
 

令 和 ３ 年 度 事 業 報 告 

 

Ⅰ 和歌山県身体障害者連盟 
 （１）連盟の運営 

① 理事会    ３回  ５月１４日、５月２９日、３月２５日 

② 評議員会   １回  ５月２９日 

③ 会長、副会長会議  ９回  ４月 １日、４月２７日、 ６月 ８日、７月２０日 

８月３０日、１０月１日、１２月１０日、１月 ６日 

２月２４日 

④ 評議員選任・解任委員会  １回  ５月２０日 

⑤ 監 査  ４月２３日 水城・上田・川嶋監事の監査を受けた。  

⑥ 各部会、委員会の開催 

・視覚障害者部会委員会  ２回  ４月２５日、３月 ６日(書面決議) 

・肢体障害者部会委員会  １回  ４月１７日 

 

（２）連盟の事業 

① 更生相談 １５地区、１６名より報告  総相談件数 ６４件 

② 第６４回和歌山県身体障害者福祉大会の開催 

新型コロナ感染拡大予防のため中止 

③ 障害者対策の推進 

障害者差別解消法の普及啓発や「紀の国障害者プラン２０１８」の着実かつ効果 

的な実施のために県との話し合いを開催した。 

・要望事項についての話し合い会の開催 

１０月１４日、県自治会館で県と要望事項についての話し合いを行った。 

会長、各障害部会代表及び各郡市代表等２５名が出席した。 

     ・知事を囲む福祉懇談会 

       新型コロナ感染拡大予防のため中止 

          ・知事への要望活動 

       ３月２５日、令和５年度に和歌山県内で開催する第６８回日本身体障害者 

福祉大会に対する県の財政支援について、知事室で要望を行った。顧問、 

正副会長が出席した。 

④ 組織強化対策事業 

「２０２１年版 障害児者福祉のしおり」に加盟団体の紹介記事を掲載できた。 

⑤ 指導者講習会 

・連盟幹部研修会 

新型コロナ感染拡大予防のため中止 

・視覚障害者研修会 

１０月２４日、和歌山市ふれ愛センターで研修会を開催し３４名が参加した。 

・肢体障害者研修会      

新型コロナ感染拡大予防のため中止 

⑥ 全国、近畿ブロック会議等への参加 

       ・日身連評議員会 

         ６月１９日（書面決議） 

・日身連近畿ブロック団体長・事務局長会議 

７月２９日 オンライン会議 

 



 

⑦ 関係機関、団体等（社会福祉、保健衛生、社会教育、就労、移動、ボランティア 

等）との連絡提携 

・県社会福祉協議会 

（ア）理事会 

（イ）生活福祉資金貸付委員会 

⑧ 第６６回日本身体障害者福祉大会 

６月２８日 オンライン開催 

⑨ 第４１回日身連近畿ブロック福祉大会並びに第２３回相談員研修会 

１２月３日 オンライン開催 

⑩ 身体障害者のスポーツの振興 

・第２１回県障害者スポーツ大会 

新型コロナ感染拡大予防のため中止  

・第２１回全国障害者スポ－ツ大会（三重とこわか大会） 

１０月２３日～２５日 三重県で開催予定だったが、コロナ感染拡大予防の 

ため中止 

⑪ 機関誌（連盟時報）の発行 

連盟時報第６８号を作製し、加盟団体・役員等に配布した。 

（墨字５００部 点字２１部 音声１９部 テキストデータ６部） 

⑫ ホームページの管理 

掲載事項に変更があれば、その都度更新 

⑬ 夢・ふれ愛・心のつながり事業 

スポーツ教室、街頭啓発等県下７ブロックで実施した。 

（３）点訳等製作事業 

わかやま長寿プラン２０２１、衆議院選挙、町長選挙、ゴミ分別収集カレンダー 

等の点字印刷物の製作を行った。 

（４）収益事業 

連盟所有の和歌山市吹上２丁目５番地５所在の土地を駐車場として貸し、収益を 

上げた。 

 

Ⅱ 和歌山県点字図書館の管理運営業務 

（１）点字図書館運営 

① 点字図書、録音図書の貸出及び製作 

         登録者数  ３６１人 

          

保有数              タイトル数        巻数 

点字図書           ３８７５     １００８４ 

         デジタル図書              ５８８１        ５８８６ 

         一般ＣＤ図書              ２３３        ２３４ 

         

貸出状況       延べ利用人員   延べ利用冊･巻数 

         点字図書・雑誌        ３７２      １０９６ 

         テープ図書・雑誌        ４２        ４８ 

         デジタル図書・雑誌    １５５８２     １５５９７ 

         ＣＤ図書・雑誌        １８３       １８３ 

         

 

 



 

製作数         タイトル数            巻数 

点字図書           １６           ５９ 

音声デイジー          ９             ９ 

テキストデイジー        １             １ 

  

 

（その他サービス） 

プライベート点訳   １２件   プライベートデイジー録音１５件 

        点字プリンター打出し  ３件   プライベートテキスト化 １件 

         

② 点字の普及 

・点字教室・講習会を新型コロナ感染拡大予防のため実施できなかった。 

③ 点訳・音訳ボランティアの養成 

・点訳ボランティア養成講座 

  養成回数 １７回 

参加者  延べ１７名 

修了者  １名 

・音訳ボランティア養成講座（初級） 

養成回数 １０回 

参加者  延べ９９名 

修了者  １０名 

       ・音訳ボランティア養成講座（中級） 

         新型コロナ感染拡大予防のため中止 

④ 対面朗読サービスの実施 

今年度の利用はありませんでした 

⑤ 図書館だよりの発行 

年３回発行  点字７４、墨字８９、拡大３８、デイジー３２、メール５２ 

⑥ 視覚障害者ＩＴ講習会の開催 

        開催回数 パソコン講座各１回 iPhone 講座２回 計５回 

入門講座２名 初級講座２名 中級講座２名 iPhone 講座６名 

⑦ 図書館の広報、利用の促進 

視聴覚障害者情報提供施設のリーフレットを関係機関に配布し和歌山県点字 

図書館の周知を図り利用を促進 

⑧ 交流サロンの開催 

・バリアフリー映画 「最高の人生の見つけ方」上映会 １回 

  １２月１１日 和歌山県文化情報センター 参加者３４名 

・「情報交換会」  

新型コロナ感染拡大予防のため中止 

⑨ 視覚障害者に関する相談 

        本を読むための機器等について    ２件 

        録音図書を聞くための機器等について ３件 

        資格取得に向けた学習について    １件 

 

（２）点字図書館事業 

① 点字情報ネットワーク事業 

点字送付者 延べ４８２名  メールマガジン利用者 延べ４３３８名  

音声による新聞及び地域情報提供 １２回 



 

② 障害者パソコンボランティア養成・派遣事業 

ボランティア養成回数   ５回  養成人数 延べ２５名   

ボランティア派遣回数  延べ ４８回 

③ 盲女性家庭生活訓練事業 

点字・料理  各１回  受講者数  延べ ７４名 

④ 盲青年等社会生活教室開催事業 

ＩＣＴ学習会  

１箇所   １０回  受講者数  延べ ９２名  

サウンドテーブルテニス 

１箇所     ４回   受講者数  延べ ３６名  

⑤ 視覚障害者社会適応訓練事業 

日本ライトハウスに訓練を委託 

訓練希望者 ３３名、修了 ４名、継続中 ２９名、訓練総数 １３７回 

 

   （３）社会参加推進センター 

① センターの運営 

センターだより編集委員会 ３回 

７月９日 、１１月９日 、 ３月７日 

② 機関紙「センターだより」の発行 

年３回発行  １回 ３１００部 点字版 ７４部 音声版 ４部 

③ 社会参加推進協議会の開催 

新型コロナ感染拡大予防のため中止 

 


