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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） 

                  ２０２１年度 事業報告 

（以下、本文中は敬称略としています） 

 

Ⅰ 概括 

 

 ２０２１年度は、「読書バリアフリー法基本計画の推進とサピエの発展を目指して」を

テーマに、以下の３点を重点事業として進めた。 

 １．読書バリアフリー法「基本計画」の推進 

 ２．コロナ禍に対応した活動の展開と、専門委員会等の体制強化 

 ３．島根あさひ事業所の安定的運営 

 

 まず、読書バリアフリー法の流れを受けて、サピエ運営の厚労省予算が大幅に増額され

たことは大きな進展であった。そこで、これを機に、事務局体制の見直しを図り、職員の

増員と独立した事務所の確保をめざすこととした。結果、新年度（2022 年４月）には事務

局を移転し、新たに職員を雇用する見通しがついた。 

 一方、国の予算措置がなされることは、「サピエ」の社会的責任も大きくなるというこ

とで、これまで以上に、視覚障害者だけでなく読書に困難を抱える方々へのサービスのひ

とつとして「サピエ」を周知していくことや、「サピエ」がより使いやすいものとなるよ

うな取り組みが求められてくる。その一端として、年度末の３月に、外部の関係団体に参

加していただく「サピエ運営委員会」を開催し、「サピエ」について理解を深めていただ

くとともに、「サピエ」への要望なども伺う場を持った。今後も継続的に開催していく予

定である。また、「サピエ」をより簡単に使えるよう、ＡＩスピーカー（スマートスピー

カー）のアプリ開発も進めている。 

 「サピエ」については、公共図書館でも十分に活用していただきたいこと、公共図書館

を利用する一般の方々にも知っていただきたいということから、サピエの広報用動画と、

その動画配信等をアナウンスするためのチラシ製作にも取りかかった。年度内完成には至

らなかったが、近日中に配信予定である。 

 他にも、令和３年度障害者総合福祉推進事業において「点字図書館等におけるアクセシ

ブルな書籍等の提供体制及び製作状況に関する調査研究」事業を受託し、公共図書館や視

覚特別支援学校（盲学校）図書室へのアンケート調査や、大学図書館へのヒアリング調査

を行い、点字図書館の状況とともに報告書にまとめた。 

 コロナ禍が収束しない中で、オンライン（Zoom 使用）による会議等の開催が主流になっ
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ている。前年度は開催できなかった全国大会や研修会も、Zoom を利用して開催すること

で、これまで以上の多くの方にご参加いただくことができた。一堂に会することの利点に

は及ばないが、今後の活動のあり方を考える一助にしたい。 

 関係団体との連携としては、参加する施設・団体の多くが重複している日本盲人社会福

祉施設協議会・情報サービス部会との連携が進められており、特に、音訳指導員（資格認

定）講習会の開催について、担当職員の負担軽減を図る目的で、両会合同の会議が複数回

開催された。今後、ブロックを主体にした研修会開催に変更する案が検討されている。 

 

Ⅱ 大会、総会、理事会、その他会議の開催 

 

１ 大会 

 

【 第４６回全国視覚障害者情報提供施設大会（高知大会）】 

 期日：２０２１年１０月１３日（水）～１４日（木） 

 方法：Zoom（ズーム）によるオンライン開催 

 テーマ：「情報共有社会の実現へ ―― 読書バリアフリーの流れを高知から」 

 主管：オーテピア高知声と点字の図書館（全視情協 中国・四国ブロック） 

 後援：厚生労働省、文部科学省、高知県、高知市、 

    (社福）日本視覚障害者団体連合、（社福）日本盲人社会福祉施設協議会、 

    全国盲学校長会、（公社）日本図書館協会 

 協賛：毎日新聞社点字毎日 

 内容：講演 読書バリアフリー法に関する報告等（厚生労働省） 

    全体会「情報共有社会の実現へ ―― 読書バリアフリーの流れを高知から」 

       １．基調報告 

      ２．事例報告 

      ３．情報・意見交換、まとめ 

        分科会 

      ・録音分科会「音声デイジー図書の要“校正”について考える 

               ―― 音訳技術、デイジー編集技術を活かすために」 

      ・点訳分科会「利用者が求める点訳の質を考える 

               ―― 図書製作における校正の役割を中心に」 

      ・電子書籍分科会「視覚障害者情報提供施設における電子書籍製作の現状と 

              課題 ―― テキストデイジー・マルチメディアデイジー 

              製作にとって望ましい姿とは」 

 参加者：115施設・団体、346名 
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 概要： 

 2019年に成立・施行した「読書バリアフリー法」（視覚障害者等の読書環境の整備の推

進に関する法律）とその基本計画（５年計画）によって、視覚障害者等の読書環境の整備

と、そのための視覚障害者情報提供事業の充実がよりいっそう求められるようになった。 

 折しも高知県では 2018年に高知県・高知市が共同で整備した図書館等複合施設「オーテ

ピア」が開館し、主管施設の「オーテピア高知声と点字の図書館」は、併設の「オーテピ

ア高知図書館」（県市図書館共同運営）と連携・協力して、読書バリアフリーの実現に取

り組んでいる全国でも最先端の施設である。 

 全体会では、この高知県の先進的な取り組みと、全国各地における公共図書館や学校図

書館、点字図書館等の読書バリアフリーの現状と課題を共有することができた。 

 また、サピエ図書館の書籍の質と量を支えている点訳・録音・電子書籍の各専門委員会

による分科会では、「読書バリアフリー法」に基づくサピエのさらなる充実を目的に、情

報の共有と協議を深めた。 

 

 

高知大会宣言 

 

 本年２０２１年は、当協会が「全国点字図書館協議会」として誕生し、４０周年となる。

発足当時は、点字盤や点字タイプライター、カセットテープレコーダーなどによる点訳・

録音図書の製作と、郵送による図書貸出を中心に、ようやく点字図書館の体制が整えられ

たところであったが、その後、４０年の間にデジタル機器による図書製作と、インターネ

ットの活用による図書館サービスが飛躍的に発展・普及するとともに、法制度の整備も進

み、２０１９年の「読書バリアフリー法」の施行によって、視覚障害者等の読書の保障は

社会共通の目標となるに至った。また今日、新型コロナウイルスにより社会活動が制約さ

れる中、非常事態等における視覚障害者等への情報提供の重要性も注目されている。 

 この節目の年に、当協会は高知県の「オーテピア高知声と点字の図書館」を主管施設と

して、２年ぶりに第４６回全国視覚障害者情報提供施設大会をオンライン方式で開催する

ことになった。大会には、全国の１００を越える施設・団体から、未だかつてない３００

名以上の関係者が参加。大会テーマ「情報共有社会の実現へ～読書バリアフリーの流れを

高知から」に基づき、点字図書館と公共図書館の密接な連携により県内全域の視覚障害者

等の読書支援を進めている「オーテピア高知声と点字の図書館」をモデルに、全国各地で

読書バリアフリーを進めるための情報・意見交換を行うとともに、点訳・録音・電子書籍

の各製作担当スタッフの研修・協議を行おうとしている。 

 当協会は、今大会を機に、厚生労働省や文部科学省をはじめ、日本視覚障害者団体連合

や日本盲人社会福祉施設協議会、日本図書館協会などとの連携の下、すべての人が等しく
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情報を共有する社会の実現を目指して、サピエを中心とする図書製作とサービスの向上に

さらに邁進することを宣言し、以下の要望を決議する。 

 

高知大会決議 

 

 2019 年に施行された「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」と 2020 年

から５ヶ年計画で進められている同法の「基本計画」に基づき、以下の４項目の実現を要

望します。 

 

一 全国の視覚障害者情報提供施設・団体における特定電子書籍等の製作と、情報機器の

利用相談・習得支援・機器貸出等に対する国と自治体の支援、及びサピエの安定的な運営

と発展に向けての国の支援の強化を要望する。 

 

一 全国の都道府県・政令市等による読書バリアフリー計画の策定を進め、公立図書館や

学校図書館等のサピエへの加入を促し、読書バリアフリー法に明記された読書困難者への

読書保障を推進するとともに、点字図書館の利用対象者を「障害者手帳を所持する視覚障

害者」に限定している自治体の規定の改正を要望する。 

   

一 出版者に対して、①アクセシブルな電子書籍等の出版、②視覚障害者等の原本購入に

対する電磁的記録等の提供、③特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者に対する電磁

的記録の提供の実現を要望する。 

 

一 視覚障害者等の読書を支えている点訳や音訳、アクセシブルな電子書籍製作等のボラ

ンティアの養成を維持し、安定的な活動を支えるため、「身体障害者社会参加支援施設の

設備及び運営に関する基準」において「校正員又は音声訳指導員 １以上」とされている

職員配置基準を「各１以上」に改めるとともに、障害者総合支援法において都道府県・市

町村の「任意事業」に留められている「点訳・朗読奉仕員等養成研修」事業を「必須事業」

に改めることを要望する。 

 

 以上、宣言・決議する。 

 

                              ２０２１年１０月１３日 

                    第４６回全国視覚障害者情報提供施設大会 
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２ 総会 

 

1. 通常総会（メール総会） 

 日時：２０２１年６月３０日(水）午後２時～４時 

 会場：日本ライトハウス情報文化センター（Zoom接続） 

 方法：来場参加、Zoomによるオンライン参加、書面議決書、委任状 

 出席施設・団体数：当日５１(Zoom接続含む）（出席者６１名）、 

          書面議決書 １９、委任状提出：１４ 合計８４ 

  議案：１．2020年度事業報告、決算について 

２．2021年度事業計画（案）、予算（案）について 

３．役員報酬規定について 

 

２. 臨時総会 

 第１回（メール総会） 

  議案：「全視情協高知大会 宣言・決議（案）」について 

  回答期間：９月２２日～１０月１日 

 第２回（メール総会）                

  議案：理事・監事の選任について 

  回答期間：2022年１月２２日～１月２９日 

 第３回（メール総会） 

  議案：事務所移転に伴う定款第２条の変更について 

  回答期間：2022年３月１６日～３月２６日 

 

３ 理事会 

 

 第１回 日時：４月１日（木）午後３時～３時 30分 

     方法：Zoomによるオンライン会議 

 第２回 日時：６月４日（金）午後２時～４時 

     方法：Zoomによるオンライン会議 

 第３回 日時：2022年１月１８日（火）午後１時～３時 

     方法：Zoomによるオンライン会議 

 第４回 日時：2022年３月１１日（金）午後１時～３時 

     方法：Zoomによるオンライン会議 

 ※このほかにメール理事会を１回開催した。 
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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３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） 

    オンラインで１回開催 

（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 新任管理者研修会 

 

 日時：８月２７日（金）１０時～１６時 

 方法：Zoomを使ったオンライン開催 

 内容：講義１「視覚障害者情報提供事業の歩みと法制度」 

        竹下 亘（全視情協理事長、日本ライトハウス情報文化センター 館長） 

    講義２「全視情協について」 

        正井 和子（全視情協事務局長） 

    講義３「視覚障害者情報提供事業と著作権法、郵便法」 

        平井 利依子（全視情協サービス委員会著作権プロジェクト委員、 

              ロゴス点字図書館 図書製作部・図書館サービス部 部長） 

 

２ サピエ研修会（オンライン開催）  

 

今年度のサピエ研修会は2021年７月に大阪での開催を予定していたが、新型コロナの影

響のため中止とし、Zoomによるオンライン研修会を開催した。 

期日：12月２日（木）～３日（金） 

方式：Zoomによるオンライン研修会（ライブのみ） 

参加者：１５４施設・団体 ３３２名 

 内容： 

１．公共図書館の障害者サービスを進展させるために 

    － 初心者のためのサピエ活用術 

  ２．挨拶・サピエの状況等について 

  ３．2022年３月実施のメンテナンスについて 

４．個人利用者はサピエ図書館で何が利用できる？ 利用するには何が必要？  

  ５．お知らせ・質疑応答 
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６．ネット責任者のみなさんへ 

７．電子書籍委員会主催 

サピエで利用できるバリアフリー電子書籍 

     ― テキストデイジー・マルチメディアデイジー製作の流れ― 

８. 点訳委員会主催 

｢サピエ図書館登録点字文書製作基準｣の変更点について 

 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、例年、総会後に行っていた「施設・団体

長研修会」は開催しなかった。 

 

Ⅳ 主な事業 

 

１ サピエ 

 

１．サピエの全面停止について 

（１）コンテンツサーバ等の入れ替えと、データのダウンロードを exe形式から zip

形式に変更するなどのため、以下の日程でサピエの機能制限、及び全面停止を実

施した。併せて、ドコモ携帯電話向けの iモードで提供していた「サピエモバイ

ルポータルサイト」とらくらくホン専用の i モードアプリ「サピエモバイルデ

イジー」を、2022年３月７日(月)午前３時でサービス提供を終了した。 

・ コンテンツアップロード凍結期間： 

２月２５日（金）午前３時～３月２５日（金）午前 10時 

・ 書誌情報登録・更新停止 

    ２月２８日（月）午前３時～３月２５日（金）午前 10時 

・ サピエサービス全面停止期間： 

３月７日（月）午前３時～３月２８日（月）午前 10時 

・ サピエ全面再開 

    ３月２８日午前 10時から 

（２）サピエ停止期間中の雑誌（点字と音声デイジーの逐次刊行物）の対応について 

   〈点字データ雑誌〉 

・ 全視情協ホームページへ点字データをアップし、施設会員及び個人会員がダウン 

ロードできるようにした。 

〈音声デイジー雑誌〉 

・ Webサービスのギガファイル便（http://gigafile.nu/）を利用。 

ギガファイル便に音声デイジーデータを登録し、メーリングリストよりデータを

受け取る方法で対応をした。 
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・ ギガファイル便を利用できない施設で希望があった施設には、サピエ事務局より 

   ＣＤを発送した。 

・ サピエ事務局より、サピエ停止期間中（３月 25日まで）「点字雑誌・録音雑誌 

 アップ情報」を一斉送信メールでお知らせをした。 

 

２．サピエ運営委員会 

日時：２０２２年３月９日(水)午前１０時～１２時 

  方法：Zoomによるオンライン会議 

  出席者（順不同）： 

日本視覚障害者団体連合・渡辺 昭一 氏 

   日本弱視者ネットワーク・白井 夕子 氏 

   日本図書館協会 障害者サービス委員会・佐藤 聖一 氏 

   日本盲人社会福祉施設協議会 情報サービス部会・姉崎 久志 氏 

   国立国会図書館関西館・本田 麻衣子 氏 

   厚生労働省・奥出 吉規 氏、今井 貴士 氏、武井 栄衛 氏、礒部 祐亮 氏 

   日本点字図書館・長岡 英司 氏、勢木 一功 氏 

   全視情協・竹下 亘、川崎 弘、加藤 俊和、正井 和子 

  議題： 

１．趣旨説明 

   ２．サピエの経過と現状（報告） 

    （１) サピエの目的と成り立ち 

    （２) サピエの利用状況の推移 

    （３) ２０２２年３月のシステム・メンテナンスについて 

    （４）今後の事業計画 

    （５）サピエ事業の収支 

   ３．サピエに対する意見・要望（協議） 

 

３．サピエの状況（2022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      437（18） 

点字図書館     86（0）   公共図書館       234（14） 

大学図書館          8（2）   盲学校             30（2） 

ボランティア団体   48（0）   その他             31（0） 

 



9 

 

個人会員 19,256名（697） 

視覚障害者個人（Ａ会員）         18,653（616） 

視覚障害以外で読みに困難のある人（Ｂ会員） 603（81） 

 

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：790,997タイトル(16,665) 

コンテンツ数： 

点字データ     242,646(10,709) 

音声デイジー    109,441(6,870)（内シネマ・デイジー：673(55)） 

テキストデイジー   12,385(1,746) 

マルチメディアデイジー 394(44) 

   ダウンロード数（2021年度累計）： 

点字データ      552,610 

音声デイジー    3,958,381（内シネマ・デイジー：151,544） 

テキストデイジー   286,377 

マルチメディアデイジー 6,697 

 

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     47,780 

    図書製作支援システム  81,630 

 

【新規入会施設・団体】 

1. 袋井市立袋井図書館（静岡県） 2. 山形県立山形盲学校（山形県） 

3. 豊能町立図書館（大阪府） 4. 杉並区立中央図書館（東京都） 

5. 境港市民図書館（鳥取県） 6. 北海道科学大学 図書館（北海道） 

7. 鹿児島県立鹿児島盲学校（鹿児島県） 8. 高松市中央図書館（香川県） 

9. 利府町交流文化センター  

利府町図書館(宮城県) 

10. 綾川町立生涯学習センター 

図書館（香川県） 

11. 淡路市立津名図書館（兵庫県） 12. 大分県立図書館（大分県） 

13. 泉大津市立図書館（大阪府） 14. 長岡点訳の会（新潟県） 

15. 帝京大学メディアライブラリー 

センター（東京都） 

16. 佐倉市立佐倉南図書館（千葉県） 

17. 松戸市立図書館（千葉県） 18. 敬和学園大学図書館（新潟県） 

19. 掛川市立図書館（静岡県） 20. 青森県立図書館（青森県） 

21. 江府町立図書館（鳥取県）  



10 

 

【種別変更施設・団体】 

1．長野県視覚障害者福祉協会 2．島根あさひ事業所 

3．札幌市視聴覚障がい者情報センター 4．小樽市点字図書館 

5．霊友会法友文庫点字図書館 6．東京ヘレン・ケラー協会点字図書館 

7．藤沢市点字図書館 8．富山県視覚障害者福祉センター 

9．石川県視覚障害者情報文化センター 10．福井県視覚障害者福祉協会情報提供 

センター 

11．三重県視覚障害者支援センター 12．丹後視力障害者福祉センター 

13．愛媛県視聴覚福祉センター 

点字図書館 

14．福岡県盲人協会福岡点字図書館 

15．佐賀県立点字図書館  

 

【退会施設・団体】 

1．沖縄国際大学教務学部 2．みこころの点字文庫 

 

 

４．サピエ協力金（今年度は１口 2,000円） 

 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いた。心よりお礼申し上

げます。（総額 21,457,727円、4,900名） 

 

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。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。 

また、施設から訓練生に対して「お礼状」を送付していただき感謝している。訓練生

も自分たちの作業が皆さん方に役立っていると実感し、モチベーションアップに繋がっ

ているので引き続きよろしくお願いしたい。 

今年度は、点訳科13期生が製作した「私のまま、素直に生きる」他1タイトル、音訳
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科23期生が製作した「編集者魂 私の出会った芥川賞・直木賞作家たち」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。24期生は「だから僕は練習

する 天才たちに近づくための挑戦」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。 

  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。なお、契約期間終了ま

ではこれまでと同様に作業を実施するので、全視情協加盟施設・団体から積極的な作業

依頼を引き続きよろしくお願いしたい。 

 

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。 

 

３．「点字毎日」のデータ化 

  島根あさひ社会復帰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年発行の週間点字新聞）の創刊号からの貴重な資料を点字データ化する作

業に取り組んでいる。現在、点訳科では1300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ではボランティアの協力を得ながら校

正作業を行っており、2022年３月末時点では860号あたりまでの触読校正を終えた。な

お、残念ながら2021年度は「サピエ」へのデータアップはできなかった。 

 

３ 「点字図書館等におけるアクセシブルな書籍等の提供体制及び製作状況に関する 

調査研究」事業 

 

１．事業実施期間 

 令和３年６月から令和４年３月末まで 

 

２．事業の背景と目的 

 令和元年６月に公布・施行された「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する 

法律」（通称：読書バリアフリー法）とその基本計画を背景に、同・関係者協議会では、

点字図書館において実施されている支援の内容や視覚障害以外の者も含めた利用状況、点

字図書館・点字出版施設・公共図書館等におけるアクセシブルな書籍等の製作状況や製作

人材の育成の実情、点字図書館における端末機器等に関する情報の入手支援や ICT の習
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得支援の実施状況等の調査を実施することとなった。 

 本事業は、これを受けて、厚生労働省令和３年度障害者総合福祉推進事業の「指定課題

２」として受託したものである。 

 

３．事業の内容 

（１）検討委員会の設置 

 委員（９名、50 音順）： 

  安藤 一博（国立国会図書館関西館） 

  川崎 弘（全視情協 理事、視覚障害者総合支援センターちば） 

  佐藤 聖一（日本図書館協会障害者サービス委員会、埼玉県立久喜図書館） 

  竹下 亘（全視情協 理事長、日本ライトハウス情報文化センター） 

  成松 一郎（有限会社読書工房） 

  野口 武悟（専修大学文学部） 

  原田 敦史（日本盲人社会福祉施設協議会情報サービス部会、堺市立健康福祉プラザ 

視覚・聴覚障害者センター点字図書館） 

  宮城 愛美（筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター） 

  三宅 隆（日本視覚障害者団体連合） 

 会議の開催： 

  第１回 ６月 18 日（金） 午後１時30分～３時 

  第２回 ８月４日（水） 午前10時～12時 

  第３回 2022 年２月 22 日（火） 午前10時～12時 

（２）アンケート調査 

 検討委員会での意見交換等をふまえ、公立図書館向けのアンケート調査項目、視覚特別

支援学校（盲学校）向けのアンケート調査項目を確定した。 

 それぞれ、10月末に全国の公立図書館343館と全国の視覚特別支援学校67校宛に発送し

、公共図書館からは310館（回収率 90.4％）、視覚特別支援学校からは58校（回収率 86.6

％）の回答を得ることができた。 

 なお、本来であればこの時期の調査は前年度（2020 年度）の実態について問うべきで

あるが、2020年２月以降のコロナの影響（研修会の開催中止や来館によるボランティア活

動の制限など）を考慮して、調査対象を 2019 年度として行った。 

 また、点字図書館については、例年、日盲社協情報サービス部会による「日本の点字図

書館」の調査が行われているが、これに不足する項目を追加調査した。 

（３）ヒアリング調査 

 大学図書館については、国立・私立の各１大学にヒアリング調査を行った。 

 また、点字出版物についても調査対象とし、点字出版業界の現状については東京点字出
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版所の肥後正幸理事長に話を伺った。 

（４）報告書の作成と配布 

 上記の調査結果等をとりまとめ、検討委員会での意見交換なども加えて、報告書をまと

めた。 

 この報告書は、全国の公立図書館（都道府県立ならびに市町村立図書館）にも配布し 

た。「アクセシブルな書籍等」について理解を深めていただき、点字図書館をはじめとす

る関係機関との連携を進める機会としたい。 

 なお、アクセシブルであることに配慮し、報告書は活字版（冊子）だけでなく、点字・

テキスト等のデータを収めたＣＤも同時に作成し、活字版冊子に封入した。 

 

４ その他 

 

１. 防災関連 

  メーリングリストを活用して、各地の地震・台風・大雨等の状況を共有した。 

 

Ⅴ 専門委員会 

 

１ サービス委員会 

2021年度は、かねてから懸案だったサービス委員 1名を確保できた。新ホームページ構

築への委員としての協力、高知大会全体会進行担当等を行った。 

プロジェクトの活動は、昨年度に引き続き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」の周知、2 年ぶりの開催となった新任管理者研修講師（著

作権等）、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』関連資料発行に向けての作業を進めるとともに、点訳ナビゲー

ターの語例追加・改良等を行った。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
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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。 

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、今後の音訳指導員養成講習会のカリキュラムを作成したほか、全国

大会での報告、ならびに全６ブロックでの説明会を実施した。また、「音訳奉仕員養成講

習会カリキュラム 基礎課程編」に即したマニュアルの編纂、「サピエ図書館」に登録され

ている既存の音声デイジーデータの審査などを行った。 

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 音訳指導員養成プロジェクト 

③ 「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 

④ 音訳ボランティア養成講習会テキスト編纂プロジェクト 

⑤ シネマ・デイジープロジェクト 

 

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マルチメディア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。また全視情協大

会、サピエ研修会にて分科会を企画・運営した。 

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 
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（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 

（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。 

 2022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。 

取扱書籍等は以下のとおり（販売価格は 2022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 
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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 

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/ 

 2021年度利用者数 52,909人 

※ 動画の不具合については 2021年９月に改修を終えた。また、この動画部分の音声

対応が不十分であったため、台詞をテキスト化し、全視情協ホームページの「各種

資料」のコーナーにアップした（http://www.naiiv.net/material/?20220207）。 

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

掲載語数    約 26,000語（2022年３月末） 

年間アクセス数 1,371,414 

ユーザー数    105,544 

ページビュー  7,705,769 


