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社会福祉法人日本盲人福祉委員会 

平 成 ２ ８ 年 度 事 業 報 告 
（自 平成２８年４月１日～至 平成２９年３月３１日） 

 

 

第Ⅰ章 第二種社会福祉事業 

 

１．各種盲人団体及び盲人福祉施設への連絡及び助成事業 

１－１ 連絡及び情報提供 

  本会に加盟する３団体（日本盲人会連合、日本盲人社会福祉施

設協議会、全国盲学校長会）を通じて、全国の視覚障害者団体  

及び施設に対し、広く情報提供に努めた。 
 

１－２ 日本盲人福祉委員会福祉助成事業 

  １２月に持ち回りにて助成金配分委員会を開催した。申請内容を

検討し、配分を決定した。 

  配分内容は、申請件数６７件（うち一般団体３０件）、金額 ９,５１６,

２９４円に対し、決定件数６７件、金額 ６,８５３,７５０円となった。 

  決定事業の内容の内訳 

  ①施設の改善・備品等の購入  ８件 

  ②会議・講演会・研修等    ３０件 

  ③出版・啓発活動等      １７件 

  ④調査研究       ５件 

  ⑤文化・スポーツ・その他   ７件 

 

１－３ 第５９回愛盲シール運動の実施 

  本会に継続して支援をしてくださる方々を中心に６，９５７件  

愛盲シールを発送した（ただし、熊本・大分の九州大地震被災地域

居住者を除いた）。その結果３,４１４件、８,７５６,１１１円の寄付が寄せら

れた。 

  また、構成３団体からの分担金収入は１,２０３,９５０円だった。 
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２．各種会議 

２－１ 理事会 

（１）第９０回理事会 

   期日：平成２８年５月２４日（火） 

   場所：日本盲人福祉センター 

   主な議題：平成２７年度事業報告並びに同決算 

（２）第９１回理事会   

   期日：平成２８年１２月２６日（月） 

   場所：日本盲人福祉センター 

   主な議題：定款改正および評議員選任・解任委員会の設置 

（３）第９２回理事会 

   期日：平成２９年３月１１日（土） 

   場所：日本盲人福祉センター 

   主な議題：平成２８年度補正予算、平成２９年度事業計画 

および同予算 

 

２－２ 評議員会 

（１）第７７回評議員会 

   期日：平成２８年５月２４日（火） 

   場所：日本盲人福祉センター 

   主な議題：平成２７年度事業報告並びに同決算 

（２）第７８回評議員会 

   期日：平成２８年１２月２６日（月） 

   場所：日本盲人福祉センター 

   主な議題：定款改正および評議員選任・解任委員会の設置 

（３）第７９回評議員会 

   期日：平成２９年３月１１日（土） 

   場所：日本盲人福祉センター 

   主な議題：平成２８年度補正予算、平成２９年度事業計画 

および同予算 
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２－３ 監事監査 

   期日：平成２８年５月１４日（土） 

   場所：日本盲人福祉センター 

 

２－４ 評議員選任・解任委員会 

   期日：平成２９年２月２３日（木） 

   場所：日本盲人福祉センター 

主な議題：平成２９年-３２年評議員候補の選出 

 

２―５ 三役会議 

（１）第 1 回三役会議 

   期日：平成２９年３月２日（木） 

   場所：日本盲人福祉センター 

   主な議題：定款改正の申請、法人事業改革、２９年度事業計画等 

 

２－６ 法人事業改革委員会 

厚生労働省より指摘のあった、社会福祉事業及び公益事業の事業比

率を見直すため、法人事業改革委員会を設置し、改善計画を策定し

た。  

平成２８年５月２日に第１回改善計画書、平成２９年３月２７日に第２回

改善計画書を提出した。 

① 第１回法人事業改革委員会 

 期日：平成２８年４月１９日（火） 

    場所：日本盲人福祉センター 

  ②第２回法人事業改革委員会 

   期日：平成２８年７月１６日（土） 

    場所：日本盲人福祉センター 

③ 第３回法人事業改革委員会    

期日：平成２８年１１月２６日（土） 

    場所：日本盲人福祉センター 

④ 第４回法人事業改革委員会  

期日：平成２９年２月２４日（土） 

    場所：日本盲人福祉センター 
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第Ⅱ章 公益事業 

 

１．盲人福祉に関する情報資料の収集及び提供 

 

１－１ 九州大地震被災視覚障害者支援事業 

 ※４月１４日熊本大地震発生により、４月１８日に九州大地震被災視

覚障害者支援対策本部を設置。義捐金の口座を開設して寄付を

募った。 

義捐金、日本盲導犬協会からの協力金を原資として支援員を組織

して現地に派遣し、支援と調査活動を実施。平成２８年１２月に見舞

金を被災視覚障害者３９５人に配分した。 

 

１－２ ネパール大地震被災視覚障害者支援事業 

 NAWB（ネパール盲人福祉協会）と NAB（ネパール盲人協会）が実施

している復興支援事業の活動を支援するため、平成２８年度分として２

０万円を送金した。 

 

１-３ WBU 関連 

  ①第９回世界盲人連合総会     参加者１０名 

   期日：８月１８日（木）～２７日（土） 

   場所：米国 フロリダ州 オーランド 

  ②オフィサー会議   参加者 １名 

   期日：１１月１４日（月）～１８日（金） 

   場所：米国メリーランド州ボルチモア 

 

１－４ ＷＢＵ－ＡＰ関連 

  ①理事会・政策委員会 参加者１名 

   期日：５月２日（月）～５月３日（火） 

   場所：フィリピン共和国 マニラ市内 

  ②第１３回マッサージセミナー  参加者２２名 

   期日： ５月４日（水）～６日（金） 
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   場所：フィリピン共和国マニラ市内のセンチュリー・パーク・ホテル 

③ 理事会・政策委員会 参加者１名 

   期日：１月２１日（土）～２３日（月） 

   場所：タイ王国 バンコク 

   

④ APDF（アジア太平洋障害フォーラム）・ＥＳＣＡＰ（国連アジア太平

洋経済社会委員会） 参加者１名 

期日：２月２８日（火）～３月２日（木） 

場所：タイ王国 バンコク 

 

⑤ 来日使節の受け入れ        

⑤-1 タイ王国   視覚障害者のための国立研究所より６名 

      期日：平成２８年１１月１６日（木） 

      場所：日本盲人福祉センターほか 

 ⑤-2 ノルウェー企業「ケアインベント」 社長 S・シュテンダル氏 

      期日：平成２９年２月１６日（木） 

      場所：日本盲人福祉センターほか 

 

１－５ サイトワールド２０１６（第１１回） 

   平成２８年２月から平成２９年１月の間、実行委員会を開催し、サ

イトワールド２０１６の運営にあたった。本年度より事務局を株式会

社ラビットに移し、事務局業務を委託した。 

    期日：１１月１日（火）～３日（木） 

    場所：東京 すみだ産業会館 

  参加者約４,７００名  

（主催）障害者差別解消法に関する講演とシンポジウム 

（協力）熊本地震の視覚障害者の状況と必要な支援 

 

１－６ 障害者権利条約批准後の視覚障害者施策の最新動向に関す

る国際調査 

   生活協同組合の助成が決定し、各国における障害者権利条

約批准後の視覚障害者施策の動向に関する最新の状況を調査
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することが決定した。調査後、明らかになった各国の状況を報告

書にまとめて、わが国の今後の視覚障害者施策へ反映させるた

めの基礎資料とした。 

   事業実施期間は平成２８年 1 月 1 日から平成２８年１２月３１日 

 

１－７ 「自由民主」点字版（活字併用）を作成して年４回発行した。 

 

１－８ ニュースレター（日盲委会報）を作成して年２回発行した。 

 

１－９ イーストウインド（ＷＢＵ－ＡＰの会報） 日本語版を年２回発行

予定だったが、種々の事情により発行に至らなかった。 

 

１－１０ 国際活動に関する情報提供 

   ＷＢＵの広報誌、メールマガジンの記事の中から、わが国の盲

人福祉に役立つと思われるものや、国際交流に役立つものを厳

選して翻訳し、「ニュースレター」を通じて広報した（年２回）。 

   また、障害者ＮＧＯネットワークが発行するメールマガジンＪＡＮ

ＮＥＴの情報を本会関係者に周知広報し、国際活動に関する情

報提供に努めた。 

 

２．盲人福祉に関する啓発広報 

２－１ 共催事業「第４６回朗読録音奉仕者感謝の集い」 

（１）関東甲信地区表彰 

期日：平成２８年９月７日（水） 

場所：弘済会館 

（２）全国表彰 

   期日：平成２８年９月２９日（木） 

   場所：弘済会館 

 

２－２ 共催事業「第５３回点字毎日文化賞」副賞の授与 

   期日：平成２８年１１月１５日（水） 

   場所：毎日新聞社 
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  受賞者は日本点字委員会会長、木塚泰弘氏 

 

２－３ 共催行事 放送アクセシビリティ・シンポジウム 

アメリカ盲人協議会（ACB）等で活躍するジョエル・スナイダー博士

を講師に音声解説についての講演を行うとともに、放送分野にお

ける情報アクセシビリティや合理的配慮の在り方や実践について、

行政、放送事業者、当事者団体、学識者等による報告とディスカッ

ションを行った。各会場約５０名の参加者があった。 

  東京 障害者放送協議会と共催、協力 日盲連 

   期日： １０月２８日（金）  

場所： 弘済会館 

大阪 日本ライトハウスと共催、協力 障害者放送協議会、日盲連 

   期日：１０月２９日（土） 

   場所：大阪 YMCA国際文化センター 

 

２－４ 視覚障害者選挙情報支援プロジェクト 

   第２４回参議院通常選挙及び一部の地方選挙における選挙

公報の 点字版、録音版、音声コード付拡大文字版の作成・頒

布を実施した。 

参議院選挙における制作部数は９５，６４６部 

（点字版）         ５２，２３１ 

（録音版）         ３７，３６９（テープ＋デイジー） 

（音声コード付拡大文字版）  ６,０４６ 

 

２－５ 各種行事への後援及び協賛 

  ①第６９回全国盲人福祉大会 

  ②第６４回全国盲人福祉施設大会 

  ③第３０回全国盲人写真展 

  ④第１３回本間一夫文化賞 

  ⑤第３１回全日本視覚障害者柔道大会 
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  ⑥第１４回オンキョー点字作文コンクール 

⑦とっておきの“アイディア”コンテスト 

⑧厚生労働大臣表彰における推薦（吉川惠士氏） 

  ⑨すみだ発 点字の企画展 

 

３．地域貢献活動の実施 

３－１ 第５回とつか地区協フェスタへの参加 

   高田馬場、西早稲田地域の福祉、環境、防災等をテーマとした

イベントに参加し、地域の方々との交流と本会の活動報告に務め

た。 

   期日：平成２９年３月１２日（日） 

   場所：戸塚地域センター 

 

３-２ 第４回日盲連フェスへの参加 

  日本盲人福祉センターで開催された日盲連フェスに参加し、地

域の方々との交流と本会の活動報告に務めた。 

   期日：平成２８年１０月１３日（土） 

   場所：日本盲人福祉センター２Ｆ 
 

 


