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社会福祉法人 日本点字図書館 
 

平成２８年度事業計画 
 

 

≪重点項目≫ 
 

はじめに 
本年４月からいよいよ障害者差別解消法が施行される。昨年各省庁から対応要領、ガイ

ドラインが示され、社会全体が障害者の社会的障壁を除くために動き始めようとしている。

視覚障害分野においては、多岐にわたる情報を一人一人が望む形式でタイムリーに提供さ

れることが望まれており、当法人が培ってきた情報提供技術力が社会から求められている。

また、サピエのスリム化、クラウド技術の利用によるコストダウンの検討を進めてき

たが、ようやく厚生労働省の補助金の中で継続的にシステムを維持できる見通しがつ

いた。いよいよ４月末～５月にかけてサピエサーバ機器類のリプレイスが行われる。 

 

１．障害者差別解消法施行に対応した製作体制の整備 

障害者差別解消法施行に伴い、特に国や地方公共団体等において社会的障壁を取り

除く様々な動きが予測される。当法人に寄せられる期待も大きくなり、相談・製作依

頼が増えることが予想される。そうした期待に応えられるように製作体制を整える。 

 

２．「アクセシブルな電子書籍の製作実験プロジェクト」の推進 

28年度も全国を対象にしたテキストデイジーのプライベート製作事業である「アク

セシブルな電子書籍製作実験プロジェクト」を国立国会図書館と連携し実施する。ま

た、28年度は実験段階から実用段階へ移行できるように、システムの機能アップを国

立国会図書館と検討する。 

 

３．音声・マルチメディアデイジー製作用 Webアプリケーションの実用化 

26・27年度に、文部科学省委託事業で開発した音声・マルチメディアデイジー製作

用 Webアプリケーションを 28年度は、教育関係施設、団体等が利用できるように普及

のための取り組みを行う。 

 

４．サピエサーバ類のリプレイスと安定的稼働 

28年４月末～５月上旬にかけてサピエサーバ類のリプレイスを行うと同時に、サー

バ類を管理するデータセンターを移設する。このリプレイスと移設作業が無事行える

よう十分な準備を行うと共に、リプレイス後もシステムを安定的に稼働できるよう保

守管理を行う。 

 

５．地域リハビリテーション事業の検討 

医療の分野では、治る見込みのない患者をどのようにリハビリテーションに繋げて

いくかが大きな課題になっており、医療と福祉をつなぐ役割を点字図書館に担ってほ

しいという要望が高まっている。日本点字図書館では、これまでも視覚障害者の QOL

向上のために生活用具の販売を行っており、さらに点字教室、IT教室、デイジー再生
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機等の各種機器の操作講習会、見えにくさの相談会などを行ってきた。日本点字図書

館が、これまで提供しているサービスに歩行訓練機能を加えれば十分にリハビリテー

ションのニーズに応えるサービスを提供できると考える。そこで、28年度、地域リハ

ビリテーション事業を行う可能性について東京都と相談しながら検討を進める。 

 

６．防災・減災対策の推進 

南海トラフ地震、首都直下型地震の今世紀前半での発生が懸念されており、東京都

も防災プランを発表している。その中で、職場の安全対策、発災後３日間＋10％の飲

料水、食糧の備蓄、オフィス機器の転倒防止などの防災対策をするよう推奨されてい

る。発災時に施設内にいる利用者、ボランティア、職員の安全を確保するため、防災・

減災への対応を法人全体の取り組みとして行う。 

 

以上、重点６項目を記したが、上記を踏まえた各部、各課の事業計画を以下に詳述

する。 

 

Ⅰ≪社会福祉事業≫ 
視聴覚障害者情報提供施設の設置経営及び全国の視聴覚障害者情報提供施設に関

する連絡事業の経営 

 
１．図書情報提供サービス                            

（１）重点事業 

① 利用者ニーズに即したサービスの提供 

個々の利用者の状況やニーズを十分考慮しながら、ＣＤ等による蔵書の貸出

にとらわれず、サピエ図書館やダウンロードサービスを推進し、迅速に読書情

報の提供を行う。 

② アクセシブルな電子書籍の普及の一環として、テキストデイジーの特性を周知

し、利用の促進を図るための広報を行う。 

③ 電子書籍推進プロジェクトと連携しながら、引き続きこれからのサービスの提

供方法について検討する。 

（２）その他の主要事業 

① 点字図書・録音図書の貸出・提供 

点字図書は年間 8,000タイトル、録音図書はＣＤを年間 130,000タイトル、

録音雑誌「にってんデイジーマガジン」を読者 6,500人、ダウンロードサービ

ス 60,000タイトルの提供を目指す。また、非常にニーズの高いシネマ・デイジー

について、自館製作分の提供だけにとらわれず、他館製作分も積極的に受け入

れて提供を行う。 

② レファレンスサービスおよび書誌データの整理 

利用者が求める図書情報等を速やかに提供できるよう情報収集に努め、読書

を支援する。また蔵書については、製作着手の流れがスムーズに進むよう、職

員や当館の Web-OPAC利用者が自ら検索し、さまざまな角度からのアプローチで

本を探し出せるよう、常に当館目録規則に従った書誌データの整備に努める。 
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③ 図書の選定方法の見直しと蔵書の充実 

利用者ニーズに沿った図書の製作を行うため、27年度は点字図書の製作につ

いて、利用サービス部の職員が一部、選定権限を持ち、即時選書を実施した。2

8年度は、録音図書の製作についても即時選書を実施できるよう、選書委員会

及び、製作部門と検討を行う。また、出版される点字図書・録音図書の購入や

サピエ図書館にアップされる他館製作の完成図書などからも厳選して、引き続

き受入れを行う。 

④ 利用者用目録の製作と提供 

点字図書新刊案内｢にってんブレイル｣(点字版)と、録音図書新刊案内｢にって

んボイス｣(録音・点字・墨字版)を隔月で発行する｡｢にってんボイス｣の録音版

は、「にってんデイジーマガジン」とサピエで提供し、録音図書目録について

は、「ＣＤ図書年間追加目録 2016年版」をデイジーで製作し発行する。 

なお、墨字と点字による録音図書目録については、レファレンスサービスに

よる希望に応じたリスト作成で対応し、2016年中に発表した点字図書、録音図

書の点字版については「年間追加目録 2016年版」をそれぞれ発行する。 

また、利用ニーズの高いシネマ・デイジーについて、新刊図書が出るたびに

更新する「シネマ・デイジー図書目録」(録音版・点字版・墨字版）を発行する。 

⑤ 奥村文庫(視覚障害関係墨字資料室) 

視覚障害に関わる情報収集に努め、関係者からの問い合わせに適切な資料と

情報の提供に努める。目録データをさらに充実させ、Web-OPACによる資料検索

サービスの質を高めていく。また、前年度に件名標目表の改訂を行ったため、

過去に登録した件名標目の遡及修正作業の計画を立案して実施する。 

⑥ 点字教室・ＩＴ教室の開催 

点字教室は、視覚障害者の情報アクセス技術の向上に努めて開催する。中途

視覚障害者を対象に年 250回開催する。また、点字教室受講生の次のステップ

として、「点字教室地域ボランティア活動講習会」を開催する。 

従来のパソコン教室をＩＴ教室という位置付けとし、従来のパソコンにス

マートフォンやタブレットを加えて、基本操作技術の習得を目的とした５回

コース９コマを年間８期開催する。 

また、初めて触れる人に対しては、予約制による１回 90分、原則１回（上限

２回まで可）の操作体験クラスを設ける。 

⑦ 見えにくさの相談会の開催 

中途失明やロービジョンによる不安や困難を抱えている人に対する相談会を、

支援機器類を扱う用具事業課と協力して開催する。 

⑧ 自主活動の支援 

点字教室を修了した中途視覚障害者に、館内で行う自主活動の場を提供する。 

⑨ サピエ図書館の利用促進等 

・サピエ図書館の利用促進のため、従来のパソコン教室に、スマートフォンや

タブレットを加えたＩＴ教室体験クラスの中にメニューとして組み込む。 

・サピエ図書館に点字・録音図書の着手・完成・所蔵情報の登録を迅速に行う。 

⑩ サピエ図書館システムの安定的稼働及び Web図書館システムの導入・運用支援

を行う。 

⑪ 学習障害や発達障害など、視覚障害以外の活字読書に困難を抱えた人たちへ

の録音図書の提供を引き続き行う。 
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２．点字図書・触図等の製作                            

（１）点字図書の製作 

① 点訳書150タイトルと厚生労働省委託図書35タイトルの製作を行い、点訳デー

タをサピエに登録する。 

② プライベートのニーズに応えるため、希望点訳事業を行う。 

（２）ボランティアの指導・養成 

現役点訳者 86名に対する点訳技術向上のための指導を行う。 

（３）点字図書の販売 

約 1,000タイトルの図書の頒布を行う。 

特色ある点字図書の企画と販売促進活動を行う。 

（４）教科書の製作 

① 視覚特別支援学校理療科用教科書の製作 

視覚特別支援学校理療科用図書編纂委員会編「医療と社会」の点字版及び点

字版とデイジー版のセット販売を行い、視覚障害生徒の学習に供する。 

② 視覚特別支援学校高等部用教科書の頒布 

視覚特別支援学校高等部用教科書「SELECT English Expression Ⅰ」「MY WAY 

English Expression Ⅱ」及び「科学と人間生活」を頒布し、視覚障害生徒の学

習に供する。 

③ 文部科学省著作教科書の製作 

視覚特別支援学校中学部用教科書「社会（公民的分野）」を製作し、視覚障

害生徒の学習に供する。 

（５）「日本点字図書館ユニバーサルデザイン推進室（ＵＤラボ）」の事業を展開し、 

啓発活動を行ったり、公共交通機関や企業などの依頼により、手すり点字銘板、

点字運賃表、案内板等を製作監修したりする。 

 

３．録音図書・録音雑誌・電子書籍の製作                      

（１）録音図書・雑誌の製作 

① 録音図書の製作 

・スタジオ製作分 200タイトル 

・びぶりお工房(録音図書ネットワーク製作システム)製作分 200タイトル 

製作を完了した音声デイジーコンテンツをサピエに登録し、全国の視覚障害

者等のニーズに応える。 

② 録音雑誌 月刊｢にってんデイジーマガジン｣の製作とサピエへの登録 

③ シネマ・デイジーの製作とサピエへの登録 

④ プライベートのニーズに応えるため、個人朗読及び専門対面リーディングサー

ビス(年間 300人)を行う。 

⑤ ボランティアの養成 

・朗読奉仕者の補充 

・録音図書校正奉仕者の補充 

（２）池田輝子記念文庫製作事業 

録音図書のネットワーク製作及びデイジー編集を行う。 

（３）ＤＶＤ対応視覚障害者用音声ガイドの製作事業 
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（４）電子書籍の製作 

① テキストデイジー図書の製作 

・自館選書分 400タイトル 

・リクエスト製作分 100タイトル 

② マルチメディアデイジー図書の製作 

・一般図書 11タイトル 

・中学校数学教科書 3タイトル 

③ ボランティアの養成 

テキストデイジー、マルチメディアデイジー図書製作に伴う編集者・校正者の

養成 

④ 電子書籍推進プロジェクトにおいて、製作からサービスのあり方について、さ

らに検討を進める。 

⑤ 「アクセシブルな電子書籍製作実験プロジェクト」を国立国会図書館と連携し

実施する。 

⑥ 音声・マルチメディアデイジー教材製作 Webシステムの改良と普及のための取

り組みを行う。 

 

４．厚生労働省委託事業                             

視覚障害者用図書等事業の委託を受けて実施する。 

 

５．厚生労働省補助事業                             

視覚障害者図書情報ネットワーク運営事業の補助を受けて実施する。また、サピ

エ図書館システムのサーバ類のリプレイスを行い、システムを安定的に稼働する。 

 

６．東京都委託事業                              

（１）東京都視覚障害者用図書製作貸出事業の委託を受けて実施する。 

（２）東京都視覚障害者用図書レファレンスサービス事業の委託を受けて実施する。 

 

７．東京都補助事業                              

都内貸出事業に対し、東京都から補助金を得て実施する。 

 

８．川崎市視覚障害者情報文化センター運営委託事業               

指定管理者となる川崎市視覚障害者情報文化センターを運営する。 

（１）閲覧・貸出 

約 500人(個人・団体)の登録利用者に対し、点字図書は年間 150タイトル、録

音図書は年間 7,500タイトルの提供を目指す。また、点字雑誌は年間 500タイト

ル、録音雑誌は年間 3,500タイトル提供する。ダウンロードサービス件数および

シネマ・デイジーも含めて 総貸出数は 15,000件提供する。 

（２）資料製作 

利用者のニーズを尊重した図書選定を行い、点字図書は年間 40タイトル、録音

図書は年間 100タイトルの製作をめざす。また、テキストデイジー図書 10タイト

ルの製作を行う。 

「映像のまち・かわさき」の事業として、視覚に障害のある方々に映画を楽し

んでいただく音声ガイドとシネマ・デイジーを 15タイトル製作する。 
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（３）朗読者・音声ガイド製作者の養成、点訳者、朗読者の養成 

平成 26年度に引き続き、本年も朗読者養成講座を実施する。活動中の点訳者・

朗読者・校正者を対象としたスキルアップ研修会を開催する。 

また、平成 27 年度から開始した初心者の方を対象とした「映画の音声ガイド製

作ボランティア養成講座」を開催する。 

（４）訓練事業の取り組み 

平成 27年度からの訓練継続者を含め、延べ 35名に歩行、生活、コミュニケー

ションなどの各種訓練を行う。それ以外に、訪問指導や来所指導といった短期間

での訓練指導を述べ 100回実施する。 

訓練生の状況や、ニーズに合わせた訓練事業を行うために、日本ライトハウス

が開催する歩行訓練研修に職員を派遣する。 

視覚障害者のための日常生活用具と便利グッズの主なもの、最新のものなどを

展示し、斡旋販売を行う。訓練と連携を密にし、訓練生にこれらの用具を紹介し、

使用してもらうことで QOLの向上を図っていく。また、補装具・日常生活用具の

制度や申請の方法を積極的に周知していく。 

（５）ボランティアとの協力、連携強化 

ボランティアとの連携を密にして、図書製作等で協働していく。 

（６）啓発普及について 

① 福祉事務所での手帳交付時に事業案内ができる事業案内パンフレットを、各福

祉事務所、生活支援センター等、関連機関・団体へ配布を行う。 

② 事業報告会を開催し、図書館事業・視覚障害者訓練事業の認知を深める。 

③ 市内眼科医との連携を図り、中途視覚障害者に対する情報提供を図る。 

④ 地域保健師、民生委員の協力を得て、在宅視覚障害者の発掘、情報提供を図る。 

⑤ センターまで足を運ぶことが難しい利用者に対し、川崎市各区においてセン

ターを知っていただくための事業体験会を開催する。 

⑥ 最新の情報をいち早くメールマガジンで伝えるとともに「アイ eyeセンターだ

より」を発行し広報活動に積極的に取り組んでいく。 

（７）文化的活動について 

音声ガイド付き映画体験会やコンサートなどイベントを開催する。 

（８）防災・減災対策の推進 

発災時にセンター内にいる利用者、ボランティア、職員の安全を確保するため、

視覚障害者の防災対策セミナーを開催する。災害への準備、心構えなど、視覚障

害者が事前に準備しておくべきことをセミナー形式で伝えると共に、視覚障害者

向けの防災グッズなども紹介する。 

（９）平成 29年度視覚障害リハビリテーション研究発表大会(当センター主管)開催に

向けて、大会準備に取り組んでいく。 

 

９．公的機関・団体・企業等からの委託及び助成・補助による事業         

（１）東京都消費生活総合センター ＣＤ版｢東京くらしねっと｣(年間６回)を製作し､送

付する｡ 

（２）東京都教育庁 普通校に通う視覚障害者（高校１年生）のために教科書の点字

版製作および提供を行う。 

（３） 新宿区 

① 「しんじゅくの教育」の点字版を製作し、配布する。 
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 ② 「点字版便利帳」を製作し、配布する。 

 ③ 「新宿区議会だより」の点字版・音声版を製作し、配布する。 

（４）生活協同組合 点字・録音図書を製作し、貸出す。 

（５）社会福祉法人ＮＨＫ厚生文化事業団 

① 寄贈番組ＣＤを受け入れ、貸出しを行う。 

② 「ＮＨＫ障害福祉賞入選作品集」音声版を製作する。 

（６）社会福祉法人読売光と愛の事業団 

① ロービジョンサービス事業を行う。ロービジョン機器等の相談を行うとともに、

遠方の利用者にはルーペ・レンズ類の見本を貸出しする。 

② 専門対面リーディングサービス事業を実施する。 

③ 関東地域の点字図書館職員を対象にロービジョンの研修を行い、ロービジョン

支援機器を長期貸与する。 

（７）公益財団法人ＪＫＡ 録音雑誌｢医学研究｣(月刊)及び｢ホームライフ｣(月刊)を製

作し、配布する。 

（８）公益財団法人鉄道弘済会 録音雑誌｢ブックウェーブ｣(月刊)を製作し、配布す

る。 

（９）公益財団法人日本障害者リハビリテーションセンター 中学校数学教科書 3タ

イトルのマルチメディアデイジー版を製作する。 

（10）公益財団法人日本テレビ小鳩文化事業団 点字カレンダーを製作し､配付する｡ 

（11）公益財団法人東京都人権啓発センター マルチメディアデイジー版「TOKYO人

権」(年 4回発行)を製作する。 

（12）公益財団法人早川清文学振興財団 録音図書「ハヤカワライブラリー」10タイ

トルを製作し、貸出す。 

（13）公益財団法人一ツ橋綜合財団 

①録音図書｢一ツ橋文庫｣10タイトルを製作し、貸出す。 

②テキストデイジーの製作・提供。 

③音声・マルチメディアデイジー教材製作 Webシステムの改良と普及のための取

り組みを行う。 

（14）一般財団法人ＮＨＫサービスセンター 点字版｢ＮＨＫウイークリーガイド｣(週

刊)を発行する。 

（15）一般財団法人日本宝くじ協会 点字・録音・マルチメディアデイジー図書を製

作し、貸出す。 

（16）一般財団法人日本メイスン財団 テキストデイジー図書 60タイトルのリクエス

ト製作と提供。 

（17）一般社団法人全国腎臓病協議会 ＣＤ版｢ぜんじんきょう｣(隔月刊)を複製、配

付する。 

（18）一般社団法人日本アマチュア無線連盟 ｢点字ＪＡＲＬ ＮＥＷＳ｣を製作する。 

（19）株式会社岩波書店 岩波新書等の録音版を製作する。 

（20） 株式会社佼成出版社 ｢立正佼成会会報｣(月刊)のテープ版、ＣＤ版を複製する。 

（21）株式会社資生堂 録音版｢おしゃれなひととき｣(季刊)を製作する。 

（22）ソニー株式会社 録音版｢聞くカタログ｣を製作する。 

（23）株式会社トーハン 原本提供を受け、点字・録音図書を製作し、貸出す。 

（24）株式会社文藝春秋 録音雑誌｢文藝春秋｣(月刊)を製作し、配布する。 
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Ⅱ≪公益事業≫ 
盲人生活用具の開発と普及及び国際視覚障害者情報提供協力事業 

 
１．視覚障害者用具の販売斡旋                          

顧客のニーズに合った販売斡旋事業を行うため、以下の点を重点項目とする。 

（１）視覚障害者及び視覚障害者をサポートする人たちのニーズに合った商品・サー

ビスを提供する。 

（２）顧客のニーズに合った企画展、体験会を開催する。 

（３）インターネットショッピングサイト「わくわく用具ショップ」のパソコン版、

携帯版を運営する。 

（４）メールマガジン、ソーシャルネットワーク、雑誌「にってんデイジーマガジン」、

ターゲットを絞ったダイレクトメールなどの広報媒体を通して情報を発信し、広

報の充実を図る。 

（５）視覚障害者のファーストコンタクトの場所としての利用が増えてきた中で、歩

行訓練士を交えた相談会を定期的に行い、図書情報課や川崎市視覚障害者情報文

化センターと連携して適切な用具や必要な情報を発信する。 

（６）ロービジョンのかたへ適切な補助具を提供するために、拡大読書器、ルーペ、

遮光眼鏡などを備える。 

 

２．厚生労働省委託事業                            

盲人用具販売あっ旋事業の委託を受けて実施する。 

 

３．池田輝子ＩＣＴ奨学金事業                            

池田輝子基金により第 13回池田輝子ＩＣＴ奨学金事業を実施する。 

実施期間：平成 28年７月 10日～７月 22日 中級クラス 

平成 28年７月 24日～８月５日 上級クラス 

場  所：ペナン(マレーシア)  セント・ニコラスホーム 

 

４．アジア盲人図書館協力事業                          

一般社団法人霞会館助成により第三国研修に変更して 13回目になるコンピュー

タ点字製作技術指導講習会を実施する。 

実施期間：平成 28年９月（日程は未定） 

場  所：トンガ 

 

Ⅲ≪収益事業≫ 
マンションの設置経営  

２棟のマンションを運営し、生じた収益を社会福祉事業及び公益事業に充当する。 
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Ⅳ≪本部事業≫ 
１．日本点字図書館オープンオフィスの開催                     

 
２．寄付・助成金の増収                              

毎年継続の維持会費、企業や諸団体助成金の増収に一層努力する(当館ホーム

ページからの募金、愛のポストカード運動を含む)。 

図書製作支援寄付であるワンブック・プレゼント運動に対し、企業・個人からの

支援を募る。 

 

３．日本点字図書館カード会員の拡大                       

見学者、チャリティ映画会・コンサート、｢日本点字図書館オープンオフィス｣来

場者に対して加入勧奨のパンフレットを配布し、加入者の拡大を図る。 

 

４．チャリティ映画会・コンサートの実施                     

（１）秋と春の年２回､チャリティ映画会を開催する。 

（２）第 14回本間一夫記念チャリティコンサートとして、平成 28年 12月 18日(日)

府中の森芸術劇場どりーむホールで「コーラスの饗
うたげ

 早慶歌合戦」を開催する。 

 

５．第 13 回本間一夫文化賞の贈呈                         

創立者本間一夫を記念し、点字や視覚障害の分野で、研究や著述に顕著な功績を

あげた個人・団体を顕彰する。 

 

６．第 23 回にってん野路菊賞の贈呈                        

日本点字図書館の業務等について多大な貢献をされた個人・団体、あるいは視覚

障害者の福祉・文化・教育等の分野において多大な貢献をされた個人・団体を表彰

する。 

 

７．広報誌その他の発行                             

広報誌｢にってんフォーラム｣(年４回、各 5,500部)を発行し、当館の活動および

視覚障害関係情報を広報する。また７月に｢感謝録｣(12,000部)を発行する。 

 

８．にってんカルチャー講座の開催                         

「折り紙教室」「囲碁教室」「エスペラント語教室」「英会話教室」を実施する。 

 

 

Ⅴ≪会議・研修・福祉厚生≫ 
１．会議                                    

（１）理事会・評議員会の開催 

定期会議(平成 28年５月・10月、平成 29年３月) 

（２）部長会議・部課長会議・グループリーダー会議の開催 

① 部長会議  (随時開催) 

② 部課長会議 (毎月１回) 

③ グループリーダー会議 (毎月１回) 

（３）各委員会の開催(適時開催) 
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２．研修                                    

① 部課長を中心とした管理者研修を実施する。 

② 障害者差別解消法に関する研修を実施する。 

 

３．福利厚生                                  

（１）職員の健康診断、ストレスチェックテストを実施する。 

（２）職員の福利厚生事業を実施する。 

 

４．防災                                    

（１）防災・減災への取り組みを安全衛生委員会と連携を取って、各課で実施する。 

（２）避難訓練を２回実施する。 


