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A アクセシビリティ・アプリ 

Q&A:01-1 分野：アクセシビリティ 代替テキスト/依頼方法 

(1)提案者： 三木美佐子(福岡) 

(2)質問・意見： 

 ウェブアウセシビリティで画像に代替テキストを入れてもらうようにお願いした際、

担当者がどうしたら良いのか知らなかったことがありました。その場合どのような作業

をしていただくように手順をお伝えしたらよろしいでしょうか。 

 私が自治体のウェブ広報課に「ウェブに掲載されている写真とか何かが画像としか読

まなかったり、英数字の羅列で読み上げるので、ウェブアクセシビリティで画像とかに

きちんと代替テキストを入れて欲しい」とお願いしたら、ウェブ広報課の一人は「私に

はわからない。実際の担当とかわります」 

 実際の担当者は「最近よくアクセシビリティとか言われてますよねー。代替テキス

ト？？？よくわからないんですが、どうやってやるんですか？」と逆に質問されました。

私「いやー、私に聞かれても、ウェブアクセシビリティで画像ファイルに代替テキスト、

文字データを入れるみたいです」といったことから、「画像などに代替テキストを入れる

方法」を上記のような担当者に「A してください。Bしてください」とやり方を伝えたい

のです。具体的に手段が知りたいです。たぶん、ウェブ広報課というくらいなので、パ

ソコンとかには詳しいと思うのですが。 

(3)アドバイザー：品川 博之(Voice of i -見えなくても使える iPhone) 

(4)コメント： 

ウェブページの画像に代替テキストを付けることについて 

 私はウェブサイト作成についての専門的な知識を持っているわけではありませんが、

ウェブサイトを作るための html について詳しい人であれば img 要素に alt 属性を付け

る、画像に代替テキストを割り当てる方法やその意義については知っておいてほしいで

すね。調べればわかることでもあるでしょうから。しかし、専用のホームページ作成ソ

フトを使っている場合は、html のことについて詳しくない人が多いのかもしれません。 

 サンプルになるようなウェブサイトを紹介するなどして、実際に代替テキストがどの

ように役立てられているかを見てもらうのが、こちらの意図を伝えやすいと思います。 

 最近では SNS サービスである Twitter、Facebook、Instagram などでも、画像を説明

する代替テキストを加えられるようになっているそうなので、その必要性の認知度は高

まってきています。 

 

Q&A:01-2 分野：アクセシビリティ ネットショッピングのウェブ 

(1)提案者： 文京パソボラン （東京都） 

(2)質問・意見： 

 ネットスーパーで買い物をされる方がおられるのですが、配達日時などの画

面、特に○☓などをスクリーンリーダーが読まず、注文できずに困っておられま

す。大手スーパーの担当部署に何度か改善をお願いしたのですが、なかなか対応

していただけません。支援団体連合名などからお願いをすれば早く改善していた

だけるのではないかと思っております。 



 3 

(3)アドバイザー：品川 博之(Voice of i -見えなくても使える iPhone) 

(4)コメント： 

 ネットショッピングは生活に直結するサービスとなってきていますね。それだけにス

クリーンリーダー環境で商品選び、配送日時の指定、支払いをストレスなく完了したい

ものです。 

 私の経験では、利用できていたショッピングサイトでもシステム変更により、使いづ

らい、使えなくなったところがいくつかありました。理想としては、システムを改善し

ていただいてスクリーンリーダー環境で使えるようにしてくれるのが一番ですが、それ

には時間を要することでしょう。 

 たとえばネットスーパーであれば、ウェブサイトから注文できない人たちのために電

話で注文を受けるという代替手段を提供しているところがあるようです。電話やメール

などで注文できるかどうかなど、担当部署に相談してみるのは一つの方法だと思います。 

 ところで、ネットショッピングにかぎらず、ウェブサイトで日時を選ぶというのは、

スクリーンリーダーではたいへん難しい操作になることの一つだと感じています。矢印

キーで選ぶ、テキストボックスに数字を入力する、そのような手段であれば容易ですが、

画面に表示されたカレンダーの中から日付を選択するというのは、目的の箇所を見つけ

にくかったり、そもそも表示されていることに気づかなかったりします。 

 

Q&A:02 分野：アクセシビリティ ロボットチェック 

(1)提案者： 石岡順司（青森市） 

(2)質問・意見： 

 入力フォームのあるウェブページで、画像に表示される文字を見て書き取る操作を求

められることが、正直、インターネットへの不信感・幻滅感を覚える程、大きな不満で

す。 

 アクセシビリティ配慮の必要性が、なかなか理解されない上、「CAPTCHA」という手法

の採用目的が、セキュリティー対策のため、極めて難しい問題ではと認識しています。 

 フォーラム参加申し込みフォームのように、MP3 プレーヤーから聞こえてくる単語を

聴いて書き取る代替手段が提供されていることがありますが、多くの場合、入力すべき

ものは英単語であり、日本語利用者としては、納得できかねます！ 

 安全性は落ちるんでしょうが、メール・SMS に届く、ワンタイムパスコードを書かせ

るようにするなど統一して欲しいというのが、改善して欲しい点です。 

(3)アドバイザー：西本 卓也（VIC） 

(4)コメント： 

 ご指摘の通りだと思います。CAPTCHA をなるべく避け、セキュリティに関して目的に

合った適切な手段を選択する、といった配慮を Web サイトに求めていくべきでしょう。 

 

Q&A:03 分野：アプリ Web側で読み上げるアプリケーション 

(1)提案者： 公益社団法人日本網膜色素変性症協会（JRPS) 森田三郎 （京都府） 

(2)質問・意見： 

 私の（フォーラムの Q＆A の）質問は、WEBに搭載する安価で安全な（ちょっと図々し

いですけれど）テキスト・音声変換アプリで、どういうのがいいのか、教えてください

と質問しました。それに対して、たとえば、読み上げ君のようにクライエント側が導入
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して読ませるという方法をとっていらっしゃる方が多いです。しかし、そうしたアプリ

はいくつか種類があって、うまく「読めない場合もあり、一部のかたから苦情が出たり

します。ですので、クライエント側のアプリに依存しないで、WEB 側でテキストを読ん

でくれるアプリでいいものがないか、教えていただければと思った次第です。ある程度、

有料になるのは仕方ないでしょうけれど、コストと使い勝手とのバランスも含めてお勧

めのソフトはありませんか？というのが質問の真意です。少し、時間が切羽詰まってい

ましたので、そこを十分に説明しきれていませんでした。失礼しました。 

 行政の Web ページにはそういうのがあるのを見かけますが、相場はいくらくらいなの

か、親しい京都府の方に聞いてみましたが、結構高いので、一部の部局にしか入れられ

ないとぼやいておられましたので。 

 私の方でも探してみますが、もしおわかりでしたら、ご教授いただけると幸いです。 

(3)アドバイザー：西本 卓也（VIC） 

(4)コメント： 

具体的なサービスのご紹介はご容赦ください。Web サイトにテキストを読み上げさせる

ツールは、以下のようなポイントで選ばれると思います。 

 利用したい Web サイトにきちんと組み込むことができるか、 

その Web サイトの将来の運用に不都合は生じないか、 

クライアント側のいろいろなハードウェア（PC やモバイル機器など）、ソフトウェア（ブ

ラウザ）に対応できるか、 

新しい機器や Web 技術が登場しても対応し続けることができるか、 

固有名詞などに対応する辞書機能があるか、 

導入コストは許容できるか、 

などなど。 

 多くの要求を満たすツールは簡単には手に入りません。どこかで妥協して、目的に合

ったものを選ぶことになるでしょう。 

 ブラウザや OS で Web サイトの読み上げを行えるものも増えています。一般的には 

Web サイトに読み上げ機能を持たせるよりも、Web サイト提供者とユーザーの双方にメ

リットがあります。 

 なぜ Web サイトに読み上げ機能を持たせるのか、理由や目的をしっかり考える必要

があると思います。 

 

B サポーター 

Q&A:04 分野：サポーター 勉強会 

(1)提案者：岩手県立視聴覚障がい者情報センター 田上 礼子（岩手県） 

(2)質問・意見： 

 岩手県立視聴覚障がい者情報センターではまだパソコンのみの操作支援しかしてお

らず、スマートフォン・タブレットについても支援してほしいという利用者からの要望

があります。 

 次年度から始めたいと考えているのですが、現在のサポーターに対して、どのように

勉強会を行っていけばいいのか検討中です。晴眼者と視覚障がい者を分けて講習を行っ

たほうがいいのかなど悩んでおります。 
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(3)アドバイザー１：御園 政光（慶應義塾大学） 

(4)コメント１： 

 （フォーラムでの質疑から）サポーターの勉強会ですね。千葉県では県から委託を受

けていて障害者 ICT 支援事業というものを実施しております。これが単年度事業ですけ

ども、その中でボランティアの養成やスタッフのスキル向上の研修会も行っていて、基

本的には視覚障害当事者が講師のような形になって、晴眼者のボランティアさんに高知

システム系のマイアプケーションの使い方やテクニック、それから Excel・word のテク

ニック、それからＮＶＤＡといったより高度な部分のテクニックを、年に 1 回または 2

回程度実施しています。それ以外の時間でフォローアップをするというやり方で実施し

ています。これは都道府県でいろんな差があると思います。北神さんのいる東京の方は

もっと積極的に取り組まれているんじゃないかと思います。 

(5)アドバイザー２：志摩 撤郎（VIC） 

(6)コメント２： 

 サポーターの養成で晴眼者と視覚障害者を分ける必要はないと考えます。視覚障害者

がパソコンや iPhone を使う場合、ディスプレイからの情報ありきではなく第１にスク

リーンリーダーの音声の情報を頼りに操作することをしっかりと理解納得しておくこ

とです。 

 晴眼者やロービジョンの方は、画面を見て、または、見ようとして、音声がどこを読

んでいるのかを探そうとして、結局よくわからず、音声の情報を疎かにしてしまい、途

中で疲れて、断念して挫折してしまうことがあります。これは、音声からの情報を頼り

に操作することを知っていても、理解せず納得しないために起こります。まずは、音声

を頼りに操作できてから画面を認識することが大事です。 

 広島市視覚障害者情報センター(VICではありません)では、ボランティアを養成して、

市内の視覚障害者の自宅にパソコンと iPhoneのボランティアを派遣しています。 

視覚障害者（児）ＩＣＴ利活用支援ボランティア派遣事業 - 広島市公式ホームページ 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/61/18572.html 

広島市視覚障害者情報センター  https://hiroshimashi.jouhoucenter.jp/ 

 講座の中では、iPhone をスクリーンカーテン オンにしてもらったり、アイマスクを

つけてもらったりして、実際にボランティア同市でサポートの体験をしてもらったりし

ます。パソコンの場合は、アイマスクもですが、外付けキーボードをつかい、そのキー

ボードのキーを真っ黒に塗りつぶしたり、画面にカバーをかけたりして実際に体験して

もらったりしています。 

 このように晴眼者を疑似的に視覚障害者に近い状態にして講座を受けていただいて、

音声の情報での操作の重要性を知っていただいています。音声を頼りに操作する以上、

最初の時期は、画面はじゃまなものになります。 

 

Q&A:05-1 分野：サポーター 講習用テキスト 

(1)提案者： 菊地 智明(東京都) 

(2)質問・意見： 

  「視覚障害者を対象とした ICT機器の講習会ではカッコ『共通のテキスト』を利用し

て講習会を行ってみてはどうか」という提言がフォーラムの開催中にあったように記憶

しています。 

https://hiroshimashi.jouhoucenter.jp/


 6 

 私も同様に感じています。特に、iOS機器や NVDAについては、操作の解説書ではなく、

独習用・講習会用のテキストを問わず、理解しやすい、操作が身につきやすいテキスト

があるといいと思います。 

 以下は、iOS機器と NVDAの講習用テキストについて、私が個人的に考えていることで

す。 

【iOS機器について】 

iOS 機器操作の難所の一つは、ジェスチャー操作だと思います。ジェスチャー操作を習

得するにあたり、特定のジェスチャー操作を繰り返し練習するよりは、そのジェスチャ

ー操作の要素が含まれるアプリを実際に利用してもらいながらジェスチャー操作の練

習をした方が習得しやすいのではないかと思います。 

 

そうすることで、何のためにその操作が必要なのかその操作に上達することで、情報の

取得が容易になるといったことを実感してもらいやすいのではないかと思います。 

 

例えば、iOS 用のアプリ 「きけるおしながきユーメニュー」です。 

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%8D%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%8A%E3%81%97%E

3%81%AA%E3%81%8C%E3%81%8D%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%

BC/id1184156311 

 このアプリは、「左右フリック」、「ダブルタップ」、「ローター操作」、「上下フリック」

などの操作の習得用に利用できそうなアプリのように思います。 

 他にも利用できそうな適切なアプリが色々とありそうです。 

【NVDAについて】 

 NVDAに関しては、以前、「DemekinText」というところから、Windows7 上の NVDAのテ

キストが配布されていました。 

DemekinText 教材共有 

https://sites.google.com/a/demekintext.com/share/home  

 

 テキストは、「プレーンテキスト形式」「オーディオブック形式」「MP3 音声ファイル形

式」「HTMLファイル形式」「DAISY2.02図書形式」など複数のメディア形式で配布されて

いました。このようなテキストが、Windows10上の NVDAにも用意されているといいなぁ

と思っています。また、ご指摘のように、ロービジョンの方々のために、「音声付きの動

画形式」でのテキストも加えられれば、と思います。 

【全般的な事項について】 

 厄介なのは、ICT で利用されている「カタカナ用語」に対するアレルギーです。 

これを解消するには、どんなアプローチが必要なのでしょうね。 

 

Q&A:05-2 分野：サポート 晴眼者用のテキスト 

(1)提案者： 大阪府障がい者 ITサポーター 木村 朱美（大阪府） 

(2)質問・意見： 

 晴眼者のサポーターに対してスクリーンリーダー使用の手引きなどを発行している

団体等はありますか？ 

 この手引書というのは、晴眼者で、視覚障害者にスクリーンリーダーを用いての指導

https://sites.google.com/a/demekintext.com/share/home
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を行ったことのないサポーターがパソコンサポートを行うときのテキストです。 

内容としては、どのようにして視覚障害者はパソコンを操作するか、スクリーンリーダ

の種類とそのそうさほうほうや、視覚障害者に特化したソフト（主に高知システム開発

製作のソフトなど）の操作方法と指導方法が書かれたテキストのことです。もちろん、

墨字で、サポーターの養成研修等で使用できるものです。 

(3)アドバイザー１：栗川 隆宏（VIC）  

(4)コメント１： 

＜テキストについて＞ 

「講習会等で用いるテキストの共通化する」との発言ですが、この共通化はサポート団

体間の連携が前提となります。テキストは、講習会だけでなく、自宅での学習に役立ち

ますので、講習会ではテキストの配布が望まれます。しかし、講習会の開催においてテ

キスト作成がハードルにもなる場合があります。そのため、各団体の所有するテキスト

を他団体でも使用できるようにしてはどうかと考えています。さらに、団体の連携が深

まると、利用可能なテキスト等をデータベース化し、各団体に提供することも可能にな

ります。 

 このようなテキストの「共有化」が進む中で、「共通化」つまり「標準化」も進むもの

と思います。いくつかのテキストが揃うと、例えば、ユーザーが使いやすいテキスト、

講習会に向いたテキストなど、それぞれ良いものがよく利用され、残っていくものと思

います。標準化と言っても１つの形だけになるのではなく、数種類の形になるのがよい

のではないでしょうか。 

 今後のサポーターの大幅育成を考えた場合、NVDA の指導者が不足しているとともに、

ユーザー向けの NVDA のテキストが不足しているように思います。紹介いただいた、

DemekinText は、ユーザー向けのテキストとしてよくできています。時間のある講習会

やユーザーの独習用として、わかりやすく、練習もできる演習形式のテキストが増える

ことが望まれます。 

 最近、アプリの使い方の動画が YouTube で提供されています。文字によるテキストと

は異なり、動画はアプリからの応答を直接聞くことができますので、独習用にも向いて

いるのではないかと思います。 

＜ジェスチャーについて＞ 

 ジェスチャーの練習については、ご指摘のとおり文脈の中で練習する方がよいでしょ

う。しかし、ジェスチャーを繰り返し練習した方がよい場合もあります。例えば、言葉

で「もっと速く指を動かして」と説明しても、スワイプがうまくいかない人もあります。

晴眼者の場合ですと、目で見てどの程度の速さかわかるのですが、全盲の方にはどのく

らい速く動かすのかが理解しにくいようです。そこで、スワイプの速さを音の高低に変

えて、フィードバックするアプリの開発もされています。 

(5)アドバイザー２： 品川 博之(Voice of i -見えなくても使える iPhone) 

(6)コメント２： 

 テキストは指導者用とユーザ用の 2 種類存在するのが望ましいと私は考えています

が、Windows 用にしてもスマートフォン向けにしても、どのようなものが一般公開され

ているのか、私は詳しく知りません。ユーザとして、私が何かを学習したいとする時に

利用する手段はネット検索で、他のユーザが公開しているウェブサイトやブログ記事を

参考にします。最近では、視覚障害ユーザ向けに有料マニュアルを販売している会社も
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あるので、それらを頼りにしている人もいるようです。 

 ところで、私は iOS VoiceOver のジェスチャを説明したテキストを作成していますが、

内容としては視覚障害ユーザ向けとなっています。 

 Windows にしても iOS にしても、一つのテーマやアプリに絞って使い方を学ぶという

のは効率的だと考えます。 

 私がテキスト制作に当たって気を着けていることとしては、 

・公式ユーザガイドの表現に合わせる 

・前述した説明であってもできるだけ省略せずに記述する 

・具体的にイメージできるような表現を採用する 

 「公式ユーザガイドの表現に合わせる」 

古い iOS のバージョン向けのテキストでは、1 本指の右フリックという表現で記述して

いました。これは英語圏でも日本の視覚障害者の間でも「フリック」という表現が一般

的に使われていたからです。しかし、公式ユーザガイドでは「スワイプ」と記述されて

おり、Apple Storeのスタッフもスワイプという言葉で説明します。 

 また、もしかするとダブルタップと記述するよりも 2回タップと書き換えた方が伝わ

りやすいかもしれません。分かりやすい表現を採用したい場合には、公式表現も表記し

ておく必要があると思います。 

 「前述した説明であってもできるだけ省略せずに記述する」 

前の章で説明した内容は簡略化してしまいたくなりますが、どの章から読み始めても理

解しやすいように、同じ内容を書いておくことがあります。 

 「具体的にイメージできるような表現を採用する」 

絵や図で表現できない代わりに、言葉だけで説明する必要があります。一つだけでなく、

複数の例を記述しておくと、イメージしやすくなると考えます。 

 

 サポーター向けの研修会としては、日本障害者リハビリテーション協会の「パソコン

ボランティア指導者養成事業」日本盲人社会福祉施設協議会の「情報化対応支援者研修

会」青森県の「障害者・シニアの方に iPadを教える人財育成講座」などが開催されてい

ます。参考資料が公開されているかどうかは不明です。 

 

Q&A:06-1 分野：サポーター サポーターの育成 

(1)提案者： 視覚障害者 IT サポートとやま （富山県） 

(2)質問・意見： 

 社会福祉協議会主催で、ボランティア養成講座を開催させていただいたりしました。

興味を持って参加してくださる方もいらっしゃいましたが、その後実際に入会してサポ

ートに加わっていただける人がほとんどいませんでした。また、以前新聞のボランティ

ア募集欄にサポートボランティアさんの募集を載せてもらったこともあります。 

ホームページで会員募集の案内を掲載しています。皆さん仕事や家庭の事情もあるので

なかなかサポートに関われない現状もあるのかもしれません。 

 勉強会に参加していただけるサポーターは現状では５０代、６０代、７０代です。ま

た、サポーターも少人数で、一人で何人もの人のサポートを兼ねることも多くあります。

それぞれに得意な分野もありますが、一人のサポーターにかかる負担が大きなことが課

題です。培ったスキルを若い人に引き継いでいってほしいと思っています。 
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 また在宅サポートもやっていますが、もっと年齢、男女など多様な人がいればいいな

と思います。 

 

Q&A:06-2 分野：サポーター ボランティアの勧誘方法 

(1)提案者： 文京パソボラン （東京都） 

(2)質問・意見： 

 毎年 1 回、ボランティア養成講座を開いたり、広報誌に募集要項の掲載をお願いした

りしています。ボランティアを希望される会員を積極的に募集しているのですが、なか

なか会員が増えない状況にあります。 

(3)アドバイザー１：北神 あきら（SPAN） 

(4)コメント１： 

 サポーターの養成は、多くの団体にとっての課題だと思います。特に視覚障害者への

パソコンサポートは、学ぶことが多く、身につけるのはなかなか大変だと思います。 

 SPANでは、年に 6回、インストラクター養成講座を行っていますが、さまざまな団体

に所属している方が参加しています。ただ、今はコロナ禍の影響で講座は休止していま

す。 

 こうした事情を考えると、1 つの団体で解決しようとするのではなく、団体間での情

報交換と協力体制を構築することが重要だという気がします。 

(5)アドバイザー２： 志摩 撤郎（VIC） 

(6)コメント２： 

 広島市視覚障害者情報センター(富士見町)では、ボランティア養成講座を募集する時

に「登録して活動できる人」の条件をつけています。また、実際に登録作業の時に、活

動できる曜日、時間帯などを細かく書いていただいています。 

 スマートフォンのサポートは iPhone に限っていますので、現在の最新の iOS のバー

ジョンに対応している iPhone を持っていることが募集条件になっています。パソコン

ボランティアはネット接続できる Win10 パソコンを持っていることを条件にしていま

す。これはボランティアの自主学習ができる環境が必要なためです。 

 また、センターでリモートデスクトップ環境を構築してボランティアの自宅からアク

セスしてスクリーンリーダー等の学習をできる環境にしています。ボランティアの方が

サポート前日等に予習をしてサポートに出かけておられます。ボランティアのサポート

活動がしやすい環境作りも必要です。 

 ボランティアの派遣は、二人一組で１回 2時間利用者の自宅へ派遣しています。これ

は、異性での１対１を避けるためです。なので、ボランティアを派遣するためには、利

用者とボランティアの 3 名の都合の良い時を調整するので、苦慮しています。ボランテ

ィアの登録時の状況も変化しますし、仕事を持たれているボランティアの方は、なかな

か活動が難しかったりします。 

 VIC でも機器やソフトを団体で購入して、ボランティアが自宅に持ちかぇって自主学 

習できる環境にしています。 
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Q&A:07-1 分野：サポーター 勉強方法 

(1)提案者： 高橋 美佐江（千葉県） 

(2)質問・意見： 

 私が勤める団体は、4 つの事業をしています。その中で、私は地域活動支援センター

という、県からの助成を受けて活動するところに勤務しています。すべての障害者を対

象にしていて、日中活動の場を提供します。その内容はパソコンや iPhone などを使っ

た創作活動や講習になります。 

 あくまで利用者さんが中心で、利用者さんの希望に沿って、一緒に検証しながら講習

を進めています。iPhone を教えてほしいという利用者の声で、自分が iPhone を買い、

品川さんの書かれたマニュアルを聴いて勉強しました。 

 仕事はパソコン操作の希望者が 7 割くらいで、iPhoneはまだまだ勉強させていただく

段階です。個人的に感じるのは、ジェスチャーや文字入力の基本操作の講習の難しさ、

アップデートで操作が変わってしまうアプリへの対応、その人に合ったブラウザの選択

など、周りのスタッフとコミュニケーションをとりながら日々勉強しています。 

 

Q&A:07-2 分野：サポーター 情報収集 

(1)提案者： 井口真紀子 (福井県) 

(2)質問・意見： 

 支援機器やアプリについて、情報を得る手段が少ないのが現状です。皆さんはどうや

って情報収集をしているのかをお聞きしたいと思っています。 

(3)アドバイザー１：品川 博之(Voice of i -見えなくても使える iPhone) 

(4)コメント１：  

 iOS VoiceOverのジェスチャはたくさんあるので、普段よく使うものに絞って学んで

いくのがよいでしょうね。そして、実際に操作できる人の指の動かし方を学習者に触っ

てもらう、百聞は一触に如かずということで伝わりやすいと思います。タッチパネルに

慣れ親しんだ中途障害の人であれば比較的覚えてもらいやすいような気がします。 

 ジェスチャがうまく反応しない人の特徴としては、 

・指に力が入りすぎている 

・複数タップをする時のタイミングが遅い 

・複数タップをする時に同じ場所をタップしていない 

・1本の指でタッチしているつもりが、他の指先や掌の一部が画面に当たっている 

などが見受けられます。マッサージ業を営んでいる人の中には、無意識に強く指で押し

てしまう癖がついている人もいます。 

 アプリがバージョンアップによりレイアウトが変わると使いづらく感じてしまいま

す。自動アップデートをしない設定にしておき、可能であれば他の人の端末でアプリの

最新バージョンでの使い勝手を確認してからアップデートするのが安心だと思います。 

 学習者の興味のある内容を聞き出し、時には単純な操作で利用できるアプリなどを紹

介して、楽しく教授していってください! 

 

 私の情報収集の手段としては、 

・関連メーリングリストに参加する 

・情報発信している人のブログをチェックする(RSSリーダーを活用) 
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・ネットメディアの記事をチェックする 

・ネット検索して特定のアプリや機器の使い方を見つける 

・Twitterで視覚障害関連の話題を発信している人やグループをフォローする 

 最近ではネットメディアでも視覚障害関連の最新テクノロジーやサービス、アプリな

どが取り上げられるようになってきています。 

 

C サポート方法 

Q&A:08 分野：サポート方法 晴眼者と当事者の役割分担 

(1)提案者： 視覚障害者 IT サポートとやま（富山県） 

(2)質問・意見： 

 PC が起動しなくなった、音声でわかりにくいアプリの画面の説明など、画面を見る必

要がある場合のサポートは晴眼者が行っています。 

  一方、実際の操作方法や、使い方のノウハウなどについては、日常的に活用している

視覚障害当事者が情報提供したり、サポートしたりしています。 

(3)アドバイザー１：北神 あきら（SPAN） 

(4)コメント１： 

 SPANでも、操作のサポートは視覚障害のあるスタッフが担当しており、晴眼者は画面

構成の説明や、弱視者向けの設定など、視力を必要とする部分を担当しています。こう

した分担は受講する方からも評価されており、やはり、この方法がよいのではと思いま

す。 

(5)アドバイザー２：栗川 隆宏（VIC） 

(6)コメント２： 

Q＆A:08 では、視覚障害者が講師を行なったり、直接サポートを行なったりと前面に出

て、晴眼者はどちらかというと後方支援に回っています。それは多分、当事者サポータ

ーは「かゆいところに手が届くようなサポート」をできるが、晴眼者サポーターは気付

ない部分があり、そのようなサポートができないからと思われます。 

 しかし、晴眼者も講習会の講師や直接サポーターとして貢献したいという人も少なく

ありません。また、晴眼者のサポーターが増えると、当事者ボランティアの負担を減ら

すこともできます。ここでは、晴眼者サポーターの質を上げて、講師やサポートを行な

ってはどうかという提案です。 

 晴眼者のサポーターは、どうしても目を使ってしまうので、目を使わないでスクリー

ンリーダーを使用する練習を行うことが基本です。また、例えば、講習会の新規のテー

マに向けて、晴眼者と当事者がチームを作り、晴眼者は当事者の操作方法を、また、当

事者は晴眼者の操作方法を相互に観察し、両者の違いを確認することも役立つと思いま

す。 

 

Q&A:09-1 分野：サポート方法 ボランティア団体の活動状況 

(1)提案者： パソコンボランティア熊本 古家 誠司 （熊本県） 

(2)質問・意見：  

 パソコンボランティア熊本の活動としては、月に 1 度の IT 講座と講座に向けての研

修会を行っています。また、内容によっては、出張で、自宅へ伺う場合もありますが、

自宅での個別レッスンはしていない状況です。 
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 午前中は、テーマを設けて毎月 5 名程度の受講。午後は、基本的な操作の個別対応を

しています。内容は、iPhoneやパソコン操作などです。 

 まず、活動内容ですが、活動人数も 10名程度。半分、当事者で、半分ボランティアの

方に協力いただいています。最近、多いのは iPhone に携帯を変えたけれども携帯ショ

ップでは、操作を教えてもらえなかったなどの相談です。先日、iPhoneに変えたけれど

も、電話に出たり、切ったりなどうまくいかないという相談があったのですが、２本指

のダブルタップを知らずにすべての操作を１本指のスワイプとダブルタップで行って

おられました。携帯ショップの方も、視覚障害者のボイスオーバー機能について、しら

べながら説明してくださったとのことでした。そのような相談で来られた方に当事者で

サポーターをしているものが対応している状況です。 

(3) アドバイザー 段原 秀彦（VIC） 

(4) コメント 

 古家様、この度は貴重な活動情報のご提供、ありがとうございます。私どもも日々試

行錯誤の中で進めている状態です。この度のフォーラムやこれからの活動を通じて、お

互いに良い方法を見つけあっていけたらいいと思っております。 

 私たちの月に一度の定例活動においても、参加人数はパソコンボランティア熊本様と

同じくらいです。そして、サポートを望まれる方の由来も同じ傾向があると感じます。

iPhoneを購入したけど、どこから始めていいかわからない、お店ではアクセシビリティ

のことは教えてもらえない、など。 

 そしてそれへの私たちの対応も、予め全て求められている答えが用意できているとは

限らず、対話を通じて一緒に探していくということはよくあります。各々のサポーター

の持つ得意不得意分野もありますし、いつもその人が来てくれるかわからない中で、出

来ることを声かけ合って進めている、1 ボランティアの私から見るとそんな感じに映り

ます。 

 サポーターのレベルやノウハウの共有は共通の悩みではないでしょうか。私たちの代

表である志摩は、この VIC いう団体だけでなく、広島市の公的な IT サポート体制でも

サポーター育成プログラムを担当しています。そこでは広く一般的なニーズに対し、一

定の質で提供できるサポーターを育成し、多くの基本的なニーズの受け皿になっている

のだと認識しています。 

 公的なサービス体制を持つ自治体は限られる中、広島市ではその体制作りに志摩が積

み上げてきた活動が重要な役割を果たしたようです。幸に広島市ではこうした形で一定

のノウハウが維持される体制があります。私たち VIC はそういった体制では対応しづら

い、より個別なサポートを必要とする方への受け皿になれれば良いのかなあと個人的に

は感じております。 

 パソコンボランティア熊本様におかれましても、個別にユーザー様と向き合ってこら

れたその経験、ノウハウの蓄積が、活動の継続を通じてより高まり、広がっていくこと

を願っております。この度はフォーラムへのご参加、活動情報のご提供、誠に有難うご

ざいました。これからも良い方法をお互いで高め合って行けますよう一緒に頑張りまし

ょう！ 
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Q&A:09-2 分野：サポート方法 ボランティア団体の活動状況 

(1)提案者： 視覚障害者 IT サポートとやま （富山県） 

(2)質問・意見：  

 IT のサポートだけでなく、点字触読勉強会、ロービジョン相談会(拡大読書機の使い

方に関する相談、便利グッズ展示会など)を行っています。 

 昨今、視覚障害者の点字離れや、パソコンで文字が書ければ点字の読み書きができな

くてもかまわないといった声を聞かれることがありますが、当会では中途失明者を対象

に点字の読み書きの勉強会を行っており、毎回 10 名程度の参加者がいます。勉強会で

は、サラリーマン川柳や、おもしろ教材などを使って、点字の読み書きを楽しんでいま

す。 

 ロービジョン相談会は、元々拡大読書機に関する相談会としてスタートしましたが、

他の視覚障害者のサポートを行っている団体と協力して、音声パソコンの体験、便利グ

ッズの体験、盲導犬による歩行体験、盲ろう体験・相談コーナーなどを設けています。 

(3) アドバイザー 段原 秀彦（VIC） 

(4) コメント 

 視覚障害者 IT サポートとやま様、この度は貴重な活動情報のご提供、ありがとうご

ざいます。私どもも日々試行錯誤の中で進めている状態です。この度のフォーラムやこ

れからの活動を通じて、お互いに良い方法を見つけあっていけたらいいと思っておりま

す。 

 IT サポートとやま様におかれましては、音声パソコンなどの IT サポートだけではな

く、ロービジョンの方への IT 以外のサポートもなさっておられるとのこと。視覚障害

をお持ちになられた方の中でも、ロービジョンの方へのサポート体制はまだ確立されて

いない、しかしながらニーズは確かにある、大切な取り組みなのだと思いました。 

 今現在、VIC においてはまだ具体的な取り組みは始められておりませんが、代表の志

摩もその重要性については申しておりました。 

 点字の勉強会を楽しみながらやっておられるとのこと、楽しみながらというのが大切

なのでしょうね。中途失明者の方が点字に触れる機会を持たれることは、これからの QOL

向上に広がりを生み出す、とても大切なことなのだと感じました。 

 他団体様とコラボして包括的に取り組まれているとのこと、とても参考になりました。

この度のフォーラムで目指したこと、連携ということを意識していきたいと思います。 

 この度はフォーラムへのご参加、活動情報のご提供、誠に有難うございました。これ

からも良い方法をお互いで高め合って行けますよう一緒に頑張りましょう！ 

 

Q&A:09-3 分野：サポート団体の理念と運営   

(1)提案者： NPO法人 練馬パソボラン 濱田次朗（東京） 

(2)質問・意見： 

 当会の考える IT 支援ボランティア団体の活動と課題について述べさせていただきます。 

 1 つめは、サポートする相手は人であって、IT 技術ではないことです。 

 技術がどれだけ進歩しても、依頼者とサポータが一緒に考えて、悩んで、楽しみながら

やりたいことを実現していく支援活動のスタイルは、25 年前の会の発足当初から変わっ

ていません。 

 依頼されたときに、サポータが解決のための技術を知らなくても、依頼者と一緒に答え
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を見つけていきます。サポータが解決のための技術を知っていたとしても、その技術を押

しつけたりせず、依頼者がやりたいことにあわせて答えに近づけるように心がけていま

す。言い換えると、「楽しくない活動」「依頼者を見ていない活動」「技術や知識の押し売

り」は長く続なかいです。 

 IT 支援活動では、依頼者や会員どうしの楽しいコミュニケーションを最も大切にして

います。このことは、IT の進化にとらわれず、またどのような ITの進化にも対応できる、

普遍的な考え方だと考えています。 

 

2 つめは、個人の活動に頼らずに、組織として活動できる仕組みを持続していることです。 

 IT に詳しい/詳しくない人、人と話すのが好き/嫌いなひと、依頼者と一緒に課題を楽

しめる人、平日/休日に活動できる人、普段参加できなくても組織を支えくれる人、そう

いった会員をコーディネートできる人、できないことはできないとはっきり伝えること

ができる人、自治体や他団体などと責任をもって交渉ができる人 

 様々なバックグラウンドをもつ 30 人以上の会員が、各人が自分のできる・楽しめる範

囲でボランティア活動しています。組織・法人としての守るべきルールや統制をしっかり

と定めていますが、だからこそ、会員が安心して、長く楽しく活動を続けられると考えて

います。 

 言い換えると、「個人に依存しすぎる」「できないことを抱えてしまう」「責任のない活

動」は、長く続かないです。 

 そうならないように、「コーディネータ」の役割に重きを置き、「コーディネータ」を担

う会員を育成し、会を運営する「スタッフ」の活動で、組織を支えています。 

  

3 つめは、新しい技術に対して貪欲でありつづけ、楽しみながらアウトプットする機会が

あることです。 

 今回参加させていただいたようなイベントや勉強会に、会員が自発的・積極的に参加で

きるように会でサポートし、会員が身につけたことを自分たちの活動に実践できるよう

にしています。 

 毎月 1 回の例会で活動内容を発表し、会員間で自由に意見交換し、グループウエアや公

開 Webサイトに記録しています。覚えた技術をいつでも試すことができるように、多くの

支援機器を自前で所有しています。自分たちが勉強したことや考えていることを外部に

発表する「障害のある方への IT支援者養成講座」を定期的に開催しています。 

 「（一人で）勉強しただけで終わらせない」「（仲間への）発表の場をもつ」「（仲間と一

緒に）実践する機会をもつ」ことで、仲間と一緒に、新しいモノの見方や考え方を身につ

ける機会と、活動のモチベーションを高めるきっかけづくりを心がけています。 

 当会では、ＩＴ支援ボランディア団体の組織運営のノウハウを綴った冊子「パソボラＡ

ｔｏＺ」を２００２年に作成し、２０１９年に第４版を発行いたしました。冊子の配布は

可能です。 

 

(3)アドバイザー：志摩 哲郎（VIC） 

(4)コメント： 

 ボランティア活動は、お互いに無理をせずに利用者、ボランティアともに楽し

むことがとても大事です。ボランティアは教えているつもりが教えられているこ
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とも多々あります。一人でできることの限界を知ってサポートしているつもりが

サポートされて、サポートの質、量ともに枝を広げて大きくなっていきます。そ

して、一人でなくて仲間が集まってきて、ますます内容、質ともに広がりと深み

を増してゆきます。 

 更に利用者に喜んでいただいたとき、ボランティアは幸福感をいただきます。

そして、感謝を忘れないようにします。これが基本だと考えています。 

 

(5)アドバイザー：栗川 隆宏（VIC） 

(6)コメント： 

 ICT サポートセンター、NPO 法人、ボランティア団体でのサポート活動は、基本的にボ

ランティアによって支えられています。ボランティア活動の 10 ヶ条というものあり、多

くの団体がこの 10 ヶ条に則り、活動しているのではないかと思います。これは、長く活

動を続けていくため、また、相手に迷惑をかけないための心得のようなものです。 

 一方、練馬パソボランさんから紹介のあった活動理念は、一言でいうと、「ボランティ

ア 1人ひとりを大切にする」団体運営かと思います。この活動理念は含蓄のある、非常に

素晴らしいものと思いました。 

 ボランティアが NPO 法人やボランティア団体に参加する目的は、社会貢献と自己実現

です。しかし、団体はどうしてもサポート活動の遂行にだけに目を向ける傾向があります

が、さまざまな人が楽しく活動でき、ボランティア個々の自己実現が図られるよう会員を

コーディネートすることは大切であると思います。このような理念のもと活動を続けて

いくと、ボランティア会員も自然と増えていくものと思います。 

 なお、VIC では、技術系キャリアのある会員が多いことから、開発部というグループを

作り、視覚障害者の支援技術の開発に向けて会員のスキルを生かした活動をしてもらっ

ています。これも、会員の自己実現を図るための一つの方法と思っています。 

 

Q&A:10-1 分野：サポート方法 遠隔サポート 

(1)提案者： 日本赤十字社広島県支部友功会 山本 桂子（広島） 

(2)質問・意見： 

 例えば離島などの遠隔地でも、zoomなどの遠隔サポートを受ける事はできるのでしょ

うか？具体的なサポート団体名を教えて下さい。 

 support 体制の強化が必要かと思いました。まずは、サポートする側のスキルアップ

が必要不可欠かと思いました。 

Q&A:10-2 分野：サポート方法 遠隔サポート 

(1)提案者： 井口真紀子 (福井県) 

(2)質問・意見： 

 オンラインの講習やサポートをする時、どのようなソフトで、どのようなことに気を

つけて行なっていますか？ 

また、どのようなトラブルがあり、それに対してどのように対応されたのでしょうか？ 

(3)アドバイザー：北神 あきら（SPAN） 

(4)コメント： 

 SPAN では 15 年以上前から遠隔でのサポートを行っています。最初は電話、その後は

Skype、そして、今は Zoomを利用しています。そのきっかけは、積雪などで教室まで行
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くことが難しい地域に住む方や、さまざまな理由で外出が難しい方の存在を知り、こう

した方々へのサポートを何とかしなくてはとの思いからです。 

 遠隔サポートのメリットは、地域を超えたサポートができることです。そのメリット

を活かせば、日本中どこにいてもサポートが受けられます。もちろん、遠隔でのサポー

トを行う際の留意点もあり、それらはサポートを積み重ねる中で解決策を見つけていけ

ると思います。また、こうした情報を団体間で交換することも有効でしょう。 

 

Q&A:11 分野：サポート方法 訪問ボランティアの料金 

(1)提案者： パソコンボランティア熊本 古家 誠司 （熊本県） 

(2)質問・意見： 

 現在パソコンボランティアの代表をされている方に課題が何かあるか相談したとこ

ろ、他所で自宅訪問する場合、交通費などをもらうか、またボランティアと業者レベル

の線引きが難しいと思うところがあるので、他所の状況を知りたい。 

 日本ライトハウスなどは、来館してからの１回の受講が２千円だとホームページに載

っています。活動を継続するにあたり、ボランティアとしての活動でお金をいただくか

など、他所の活動を踏まえて今後、考えていきたい。 

(3)アドバイザー：臼井 利明（VIC） 

(4)コメント： 

 本会が実施している訪問サポートでは、訪問ボランティアの自宅と依頼者さんのご自

宅間の往復交通費のみを依頼者さんに負担していただくことにしています。別途サポー

ト費用を負担いただくことはありません。 

 原則２名でサポートを行うので、交通費のご負担を軽減する必要もあり、なるべく依

頼者さんのご自宅に近いボランティアがサポートするよう配慮をしています。移動に自

家用車を用いたとしても、公共交通機関を利用したものとして算出します。また事例と

してはほとんどありませんが、有料駐車場を使用する必要がある場合も、依頼者さんに

費用を別途負担していただくことになっています。 

 

Q&A:12-1 分野：サポータ方法 コロナ禍での活動 

(1)提案者： 岩手県立視聴覚障がい者情報センター 田上 礼子（岩手県） 

(2)質問・意見： 

 現在の新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者へのサポートを制限している

状況です。他施設・他団体でどのような感染防止対策などしているのかお伺いしたいで

す。 

 

Q&A:12-2 分野：サポート方法 コロナ禍での活動 

(1)提案者： 文京パソボラン （東京都） 

(2)質問・意見： 

 定期的にサポート教室を開いたり、要望に応じて訪問サポートを行っていますが、コ

ロナウィルス感染リスクにより活動がかなり制限されています。 

(3)アドバイザー：岡内 恢（VIC） 

(4)コメント： 

 今現在、新型コロナウィルス感染拡大中で、行政などから「活動自粛」「活動停止」の
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方針が示されている時に、訪問や集会を伴うサポートを行う事は感染時の責任がサポー

ト実施組織に波及することから、組織防衛上、活動方法が制限されるのはやむを得ない

と考えます。 

 また、サポートを受ける当事者の皆さんも感染の危険を感じながら、あえてサポート

の依頼をされるのは余程の緊急の場合と考えます。 

 現状のサポート教室は、行政から指示された「三密防止」「体温測定」「換気」「参加者

記録」をしつつ行っていますが、訪問サポートは停止しています。 

 緊急時のサポート方法としては、通常の感染防止対策に加えサポート訪問者の PCR検

査実施などが必要と考えますが、現状、VIC ではそこまでの依頼はありませんし、呼び

かけもしていません。 

 音声と画面共有による、遠隔サポートとしては、電話、Skype、Zoom、LINE などによ

るサポートが可能ですが、当事者の操作スキルが必要であり、誰でも容易にとはいかな

いのが難点です。 

 VICでは、現在のところ電話と Skypeのみ実績があります。また、Skypeや Zoomによ

り複数の当事者を相手に遠隔サポートも可能ですが、臨場の場合と異なり、個人の理解

度の把握が困難で、通り一遍の説明になることは否めません。今後、コロナ禍が終息し

ない場合には実施する必要があると考えます。 

 機器の設定などを伴う複雑なサポートの場合、各種のリモート操作ソフトでリモート

操作を行う方法もありますが、当事者の了解が必須で事前インストールや操作が必要で、

かつスクリーンーダーでは読上げない部分があるので当事者が理解困難なサポートに

なる場合があるのが難点です。現状、リモート操作ソフトの利用はありません。 

 

【参考】リモート操作ソフト抜粋 

TeamViewer 

接続先の ID とパスワードを入力するだけで、簡単にリモート接続して遠隔操作できる

ようになるリモートデスクトップソフトです。 

AnyDesk 

接続先マシンの描画にタイムラグが少なく、インストール不要で手軽に遠隔操作できる

リモートデスクトップソフトです。 

Brynhildr 

インストールが不要で、1 つの実行ファイルがサーバーとクライアントの両方のモード

になるシンプルさが特長。 

Chrome リモート デスクトップ 

Chrome を利用して PC を遠隔操作できるソフトです。リモート接続される PC のみセッ

トアップを行えば、リモート接続する PCは Chrome さえインストールされていれば利用

できます。 

クイック アシスト 

Windows 10（Anniversary Update 以降）標準で利用できる遠隔操作アプリです。離れ

た場所の PC をサポートすることを目的として、マウスやキー入力などの操作を可能と

する「完全に制御する」モード、マウスやキー入力などを不可とする「画面を表示する」

モードの 2つのモードから選択してリモート接続を行います。 
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D 就労支援 

Q&A:13-1  分野：就労支援 適した職種 

(1)提案者： 能戸幸恵（埼玉県） 

(2)質問・意見： 

 視覚障害者のパソコン仕事のなかで晴眼者との差が比較的出ない業務は何でしょう

か？特にスクリーンリーダーユーザにおいて。 

 

Q&A:13-2 分野：就労支援 公務員の在職者訓練 

(1)提案者： 匿名 

(2)質問・意見： 

 公務員の在職者訓練には、何か方法はありませんでしょうか？ 

(3)アドバイザー１：北神 あきら（SPAN） 

(4)コメント１： 

 以前と比較して、視覚障害者の就労の幅は間違いなく広がっていると思います。SPAN

では多くの方への職業訓練や講座を行っていますが、それらを受講する方の職種はさま

ざまで、事務職やヘルスキーパーはもちろん、技術職や営業部門、また管理職の方もい

ます。ただ、まだまだ社会の中での認知度は高いとは言えないでしょう。それを上げる

には、一人でも多くの視覚障害者が就労し、現場で実績を出すことだと思います。 

 また、一部の地域の民間企業に在籍している方は在職者訓練やジョブコーチ制度が利

用できますが、その他の地域の方や公務員の方は利用できません。こうした課題を解決

するためには、求職者・在職者、また、民間・公務員を問わず、全国どこでも質の高い

職業訓練が受けられるようになることが大切だと考えています。 

 さらに、職業スキルを証明する資格の取得も有効だと思いますが、視覚障害者の資格

取得を支援する体制は、一部の職業訓練機関で行っているほかは、あまりできていませ

ん。SPANはこうした課題に取り組むため、各地で職業講習を行ってきたほか、資格取得

コースを開設して遠隔でのサポートを行っています。しかし、こうした取り組みは始ま

ったばかりで、まだまだ不十分です。やはり、団体間の連携が重要でしょう。 

 

(5)アドバイザー２：水本 裕子（VIC） 

(6)コメント２： 

 スクリーンリーダーユーザーの職種としては、文字起こしが挙げられると思います。

ですが、文字起こしで活躍されている視覚障害当事者はほんのわずかです。東京都には、

「ブラインドライターズ」という視覚障害者を中心に障害を持つメンバーで構成された

会社があります。ブラインドライターズについては、以下をご参照ください。 

会社案内: http://blindwriters.co.jp/company 

ブラインドライターズとは:http://blindwriters.co.jp/about 

 

E 広報・勧誘 

Q&A:14-1 分野：広報 新規会員の勧誘方法 

(1)提案者： 福山市視覚障害者福祉協会 水本 裕子（広島） 

(2)質問・意見： 

・支援センターの所在地や活動などを広く告知する媒体を模索中です。 
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・センターに登録、利用する視覚障害者の高齢化が深刻で、40代以下の若い世代の登録、

利用が少ない。個人情報保護法が壁となり、障害者手帳保持者への接触・勧誘が困難

となっており、人からの紹介でやっと勧誘ができるという現状です。 

・一ヶ月に数回、視覚障害当事者相談員がセンターへ詰めて相談対応の日を設けています

が、問い合わせがありません。相談対応についても、告知方法を模索中です。 

・視覚障害当事者へ向けての情報提供は、受け取る側の意欲や使いこなせるツールで大き

く左右されると感じます。家族や友人、眼科医などの健常者をうまく巻き込めば、道

が開けるのではないかと思っています。 

・三重県では、眼科医の一尾 多佳子先生を主体として、視能訓練士・歩行訓練士・地域

支援センター・盲学校教諭などが連携し、ロービジョンケアを入り口に、個々人に必

要なケアや情報を提供する手助けをする連携が確立されているようです。 

以下は、日本ロービジョン学会 hp内での 三重県・一尾 多佳子先生の活動報告ペー

ジです。 

  https://www.jstage.jst.go.jp/article/jslrr5/8/0/8_0_51/_article/-

char/ja/ 

・どうすれば視覚障害当事者へ必要な情報を届けることができるかが課題です。 

 

Q&A:14-2 分野：広報 ユーザーに効果的な情報提供 

(1)提案者： 視覚障害者 IT サポートとやま （富山県） 

(2)質問・意見： 

 何らかの会合の時に伝えたり、視覚障害者協会発行の会報などに掲載したり、口コミ

で広めたりしています。最近スマートサイトからの相談も増えています。ホームページ

でＰＲ、会員募集をのせています。 

 弱視の人は画面が見えるのであまりサポートが必要でない人もいたり、スマホを使っ

ているとパソコンに興味示さない人もいます。また高齢になると情報機器の習得にハー

ドルが高かったり、やる前から敬遠してしまったり、ある程度のことができるとそれで

現状満足してしまう人もいます。 

 それと、パソコン、スマホの購入、インターネットなども費用がかかり敬遠される方

もいます。必要にせまられないとなかなか取り組む気になれないのかもしれません。 

 

Q&A:14-3 分野：広報 ICTを利用していない高齢視覚障害者へのアプローチ 

(1)提案者：日本赤十字社広島県支部友功会 山本 桂子（広島） 

(2)質問・意見： 

 視覚障碍者の全体の何パーセントがパソコンやスマホが使えているのでしょうか？ 

おおむね 2割程度だとすると、残された 8 割の視覚障碍者向けのサポート体制を整える

べきではないかと感じます。例えば、操作性の問題を解決するソフトウェアーやアプリ

ケーションの開発など、パソコンやスマートフォンになれていない高齢視覚障碍者でも

使い易いハードウェアーの開発など。 

 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jslrr5/8/0/8_0_51/_article/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jslrr5/8/0/8_0_51/_article/-char/ja/
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Q&A:14-4 分野：広報 視覚障害者の ICT利用率 補足 

(1)提案者： 菊地 智（東京都） 

(2)質問・意見： 

 フォーラムの開催中にも参加者から質問があり、コーディネーターの栗川さんも予め

言及されていましたが、視覚障害者の ICT 機器利用状況について、私も「平成 28 年生

活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）」の調査結果を基に、

65 歳未満と 65 歳以上の視覚障害者について、その情報入手手段を各情報源別に整理し

てみました。 

 「携帯電話」については、65 歳未満の視覚障害者の 38.4%が利用しているのに対し、

65 歳以上の視覚障害者では、16.0%しか利用していませんでした。同様に、「パソコン」

（21.9%、5.1%）、「スマホ・タブレット」（24.7%、1.7%）となっており、このような ICT

機器の利用については、65 歳未満の視覚障害者と 65 歳以上の視覚障害者とでは顕著な

差がみられました。 

  http://www7a.biglobe.ne.jp/~gori_torakichi/guide/General/general1.html 

高齢の視覚障害者は、今後ますます増加していくものと思われます。高齢の視覚障害

者に ICT 機器を利用してもらい、生活をより豊なものにしていっていただくためには、

どのような方策が考えられるのでしょう。 

 

Q&A:14 を通して 

(3)アドバイザー１：北神 あきら（SPAN） 

(4)コメント１： 

 視覚障害者の ICT 機器の利用状況は、以前と比べると向上していると思いますが、ま

だ多くの方が利用できていません。理由は、金銭面、習得の難しさ、学ぶ場の不足、情

報の入手などさまざまだと思いますが、目からの情報が得にくい視覚障害者にこそ、ICT

は有効なので、体制の整備が望まれます。 

 ただ、2021 年中にはデジタル庁が設置されるので、これを活用して支援体制が構築で

きるよう、団体間の連携を深めていくことが大切だと思います。 

 

(5)アドバイザー２：志摩 撤郎（VIC） 

(6)コメント２： 

 視覚障害者になる手前の方々へのアプローチが大事なことだと考えます。眼科に通わ

れている患者さんや眼科医さんとはできるだけ連携をとれることが望まれます。視覚障

害になっても情報障害や行動障害をある意味克服できる道があることを知っていただ

くことも必要だと考えます。 

 視覚障害になった直後は、それどころではありませんが、落ち着いた時にふと思い出

し、希望を持っていただけるのではないかと思います。また、視覚障害者の家族は、当

事者と同じように苦しみます。ひょっとしたらそれ以上かも知れません。家族も含めで

きるだけ多くの情報を必要としていますので、眼科病院でポスターやちらしなどを貼っ

てもらうことは、とても大事なことと考えています。 

 ICT を利用していない人へ情報を届けるのですから、基本的にウェブページ等を使っ

たハイテク広報ではなく、人を介した紙のリーフレットや点字によるローテク広報を行

う必要があります。また、利用者を待つ受け身の姿勢でなく、こちらから出向いて勧誘

http://www7a.biglobe.ne.jp/%7Egori_torakichi/guide/General/general1.html
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するアウトリーチの姿勢が重要と思います。 

 スマートサイト経由でサポート団体への相談や問い合わせが増えているとこもあり

ます。スマートサイトは、眼科医が生活訓練・支援、教育機関、就労支援、視覚障害者

団体など訓練相談施設を紹介したリーフレットを手渡す制度で、2019 年現在、34 の都

道府県で導入されています。この制度がうまく機能すれば、ICT サポート団体で学習す

る患者さんも増加していくものと思います。三重県のスマートサイトが参考になるので

はないでしょうか。 

http://www.mie-ganka.net/modules/our_work/robijonitiranhyou.html 

 患者さんには「障害の受容」という問題もあり、現在、各訓練相談施設は、患者さん

を待つ状態です。スマートサイトには、最初の入り口となる総合相談窓口（スマートサ

イト受付）があります。将来、総合相談窓口が中心となり、患者と視能訓練士・歩行訓

練士・地域支援センターなど各種支援者が一同に会し、その患者さんに適切な支援を提

供するためのケース会議が行えるようになれば、より患者さん本位の支援になるものと

期待しています。 

 

(7)アドバイザー３：栗川 隆宏（VIC） 

(8)コメント３： 

 Q＆A:14-4 のご指摘のとおり、視覚障害者の ICT 利用率は低く、高齢者にはおいては

極めて低い状況です。大雑把な計算ですが、全体で 8 割から 9割の方が ICT を利用して

いないと思われます。ICT を利用した場合と利用しない場合では、生活の質が大きく異

なり、このことは、デジタルデバイドの重要な問題と言えます。ICT サポート団体にお

いてもデジタルデバイド解消に取り組んではどうでしょうか。 

 この潜在ユーザーは、ICT を利用していないので、広報の媒体も Web だけの媒体では

情報が届かないでしょうか。潜在ユーザーに最も近い組織は、民生委員・児童委員です。

この組織を介して点字等による広報を行うことが大切ではないでしょうか。 

 それから、潜在ユーザーには ICT の知識についても特徴があります。潜在ユーザーの

45%が「今後もパソコンを使いたいとは思わない」（平成 18 年全国在宅障害児・者等実態

調査）と回答しています。その人たちは、「ICT 利用の利点を十分に理解していない」ま

たは「ICT の操作が非常に複雑で、そのスキルを習得できない」と思っているのでしょ

う。 

 そこで、潜在ユーザーへの勧誘・説得には、「効用」と「コスト」を考えることが大切

です。効用とは ICT 利用から得られる満足度を指し、コストは ICTスキルを習得するた

めの努力・時間・費用のことです。潜在ユーザーに ICTの学習をやってみようと思わせ

るためには、効用を大きくし、コストを小さくすることです。効用は主観的なものです

ので、「生活に役に立つ ICT講習会があるから来て」という説得ではなく、その人が高い

価値をおく事柄（例えば、お孫さんと無料でテレビ電話ができる）について例を挙げ、

ICTの利点を説明するのが効果です。一方、コストの面では、例えば、「iPhone が簡単に

操作できることをデモする」「訪問サポートで学習できます」なども良いと思われます。 
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F 運営資金・会場確保 

Q&A:15-1 分野：運営資金等 会場の確保   

(1)提案者： 視覚障害者 IT サポートとやま （富山県） 

(2)質問・意見： 

 ＜運営資金について＞ 

 ロービジョン相談会を開催していますが、いろいろなグッズを触って見てもらいたく

てもカタログだけになることもあります。パソコンのソフトも新しいものになっていっ

たり、iPhone も機種があたらしくなったりしますが、会として入手することが難しいの

でサポーターさんの私物で対応していただいたりすることもあります。 

 ＜会場の確保＞ 

 視覚障害者にとって、交通の便のいい、利用しやすい公共の会場を利用していますが、

日時がほかの団体とぶつかったりで、使えないこともあったりします。なるべく決まっ

た日にち、曜日などにやりたいのですが、難しい面もあります。 

 また、インターネットが整備されている会場やフリーの Wi-Fi が届く会場を使ったり

していますが、会場のインターネットが使えない時があったりして、やりたいことがで

きないこともあります。 

 以前は会の費用でイーモバイルを契約していましたが、月 数回の勉強会のために年

間契約するのも費用がもったいないので、現在は契約していません。そのため、会場の

インターネットが使えないときはテザリングに頼ったこともあります。 

 会の定例会の開催日でない日にちに、「○○ を見てみたいがどこへ行けばいいか」な

どという問い合わせを受けることがあり、いつでも機器をみられる場所があればと思う

ことがあります。 

 富山県内には視覚障害者向けの機器を常時展示してみてもらえる場所がないのが現

状です。 

 

Q&A:15-2 分野：運営資金等    

(1)提案者： 井口真紀子 (福井県) 

(2)質問・意見： 

 支援機器はどれも高額なものが多いので、なかなかセンターで購入することができず、

また、保有している機器も廃盤になっているものも多く、実際に購入可能な機器を体験

していただくことが難しいのが現状です。何か工夫されている点や、アドバイスがあれ

ばよろしくお願いします。 

(3)アドバイザー１：栗川 隆宏（VIC） 

(4)コメント１： 

＜運営資金＞ 

 運営資金としては、会員による会費の他、行政からの委託金、助成金、クラウドファ

ンディングなどの外部資金の使用があげられます。 

 団体の会費ですが、会費は数千円から１万円の会費を徴収しているところが多いと思

います。VICでは、年会費 2,000 円を徴収していますが、団体運営費にも役立ちますが、

むしろ、活動への参加意欲を高めるものと考えています。また、講習会に必要な台数の

パソコンを整備したり、高額な支援機器を購入するためには、会費だけでは不十分です。 

 団体によっては、資金支援を目的とした賛助会員制度を採用しているところもありま
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す。会員候補といては、ソフト会社やメガネ販売店、眼科医などが考えられます。因み

に、VIC では資金援助のための賛助会員制度を設けていません。 

 行政によっては、講習会等を委託しているところもあります。VIC では視覚障害者福

祉協会を通して講習会費用をいただいています。視覚障害者福祉協会とともに、行政の

担当課に相談されてはどうでしょうか。 

 福祉関係の備品整備や行事に対する助成金はたくさんあります。助成財団センターは、

さまざまな財団の助成情報を集約し、データベースを作成しています。 

http://www.jfc.or.jp/grant-search/guide/ 

 データベースでは、助成対象事業の形態や分野を選択して検索ができます。NPO 法人

向けの助成金や法人格を持たないボランティア団体向けのもの、また、事業形態では、

会議・公演・展示などのイベント、備品整備などの助成金があります。VIC では積極的

に助成金に応募し、パソコンや iPhone の整備を行いました。 

 助成金の申請後、審査が行われますので、申請書の内容も団体独自の特徴を示すこと

が重要でしょう。申請書の様式は Word や Excel の場合が多いので、申請書作成に晴眼

者もかかわるのがよいでしょう。また、助成財団が日頃の活動実績を判断するため、社

会福祉協議会等の推薦書が必要な場合もありますので、日々の活動を着実に行うととも

に、社会福祉協議会等のボランティア団体に登録しておくことも大切です。 

 なお、行政の機関では、助成金は利用できない場合が多いですが、運営団体の名義で

申請するのも一つの手段と思います。 

＜会場の確保＞ 

 VIC の会場確保についてお話します。月１回の定例会と講習会は第一日曜と決めてい

ます。使用料無料の公共施設が２カ所あり、３ヶ月前から予約ができますので、まず、

この施設の会議室の予約を目指します。しかし、どうしても、予約できない時が年に１、

２回あります。その場合は有料の公共施設を使用しますが、使用料は午前・午後合わせ

て１万円弱にもなります。できる限り無料の施設を確保するため、担当者１名を決めて

います。 

(5)アドバイザー２：新家 昌高（VIC） 

(6)コメント２： 

 VIC の特徴としてスクリーンリーダなど支援ソフトに「オープンソースソフト」を活

用している点、開発部をもっている２点があげられます。例えばオープンソースのスク

リーンリーダーNVDAですが、古くは WindowsXP から最新の Winodws10 で動作するものが

インターネットから無料でダウンロードできます。支援パソコンで導入された

WindowsXPや WindowsVista など眠っている機器を活かすとき、無料で使えるスクリーン

リーダーの存在は貴重です。もちろんこうしたオープンソースの開発を支えるために年

間数万の寄付を行っています。 

 それから支援機器についても近隣に広島支援機器研究会といった団体もあり、ちょっ

としたものは身近なものを組み合わせて制作するなどの工夫や、特注品で入手困難な機

器については、クラウドファンディングにより目的を絞り込んで再開発のスタートアッ

プ費用調達に利用するなどが考えられます。 

 クラウドファンディングの特徴はプロジェクトをインターネットサイトに掲載して

実現するための資金を募り、資金が目標に達したときファンドの運営および支援者へ還

元する仕組みです。 



 24 

 将来の話になりますが、新しい支援機器のアイディアの実現についてメーカー頼りで

はなく市民参加型の団体と連携して取り組んでいます。その一例がフォーラムでも登壇

された「Corde for Hiroshima」です。福井県でいえば鯖江市の「Corde for Sabae」な

ど活発に活動されていますので相談されるのもよいかもしれません。 

 

参考リンク 

●オープンソーススクリーンリーダー日本語チーム  https://www.nvda.jp/ 

●広島支援機器研究会 Facebook  https://www.facebook.com/shienkiki/ 

●任意団体などでも使えるクラウドファンディング「READYFOR」 

https://readyfor.jp/ 

●Corde for グループ 

日本 https://www.code4japan.org/ 

広島 https://www.code4hiroshima.org/ 

鯖江 https://c4.sabae.cc/ 

 

G 福祉制度 

Q&A:16 分野：福祉政策 高度な訓練を受けられるのは都市部のみ 

(1)提案者： 熊本県点字図書館 石坂 啓（熊本県） 

(2)質問・意見： 

＜地方では十分なサポートができない＞ 

 全国に視覚障害者のリハビリ施設は、数える程度しかありません。都市部であれば、

リハビリ施設やライトハウスなど、対応されているかと思いますが、地方では、点字図

書館（情報提供施設）とボランティアが担っている現状なのでしょうか？このような視

覚障害者の困りごとは、地方ほど、難しい状況だと感じています。 

 九州には、福岡に福岡視力障害センターがあるのみです。福岡にお住いの方は、北九

州などにある支援施設もあり、九州の中で特別な地域だと思います。 

 熊本で視覚障害者となり、福岡に数か月入所されるケースがあります。熊本に戻って

こられ、話を聞くと、「熊本県点字図書館まで通うことがむずかしかったので、何もでき

なかったけど、スマホで電話などできるようになりました。まだ line などできないの

で、今後は line などを覚えたい」とのことでした。 

 実際に中途失明者で福岡のリハビリ施設に入所される方は、ほんの一部で、熊本のほ

とんどの方は、リハビリを受けることのない状況です。 

 ボランティアでの活動では、実際のサポートにあたり、難しい問題が多く発生します。

熊本県点字図書館では、最初に相談を受けて、コメントできる問題であれば、電話で対

応します。また、本人が難しい場合、家族の支援が難しい場合は図書館に来館いただき

対応します。 

 パソコンのネット接続やルーターの環境についてなど、時々業者レベルの問題とぶつ

かるときもあります。その場合、視覚障害者の対応になれた業者を紹介できる場合は、

業者を紹介します。利用者は、どこにどのように問い合わせをしたらよいかがわからな

い場合が多いと実感しています。そのような相談を的確な窓口を紹介したり、業者レベ

ルなのだと説明するのが点字図書館（情報提供施設）としての役割だと思っています。 

 



 25 

＜日本の障害者政策への要望＞ 

 視覚障害者のリハビリ施設が全国的に不足していること、地方では対応できるところ

がないなど、現在の国の在り方に不満を持っています。歩行訓練士が全国的に足りてい

ないのと同じように視覚障害者のリハビリの推進として、どこかで予算をつけてもらう

ようにはたらきかけながら進めないと視覚障害者の IT に関しては、世界に取り残され

ていくものだと感じています。その福祉の行き届いていないところをボランティアの

方々にご協力いただいているのが現状だと考えています。 

 理想としては、各県、政令指定都市に視覚障害者の IT の指導ができる施設などが１

か所以上必要だと考えます。また、それ以外にも訪問指導などが望ましいと思います。

熊本県では地方の場合でも、歩行訓練士が自宅訪問して、歩行訓練などを行っています

ので、一緒にスマホの指導ができる人が対応して回るなど、積極的にしないと難しいと

考えています。 

 

(3)アドバイザー：志摩 撤郎（VIC） 

(4)コメント： 

 ご指摘のとおり、中核訓練相談施設においては都道府県間での格差があります。中核

施設から離れた県にお住まいの視覚障害のある方にとっては不便なことと思います。そ

れについては、県視覚障害者福祉協会や日本視覚障害者団体連合などを通じて要望を行

うのがよいかと思いますが、実現には長い期間を要するでしょう。また、県内をみれば、

ICTボランティア団体が存在しない地域もあります。 

 中核施設を増やすことより、県内に今ある施設を充実させたり、県内での格差を解消

したりする方がより実現性があり、障害者にとっても喜ばれるものと思います。パソコ

ンやスマフォの操作の学習・訓練について言えば、地方でもやりかたによっては、中核

施設と同程度、または、それ以上のことが可能ではないでしょうか。 

 現在、厚生労働省では都道府県または政令都市に障害者 ICTサポートセンターを設置

することを推奨しています。同センターの設置は義務ではなく、任意事業ですが、セン

ターの運営費の２分の１を国費で補助するという制度です。現在、２２の都道府県と５

の政令都市が設置しています。設置者は県または市ですが、多くのセンターでは障害者

団体が運営しています。ICT サポートセンターの設置に向けて、熊本市視覚障害者福祉

協会を通して県・市に要請してはどうでしょうか。 

 なお、行政に要請を行う場合、個人ではなく当事者団体が行うことが実効性が高いと

考えます。なお、当事者団体であっても、ゴリ押しの要求団体にならないよう注意が必

要です。 

 同時に、県内のボランティア希薄地域のサポーターの支援や組織化も大切です。ボラ

ンティア活動に晴盲はありません。大事なことは、視覚障害者当事者が奮起することで

すが、簡単なことではありません。だから、周りのボランティアグループが連携してボ

ランティア希薄地域のサポーターを当事者とともに育てていく必要があると考えてい

ます。 

 また、地方の ICT サポート団体を支援する全国組織も必要と思われますので、皆様と

協力して企画していきたいと思います。 
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