数  地域・生活情報     39,706 

    図書製作支援システム  77,490 

 

【新規入会施設・団体】 

1. 高崎市立中央図書館（群馬県） 

2. 渋谷区立中央図書館（東京都） 

3. 八頭町立郡家図書館（鳥取県） 

4. 笠岡市立図書館（岡山県） 

5. 羽曳野市立陵南の森図書館 

（大阪府） 

6. 裾野市立鈴木図書館（静岡県） 

7. 八尾市立八尾図書館（大阪府） 

8. 石川県立図書館（石川県） 

9. 清瀬点訳の会(東京都) 

10. 近江八幡市立近江八幡図書館 

（滋賀県） 

   11. 春日市民図書館（福岡県） 

12. 茨城県立図書館（茨城県） 

13. 神戸アイライト協会（兵庫県） 

14. 長崎県立長崎図書館（長崎県）  

15. 日吉津村図書館（鳥取県） 

16. 仙台市視覚障害者支援センター  

アイサポート仙台（宮城県） 

17. 射水点友会（富山県） 

18. 三郷町立図書館（奈良県） 

19. 八街市立図書館（千葉県） 

20. 東京都障害者 IT 地域支援センター

（東京都） 

21. 中央区立京橋図書館（東京都） 

22. 東広島市立中央図書館（広島県） 

23. 県立長野図書館（長野県） 

24. 鹿児島県立図書館（鹿児島県） 

25. 世田谷区立中央図書館（東京都） 

26. 熊本県立盲学校（熊本県） 

27. 熊本県立図書館（熊本県） 

28. 糸満市立中央図書館（沖縄県） 
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【種別変更施設・団体】 

西都市図書館、大田区立障がい者総合サポートセンター声の図書室、金光図書館 

桐生市立点字図書館 

 

【退会施設・団体】 

   土岐市図書館、石川県立盲学校 

 

（３）サピエ協力金 

  今年度も多くの方から「サピエ協力金」としてご寄付をいただきました。心よりお

礼申し上げます。（総額 2739万 8936円、4,597名・団体） 

 

２ 島根あさひ事業 

（１）島根あさひ社会復帰促進センターにおける「点訳科」「音訳科」訓練事業の受託 

 2008年10月に官民協働のＰＦＩ方式の刑務所として運営を開始した島根あさひ社会復

帰促進センターにおいて、社会貢献科目の職業訓練として点訳科と音訳科の訓練を担当

している。 

 訓練生は、まず講義形式で点訳・音訳の基礎知識を習得し、その後実際に図書製作を

行っている。また、全視情協加盟施設・団体からの依頼による作業（点字印刷、CDコ

ピー等）を行うことで視覚障害者への情報提供サービスにも貢献している。訓練生は１

年間の訓練を通して視覚障害者に対する理解を深めるとともに、訓練修了者には全視情

協理事長名で受講証を交付している。 

今年度は、点訳科12期生が製作した「ウチのわんこが思うこと」他２タイトル、音訳

科21期生が製作した「コンビニもない町の義肢メーカーに届く感謝の手紙」他２タイト

ルを島根あさひ事業所名でサピエにアップすることができた。22期生は「カレーライス

は日本食」他３タイトルを製作した。これについては、今後サピエにアップする予定で

ある。 

  なお、島根あさひ事業については、現在の契約期間の2025年度末で契約を終了とする

ことが2021年1月20日に開催された第3回臨時総会で報告、承認された。 

（２）地域との交流 

 島根あさひ社会復帰促進センターの地元で開催される「旭ふる里まつり（矯正展）」

に毎年参加し全視情協の活動について広報をしていたが、今年度は新型コロナのため中

止となった。島根あさひ事業所の一部の作業については、地域の作業ボランティアの協

力を得て実施することができた。 
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（３）「点字毎日」のデータ化 

島根あさひ社会復帰促進センターの点訳科訓練生が社会貢献事業の一環として、｢点

字毎日｣（大正11年発行の週刊点字新聞）の創刊号からの貴重な資料を点字データ化す

る作業に取り組んでおり、現在、点訳科では1250号くらいまでのデータ化が進んでいる

。また、これを完成データとするため、全視情協事務局等でボランティアの協力を得な

がら校正作業を行っているが、今年度はコロナ禍でボランティア活動が制限され、2021

年３月末では575号までの完成にとどまっている。一方、データ化に併せて「サピエ」

へのデータアップも進めており、今年度は151号から200号までをアップすることができ

た。 

 

３ その他 

（１）防災関連 

  地震、台風・大雨の発災時には、メーリングリストで状況を共有した。 

  また、新型コロナウイルス感染拡大防止に関する各施設・団体の取り組みや、関連す

る外部情報の共有を行った。 

 

Ⅴ 専門委員会 

 

１ サービス委員会 

2020年度は、プロジェクトを中心に、ＴＲＣマークＴタイプ移行に伴う書誌入力規則変

更点の周知や、2019 年度末に取りまとめた「著作権法第 37 条第 3 項に基づく著作物の複

製等に関するガイドライン」の改訂制定、点字・録音雑誌一覧更新作業を行った。 

その他、サピエ事務局・全視情協事務局に寄せられた質問への回答を行った。 

プロジェクトは以下のとおり。 

①  目録入力プロジェクト 

②  著作権プロジェクト 

③  点字・録音雑誌一覧製作プロジェクト 

 

２ 点訳委員会 

 『点訳のてびき第４版』及び『初めての点訳第３版』の普及に努めるとともに、関連資

料発行に向けての作業を進めた。また、「サピエ図書館」に点字データの登録を希望する

施設・団体の審査を行った。 

 全視情協ホームページ掲示板で会員施設・団体の点字担当者の課題の共有・情報交換を

行ったほか、点字担当者のメルマガ「点字情報便」を通じて情報提供に努めた。 

 プロジェクトは以下のとおり。 
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①  資料類整備プロジェクト 

②  「サピエ図書館」点字データ登録団体資格審査プロジェクト 

③  点字担当職員メルマガ「点字情報便」編集プロジェクト 

 

３ 録音委員会 

日盲社協情報サービス部会と全視情協が合同で立ち上げた「音訳指導員養成プロジェク

ト」に委員を派遣し、今後の音訳指導員認定試験および音訳指導員養成講習会の実施体制

に関する提案をまとめた。また、「音訳奉仕員養成講習会カリキュラム」に即したマニュ

アルの編纂、「サピエ図書館」音声デイジーデータ登録団体の資格審査および資格審査用

の新たな校正課題の作成、掲示板に寄せられた質問への回答などを行った。 

今年度は、すべての会議をオンラインで開催した。 

 プロジェクトは、以下のとおり。 

  ① 「サピエ図書館」音声デイジーコンテンツ製作検討プロジェクト 

② 「サピエ図書館」音声デイジーデータ登録団体資格審査プロジェクト 

③ 「音訳マニュアル」編纂プロジェクト 

④  シネマ・デイジー検討プロジェクト 

 

４ 電子書籍委員会 

「サピエ図書館」登録テキストデイジーデータのピックアップ審査、サピエ図書館への

テキストデイジーデータ、マルチメディアデイジーデータ新規登録希望施設の審査を行っ

た。また、２年以上テキストデイジーのアップロードを行っていない施設等へ再審査勧告

文を送付し、申込施設を対象に再審査を行った。 

プロジェクトは以下のとおり。 

①  テキストデイジー・マルチメディアデイジーデータ審査プロジェクト 

 

Ⅵ 関係団体との協力・連携 

 

 視覚障害者の情報等の問題に取り組むため、以下の組織・団体と連携して事業及び情報

交換を行うとともに、必要に応じて委員を派遣した。 

（１） 日本盲人福祉委員会 

（２） 日本視覚障害者団体連合 

（３） 日本盲人社会福祉施設協議会 

（４） 同上 情報サービス部会 

（５） 同上 点字出版部会 

（６） 国立国会図書館 
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（７） 日本図書館協会 

（８） 日本点字委員会 

（９） 障害者放送協議会 

（10） 日本デイジーコンソーシアム 

（11） 日本文藝家協会 

（12） 視覚障害リハビリテーション協会 

（13） 全国盲学校長会 

（14） 全国聴覚障害者情報提供施設協議会 

 

Ⅶ その他 

 

１ 会員数 

 新規入会、退会ともになし。 

 2021年３月末現在の会員数は、101施設・団体。 

 

２ 書籍等の発行、販売 

点訳・音訳ボランティア向けのマニュアル本、視覚障害者福祉に関する啓発書籍等を発

行し、本会製作のＣＤ郵送ケースとともに販売した。 

今年度は「初めての点訳第３版指導者用マニュアル」を発行した。 

取扱書籍等は以下のとおり（販売価格は 2021年 3月現在、書籍は税込み額）。 

 

●点訳関連書籍 

点訳のてびき第４版 1,540円 

点訳のてびき第３版Ｑ＆Ａ 1,100円 

点訳のてびき第３版Ｑ＆Ａ 第２集 1,100円 

点訳のてびき第３版指導者ハンドブック「第２章 語の書き表し方」編 550円 

点訳のてびき第３版指導者ハンドブック「第３章 分かち書き」編 550円 

点訳のてびき第３版指導者ハンドブック「第４章 記号類の書き方」編 770円 

初めての点訳第３版 770円 

初めての点訳第３版指導者用マニュアル 1,760円  

Ｇ-１０とマナブくんの点字教室 660円 

指で読む文字－初めての点字 ＤＶＤ版 3,300円 

点字一覧表 525円 

●音訳関連書籍 

音訳マニュアル 音訳・調査編 改訂版 838円 
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音訳マニュアル 処理事例集 628円 

音訳マニュアル デジタル録音編 628円 

音訳テキスト 音訳入門編 880円 

音訳テキスト デイジー編集入門編 880円 

初めての音訳 第２版 660円 

●ガイドヘルプ関連書籍 

初めてのガイド 660円 

初めてのガイド ＤＶＤ版（バリアフリー対応） 3,300円 

●著作権関連書籍 

著作権マニュアル２００８ 新版 1,887円 

著作権マニュアル２００８ 新版 別冊 660円 

●ＩＣＴ関連書籍 

視覚障害者ＩＣＴサポートガイドブック 1,100円 

●ＣＤ郵送ケース 

会員向け 270円（税別）  一般向け 330円（税別） 

 

 

３ Ｗｅｂサイトの運営 

（１）全視情協ホームページ http://www.naiiv.net/ 

（２）視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」 https://www.sapie.or.jp/ 

（３）「ひとりで学べるたのしい点字」 http://www.tenji-naiiv.net/ 

2020年度利用者数 66,170人 

＊ 2020 年 12 月 31 日付で Flash Player のサポートが終了したため、動画等が表

示されなくなり、再開にはシステムの再構築が必要である。2021年１月以降は

サイトを一時閉鎖している。 

（４）「点訳ナビゲーター」 http://ten-navi.naiiv.net/ 

掲載語数    約 26,000語（2021年３月末） 

年間アクセス数 1,427,923 

ユーザー数    104,347 

ページビュー  8,000,344 

 


