
２０１５年４月  

全国拡大教材製作協議会 世話人会 4 月定例会 議事録 

 

日時・場所： 平成２７年４月２２日 １３：３０～１６:３０   東京都障害者福祉会館 

出席者： 猪狩、伊藤、北嶋、後藤、傍島、津布久、原、寺本、佐藤、 

 

０．本日の書記と検証の方を選出        書記 伊藤  検証 北嶋  

 

議事・内容 

1. 事務連絡 

 会員情報  ３月末退会（ともしび）（会員数 54Ｇ+個人１） 

 ＨＰ掲載  特になし 

 「あゆみ」(東京都内の視覚障害者教育研究会の会誌)回覧 

 

2. 議事  

 第 18 回代表者会議 承認申請 議題 の審議 →体裁と文言のチェックをし、次回世話人会(５月

２７日)に印刷、発送。 

 副教材 補助申請の審査及び補助額の審議(26 年度分、27 年度分)について →３グループより 12

件の申請あり。申請金額に対する助成金の割合を検討した。また、ボランティア負担金に関しては、

各グループで申請出来る助成金情報を教えるのはどうか。 

 助成受託金（大同生命厚生事業団）活用状況 報告書の記載について →完成した製作物の写真を

撮っておく。27 年度分 5 月末締切。今後の助成金の候補の情報。また、今後も協議会が助成金補助

を続けるか、に関して話し合った。 

        

3. 検討事項 

 27年度 世話人会活動計画の具体化 →7月のミーティングは勉強会より会員間の交流の場にした

い。との要望。 

 副教材の作成について、拡大教科書利用者および先生方への啓もう活動(ＰＲ)。 

 会員懇談会、つどい等の構想について →地域交流活動(西日本、関西、名古屋方面)を企画し、各

地方の要望を吸収して来たい。 

 ＨＰの活用。今年度中に会員間の書き込み投稿意見交換等が可能なようにしたい。 

 

 

次回世話人会 

    平成２７年５月２７日(水) 午後１時３０分～ 

    東京都障害者福祉会館  

 

 

 

 

 



2015年５月

全国拡大教材製作協議会 世話人会 ５月定例会 議事録

日時・場所 2015年５月２７日 13:30～ 東京都障害者福祉会館

出席者 佐藤 猪狩 伊藤 北嶋 後藤 津布久 原 寺本 山本

書記と検証 書記 北嶋 検証 後藤

議事・内容

１．事務連絡

会員情報 ５月退会１(まちだ拡大写本サークル) 会員数 53Ｇ＋個人１

会員名称変更 「拡大写本豊明（旧 豊明拡大写本たんぽぽ）」

新年度代表交替，連絡ネットの変更

届出用紙により名簿改訂が円滑にできた

著作権法の改定の検討状況

37条３項についてボランティアがボイコットされている形をなくす方向で

好感触を得ている（宇野先生より）

２．議事

第１８回代表者会議承認申請議案を最終審議の上発送

代表者会議議案承認請求の回答 ６月22日締め切り

３．検討事項

27年度 世話人会 地域活動について

早期実施に向け具体的に担当者を決め検討する

会員懇談会の実施について

当初の７月開催を延期し11月29日(日)実施予定とする

助成金受託金 活用状況と報告書の記載について

副教材の拡大写本促進の26・27年度活動状況と促進の継続のため次年度

計画を検討

ＨＰ掲載内容改訂の検討

会員相互の質疑応答に利用できるよう準備を進める

その他

実績調査表を５月27日現在まで中間とりまとめＨＰにアップ

絵本等調査表を統計的データとしてまとめ７月に報告する

次回世話人会

６月２4日(水) 13:30～

東京都障害者福祉会館



2015 年 6 月 

全国拡大教材製作協議会 世話人会 6 月  議事録        （書記 傍島、検証 津布久） 

日時・場所 2015 年 6 月 24 日 13：30～  東京都障害者福祉会館 

出席者   佐藤、猪狩、伊藤、後藤、傍島、津布久、原、寺本、山本      欠席 北嶋 

参加    拡大写本サークル「つばさ」土屋様 

      ホームページアドバイザー 土居様 （外部の IT 専門家として必要に応じてボランティア 

でＨＰ運営のアドバイスを頂いている方） 

 

議事・内容 

1. 事務連絡 

・会員情報  代表変更１グループ 他は特になし                                                     

・弱問研より 機関誌「つうしん」配布、および機関誌代の請求書 

・副教材の要請３人で４冊あり、費用等すりあわせの段階 

2. 議事 （報告事項） 

①代表者会議（第 18 回）承認申請議案について 

 承認申請議案の返信状況 

会員総数 54 グループ 回答 51 グループ、 未回答 3 グループ 

内訳 １号議案 承認 50 否認１   

   ２号議案 承認 50 否認１ 

   ３号議案 承認 51  否認なし 

拡大写本サークル「つばさ」土屋様より否認理由説明 

それに対する世話人会見解 

 山本裕美子様の世話人会参加 全会員一致で承認 

 承認申請議案については７月の会報でも報告   

②27 年度会費請求書の発行、７月の会報に同封 

③教科書以外の拡大写本製作実績調査結果（絵本、副教材、一般書籍等）はほぼまとまり、結果を

７月会報と同送 

3．議事 （検討事項） 

  ①HP 掲載内容の検討、掲示板機能、プロバイダー変更について 

   HP 作製、管理をされている土居様より説明 

    要望のあった会員専用のページを作り、会員の交流を図るために掲示板を作ることを決定 

    HP の内容については、現状で探しづらいところもあり、見直しが必要 

    現在のプロバイダーのサービス、費用など見直しが必要。プロバイダーを変更することを決定 

②７月の会報について･･･代表者会議の承認状況等の説明 HPプロバイダー変更に伴い新URL変更を 

報告他 

③会員懇談会について･･･１１月２９日（日）に障害者福祉会館を予約済み 

④２８年度代表者会議の場所の選定について･･･障害者福祉会館の他にもう少し定員数が大きいとこ 

ろを確保できるよう検討していく 

⑤助成受託金（大同生命厚生事業団）の活用状況と報告書を８月までに作製し提出 

4．次回世話人会の予定 

  ７月２２日 定例世話人会 13：30～   

  東京都障害者福祉会館に於いて 



 

 

全国拡大教材製作協議会 世話人会 7 月定例会 議事録 
 
日時・場所  ２０１5 年 7月２2日 １３：３０～    東京都障害者福祉会館 

出席者    佐藤、北島、傍島、津布久、原、伊藤、山本、寺本、後藤 

       見学:下丸子図書館拡大写本研究会 本多様、西鍵様 

                              (書記 後藤、検証 傍島) 

 

事務連絡 

 ・会員情報  新入会の希望の情報 1件。 

 ・弱問研より、大学入試の試験用紙に拡大文字版が採用されたとの連絡あり。 

 ・副教材の要請 2人 3 冊あり。使用者実費負担を条件に紹介済み。 

 ・会員懇談会用会議室の予約が取れず、11 月 29 日から 11 月 22 日に変更。 

 ・文科省機関紙「特別支援教育」夏号へ佐藤氏の原稿掲載。 

 ・弱視児童の親子の会「ロービジョンキッズラボ」8月例会へ会員参加。 

 

議事                                 

１． 会報 50 号の発行 

 「会員ひろば」を創設。 

副教材推進策、HP プロバイダー変更と機能向上、27 年度会費請求書、絵本等実績調査を同

封。 

 

２． HP 掲載内容改訂の検討 

 掲示板機能等経過報告と意見交換。  

 

３．27 年度世話人会地域活動について 

   関西地区での意見交換会の検討。  

 

 ４.11 月 22 日会員懇談会 テーマ、内容の検討 

 

 

 

 

 

次回以降世話人会の予定等。 

８月２６日  ８月定例会 

９月３０日 ９月定例会 

 １０月２８日 １０月定例会 

１３：３０～   東京都障害者福祉会館に於いて 



2015 年 8 月 

全国拡大教材製作協議会 世話人会 ８月 議事録 
                              （書記 津布久、検証 原） 

日時・場所  2015 年 8 月 26 日 13：30～    東京都障害者福祉会館 

出席者    佐藤、猪狩、北嶋、後藤、傍島、津布久、原、伊藤、山本    欠席 寺本 

参加     拡大写本のひろば 細田様 

 

議事・内容 

１．事務連絡 

➢会員情報 新入会員登録届受領 名称「写本橘」代表 伊藤修氏、川崎市（コード０８２） 

               →現在のグループ数 55 グループ 

  ➢千代田区 障害者福祉課 「日常生活用具費等の支給」項目に 6 月 1 日から（大活字図書）

が追加された。その適用の申請状況の途中経過報告 現在、江戸川区、千代田区、川崎市

で適用あり。今後、全国に適用が拡がっていく期待あり。 

  ➢弱問研  「つうしん」に協議会の紹介記事を掲載。 

  ➢副教材の製作を紹介した 1人から拡大写本入手の感謝の挨拶あり。 

（藤沢市ひまわりと岐阜アソシア製作） 

  ➢ＨＰのサイト移動完了。8月末で旧サイト契約終了。 

  ➢11 月 22 日 勉強会の部屋の予約完了。 東京都障害者福祉会館 Ａ１、Ａ２会議室 

 

２．議事（報告事項） 

 ➢千代田区「日常生活用具費等の支給」申請及び協議会印の捺印を承認した。 

 

３．議事（検討事項）  （時間節約の必要からテーマごとにＡとＢ、２班に分かれて検討した。） 

  ➢27 年度 世話人会 地域活動について             Ａ 

       9 月 14 日 大阪にて懇談会 （副教材について、勉強会の宣伝等） 

  ➢ゼロックス大阪講演会のお手伝い対応             Ａ 

  ➢11 月 22 日（日）27 年度勉強会の実施について         Ｂ 

   テーマ：拡大教材利用の現場への理解を深める。 

        ー学習の環境をトータルに整備するための第一歩としてー 

   講師の依頼 

    １．利用者の保護者（講演内諾） （仮題）長年の利用経験から感じること 

    ２．弱視教育の先生（講演内諾） （仮題）学校現場での今の利用の様子から 

    ３．保護者の会 未定      （仮題）利用中の保護者として知りたいこと 

   今後の予定 

         9 月末   講師の確定、案内状、ポスター、出欠回答ハガキの配布 

        10 月末   出席者数の確定、準備 

        11 月 22 日  東京都障害者福祉会館 Ａ１、Ａ２会議室 

               11 時 30 分受付、12 時開始、15 時終了 

 

４．次回世話人会の予定 

９月３０日 定例世話人会  13：30～ 

印刷物がありますので可能な方は 13：00～ 

東京都障害者福祉会館に於いて 

   

 

 

 

 

 



2015 年 9 月 

全国拡大教材製作協議会 世話人会 9 月 議事録 
                              （書記 原 、検証 山本） 

日時・場所  2015 年 ９月３０日 13：30～    東京都障害者福祉会館 

出席者    佐藤、猪狩、北島、寺本、傍島、津布久、原、伊藤、山本    欠席 後藤 

 

議事・内容 

１．事務連絡 

➢会員情報 退会予定 ２０１６年３月にて 拡大写本グループ WA 

               →現在のグループ数 55 グループ 

 

 

２．検討事項（報告事項） 

 ➢勉強会について  計画及び実施時の確認 

           会員及び外部への案内状の印刷及び送付⇒外部へは一部メール配信 

  勉強会詳細 

   日 時：11 月 22 日（日）１２；００～ 

   テーマ：拡大教材利用の現場への理解を深める。 

        ―学習の環境をトータルに整備するための第一歩としてー 

   講 師：川嶋栄子様 吉本幸子様 ゆうさん 

   今後の予定 

       １０月２０日 出席返信締切  返信集計 後藤さん 

       １０月２８日 出席者数の確定、準備⇒会場備品確認、資料・アンケート印刷など 

       １１月２２日 東京都障害者福祉会館 Ａ１、Ａ２会議室 

              11 時 30 分受付、12 時開始、15 時終了予定 

   なお、世話人は、十分に参加者が集まるように留意するように申し合わせた。 

 

  ➢9 月 14 日 西日本地区懇談会 大阪報告 参加世話人よりレポートおよび報告 

  ➢ゼロックス講演会への参加報告 参加感想あり 

  ➢８月３０日(日)ロービジョンキッズ会合参加報告 参加世話人よりレポートおよび報告 

  ➢助成金 大同生命への報告書１０月末までに提出 内容確認 

  ➢千代田区申請 申請済 先方連絡待ち 

 

４．次回世話人会の予定 

１０月２８日 定例世話人会  13：30～ 

東京都障害者福祉会館に於いて 
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2015 年 10 月 

全国拡大教材製作協議会 世話人会 10 月 議事録 
                             （書記 山本 、検証 佐藤 ） 

日時・場所  2015 年 10 月 28 日 13：30～    東京都障害者福祉会館 

出席者    佐藤、猪狩、北島、後藤、寺本、傍島、津布久、原、伊藤、山本 

 

議事・内容 

１．事務連絡 

➢会員情報 特になし 

 

 

２．検討事項（報告事項） 

 ➢勉強会について   

テーマ：拡大教材利用の現場への理解を深める。 

      ―学習の環境をトータルに整備するための第一歩として― 

日 時：11 月 22 日（日）１２：００～ 

  場所：東京都障害者福祉会館 Ａ１・Ａ２会議室 

講 師：川嶋栄子様（世田谷区立笹原小学校教諭） 

 吉本幸子様（高校生の利用者の保護者） 

 ゆうさん（ロービジョンキッズの会代表） 

参加状況報告：返信あり･･･47 グループ（85％） 

未返信･･･8 グループ  

➡27 グループ 70 人参加予定＋外部参加者 

配布用資料の準備：110 部印刷（アンケートは 80 部） 

   当日の対応：PC（佐藤持参）とプロジェクターとマイクの確認  

   スケジュール：10：00 世話人集合 

11：30 受付開始 

12：00 勉強会開始 開催挨拶・来賓紹介（佐藤） 

12：10 川嶋先生講演 

12：55 小休憩 

13：05 吉本様講演 

13：45 ゆうさん講演 

14：25 質疑応答 

14：50 閉会挨拶 

    

  ➢報告 

日常生活用具給付等事業（障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は

貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的）･･･￥54,000 を区が負担、利用者

は 1割負担する。【千代田区の場合】 

 

千代田区障害者福祉課に日常生活費等用具事業者登録 10月 23 日付） 

➡扱い品目は拡大教科書・拡大副教材・拡大図書（児童書）・拡大図書（一般図書） 

拡大写本（その他）・拡大活字書類  

   ➡今回の事例を参考に、ボランティアが事業者登録することもできる 

  ➢助成金（大同生命） 

活動報告書提出済（10月 15 日） 

 

 

３．次回世話人会の予定（11 月 25 日は中止） 

１２月１６日(水) 定例世話人会  13：30～ 

東京都障害者福祉会館に於いて 

   

 



２０１５年１２月 

全国拡大教材製作協議会 世話人会 １２月 定例会  議事録 
日時・場所  ２０１５年 １２月１６日 １３：３０～    東京都障害者福祉会館  

出席者    佐藤、猪狩、伊藤、北嶋、後藤、津布久、原、山本、寺本、 

   

０．本日の書記と検証                      書記 寺本  検証 猪狩  

   

議事・内容                                  

１．事務連絡  

○会員情報 入会 写本橘（８月）会員数 54G＋個人 1 

○日常生活用具等支給に関する件 千代田区より支給券が発行された         

○28 年度分問い合わせ状況 岡山盲学校ほか９件依頼あり対応  

○筑波大学付属視覚特別支援学校高等部の講座にて佐藤氏お話について生徒感想文から  

 

２．議事    

○勉強会（第４回）の報告・まとめ  

・成果について  

・アンケート結果 

・反省 

アンケート集計結果は会報に報告の通りであるが、自由記入欄に記載された多くの感想意見については  

 1 月以降の世話人会で検討することとした  

○会報第 51 号発行 発送  

○27 年度名簿 12 月に更新する  

○１月～５月までの予定 

  

３．その他  

○平成２８年度前半の世話人会スケジュールと会議室申請について 

 ○世話人会に先立ち 13 時から筑波大学付属盲学校の先生から支援依頼の説明会  

 参加者 筑波大学付属盲学校教諭 1 名 会員出席 5 名  

  

                                            以上 

 

次回世話人会の予定 

 １月２７日 １月定例会 １３：３０～   東京都障害者福祉会館に於いて 

 

 



２０１６年１月 

全国拡大教材製作協議会 世話人会 １月 定例会  議事録 
日時・場所  ２０１６年 １月２７日 １３：３０～    東京都障害者福祉会館  

出席者    佐藤、伊藤、北嶋、後藤、傍島、津布久、原、山本、猪狩、 

   

０．本日の書記と検証                      書記 猪狩  検証 伊藤  

   

議事・内容                                  

１．事務連絡  

○会員情報 拡大写本ルーペの会が昨年末で創立３０周年。（文書にて報告） 

      会員数変更なし 

○２７年度名簿作成 ホームページに掲載済み 

○弱視問題研究会からﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体見学希望の斡旋依頼（タイ国から７名） 神奈川県視覚障害者援助 

奉仕団にお願いする。 

 ○日常生活用具等支給に関する報告 本年度千代田区に申請し支給された事例の一連の流れを整理し、 

次年度以降のサンプルとなるように書類等を整備する 

○28 年度分問い合わせ状況 １月に入ってからは問い合わせなし  

   

２．議事    

○勉強会（第４回）の報告 まとめ 

・反省要望 

５月開催のつどいに反映させる。会報でも答えていくことにする 

○２８年度総会・つどいの日程決定  日時５月２９日（日） 会場 東京都障害者福祉会館 

                  詳細検討中 

○次年度の体制について  会報やＨＰで新たな世話人の募集をする。 

  

３．その他  

 

 

 

次回世話人会の予定 

 ２月定例会 なし 

 ３月２３日 ３月定例会 １３：３０～   東京都障害者福祉会館に於いて 

 



2016年３月

全国拡大教材製作協議会世話人会３月定例会議事録

日時・場所 2016年３月23日13:30～ 東京都障害者福祉会館

出席者 佐藤 猪狩 北嶋 後藤 津布久 寺本 山本 欠席 伊藤 原

のあざみ豊島さん(伊藤さん代理) 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団 拡大写本

部会(視援)部会長 菊池さん(原さん代理)

四街道拡大写本の会 越島さん

参加 神奈川県拡大写本連絡協議会(県拡連) 代表 大西さん 副代表 土屋さん

事務局 遠藤さん

本日の書記と検証 書記 北嶋 検証 後藤

１．事務連絡

◎日常生活用具等支給に関する報告

２月２２日 千代田区からの振込みを確認 原本負担分を保護者に返却

◎タイの視覚支援団体からの視察要請を受けた視援部会長菊池さんからの感想

○通訳を介しての対応だったので進行等大変だった

○般若心経の白黒反転に興味を持たれ差し上げた

○視援でしていることを理解してもらえたと思う

２．検討事項

◎27年度活動報告、28年度活動計画の検討

定時代表者会議の活動報告(案)を検討しまとめた

※28年度活動計画の検討前に県拡連の質問事項について意見交換を行った

質問事項抜粋

・世話人選出方法について

選出方法が公表されていない

加盟団体すべてに自薦他薦の候補者を募るべきではないか

・利用者からの依頼の件について

発信後の経過や結果が知らされないことがある

・HPについて

掲示板への書き込みに代表の反応のみで他の世話人の意見がわからない

インターネット(PCなど)を利用しない会員相互の意見交換の場(会報で

は即時性がない)の検討

意見を交換しあったことを含め今までも取り組んできたこと、これから取り組むこと

など協議会について、「つどい」の場で会員の意見を聞き、認識を共有することにした

◎28年度活動計画については時間がなくなったため臨時世話人会を４月６日(水)に

設けあらためて検討することとした

28年度に向けた提案が傍島さんからありました(次回検討事案)

３．その他

◎第52号会報の発送

◎神奈川からのHPの掲示板の利用があった。更に啓発を継続

次回例会 ４月６日(臨時) 13時30分～ 東京都障害者福祉会館 以上
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