
社会福祉法人 山形県身体障害者福祉協会

日時:平成３０年４月１４日(土)10:00～15：00

場所:山形県身体障害者福祉会館 第一会議室

平成30年度
パソコンボランティア研修会



次 第

 １０：００～ 挨拶

 １０：１０～ 平成２９年度事業報告・平成３０年度事業計画

 １１： 0０～ 自己紹介・情報交換

 １２：００～ 昼食休憩

 １３：００～ 講 演『タブレット端末やスマホを利用した視覚
障がい者へのICT活用』

講 師 株式会社トラストメディカル
小泉 大介様

※実機を利用したハンズオン形式で実施予定です。

 １５：00 閉 会
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挨拶
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1.平成29年度派遣事業実施報告
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１-1.平成29年度パソコンボランティア養成講座の実施

目 的
地域における身体障がい者のパソコン使用に際し、パソコン本体や周
辺機器等の使用方法についてサポートを行うパソコンボランティアの
養成を行い、障がい者の情報バリアフリー推進及び社会参加を支援す
ることを目的とする。

主 催・会 場
社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会

協 力
公益財団法人日本盲導犬協会仙台訓練センター

日 時 １日目 ８月２６日（土） 10:00～16:00

２日目 ８月２７日（日） 10:00～16:00

３日目 ９月 ２日（土） 10:00～16:00

４日目 ９月 ３日（日） 10:00～16:00
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講習内容
講習では画面を読み上げる音声ソフトを使用しました。

(1)障がい（特に視覚障がい）への理解について

(2)マウスを使わないキーボードによるパソコン操作の基礎、使いやすい
設定

(3)音声ブラウザによる文書作成と読み取りの実技指導法

(4)Web閲覧と電子メールの実技習得及び指導法

(5)パソコンボランティアによる体験談など

参加対象

(1)パソコンでワープロ操作、ホームページ閲覧、メール通信が可能な方

(2)障がいのある方へのパソコンボランティア活動に意欲があり本講習会
終了後、パソコンボランティア派遣事業の登録者として派遣要請に応
ずることの出来る方

 参 者
受講者８名 サポーター９名 講師４名
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 受講者の感想

 講座の進め方については比較の対照がありませんので何とも言えません。唯、他人
へのアドバイスについてはやわらかい言葉で反感を持たれない様な方法は良かった
と思います。小生も納得しています。

 最上、置賜のパソボラの方の活躍の場を増やす様御尽力賜たく、宜しくお願い申し
上げます。

 指導体験で各人毎に良い点、改善点を指摘していただいたので良かった。

 当日講習前に前のおさらいの話があったので良かった。

 大変わかりやすかった。

 講座の進め方、ご指導については大変良かったと思います。受講者としては、普通
のパソコン操作しか知らないことや障害者の方の操作の様子が思い描けないことか
ら、最初は理解しにくい面もありました。PC-talkerの操作に関しては、その場はで
きても全て記憶することは難しいので、その部分だけでもマニュアルを準備して頂
ければ、復習という形もとれるかと思います。

 初日にパソコンボランティアの方の貴重な体験談をお聞きしましたが、講座御にメ
モしたお話の内容を読み返すと、具体的な内容のお話を下さり、受講後であれば、
もっと理解が深まり質問もできたのではないかと思いました。
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1-２．平成29年度視覚障がい者IT講習会の実施

目 的
情報弱者となりやすい視覚障がいのある方に対して、情報通信技術を修
得する機会を設けることにより、情報通信技術の利便を等しく享受でき
る環境づくりとともに、社会参加の一層の推進を図るものとする。

主 催
社会福祉法人 山形県身体障害者福祉協会

協 力
NTTドコモハーティ講座事務局
山形県点字図書館

日 時
【村山地区】平成２９年１１月３日（金）・４日（土）・５日（日）
【庄内地区】平成２９年１０月７日（土）・８日（日）・９日（月）
※ 各日とも１０：００～１５：００
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会 場
【村山地区】山形県身体障害者福祉会館 第１会議室（山形県リハビリ
センター）
〒990-2231 山形市大字大森385

TEL：023-686-3690／FAX：023-686-3723

【庄内地区】庄内地域産業振興センター「マリカ」 第４研修室
〒996-0024 山形県鶴岡市末広町3-1 

TEL：0235-23-2200／FAX：0235-23-3615

参加対象
視覚障がいのある方で、視覚障がいのため通常のパソコン操作が困難
な方。または、パソコンを日常的に使われている方でスキルアップを
したい方。（パソコンの持ち込みも可）

参加者
【村山地区】参加者４名 サポーター８名 講師３名
【庄内地区】参加者４名 サポーター６名 講師６名
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講習内容

①パソコンの基本操作、文書作成

②インターネット利用

③電子メールの送受信

④その他、パソコン利用に関するご相談など

※ PC-Talker等の入ったノートパソコンを使用しました。

⑤庄内地区は、ＮＴＴドコモハーティ講座（らくらくスマー

トフォン）の実施

⑥サピエ図書館の利用方法
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総評

 前年度に続き、パソコンボランティア登録者に講師を勤めていただき、講師補助として各受

講者に対しマンツーマンでサポートを行う方法で講習会を実施した。

 受講者は、パソコンに慣れていない初心者から普段から使っている方まで幅広いスキルでし

たが、補助講師にマンツーマンでサポートをいただくことにより、両地区とも滞りなく、好

評のうちに講義を実施することができた。

 ドコモハーティ講座を講義の中に入れ「らくらくスマートフォン」講義は、新しいIT機器に

接する事で、参加者からも「新しいコミュニケーション手段に触れる事ができた」「スマー

トフォンも使えるかもしれない」「しっかり教えていただいた」という言葉をいただいた。

 「本講習会のお知らせが行き届いていない」や「初期の情報が足りない」などといった言葉

もあり、次年度への改善事項とする。
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1-３．平成29年度山形県パソコンボランティア研修会の実施

日 時
平成２９年４月１５日（土） １０：００～１５：００

会 場
山形県身体障害者福祉会館(〒990-2231 山形市大字大森385)

主 催
社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会

協 力
社会福祉法人山形県社会福祉協議会

参加者
パソコンボランティア9名
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講習内容

10:00 ご挨拶

10:10 平成２８年度事業報告・平成２９年度事業計画

10:30 自己紹介・情報交換

12:00 昼食休憩

13:00 講演
『ボランティア活動のすすめ』
講師：社会福祉法人 山形県社会福祉協議会
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意見・アンケート

 大変穏やか（特に午後）な、雰囲気で良かったと思います。

 庄内地域のパソコンボランティアの方々との交流の機会があれば良いと思う。

 ボランティアについて再認識しました。

 折角覚えた知識を活動に活かしたい、常に勉強が必要だと思います。

 自己研修ができる場を土曜、日曜日に用意してくださればと思います。

 中々、参加できずにいましたが思い切って参加して良かったです。

 活動中にわからない事ぶつかった時に聞けるルートがあると安心できます。

 派遣依頼がない、派遣回数が少ないので忘れてしまう。

 わからない事が多い（対応できる事とできない事がある）。

 養成講座で学んだ事を忘れてしまった、勉強したい。
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2.平成３０年度事業計画
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2-1.平成30年度山形県パソコンボランティア研修会開催

期 日
平成３０年４月１４日（土） １０：００～１５：００

場 所
山形県身体障害者福祉会館(〒990-2231 山形市大字大森385)
第一会議室

主 催
社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会

協力・講師
株式会社 トラストメディカル 小泉様

受講者
定員10名（パソコンボランティア登録者）
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2-2.平成30年度山形県パソコンボランティア養成講座
（村山会場）開催
期 日
平成３０年８月２５日（土） １０：００～１６：００
平成３０年８月２６日（日） １０：００～１６：００
平成３０年９月 １日（土） １０：００～１６：００
平成３０年９月 ２日（土） １０：００～１６：００

場 所
山形県身体障害者福祉会館(〒990-2231 山形市大字大森385)

主 催
社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会

受講者
定員10名
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2-3.平成30年度山形県視覚障がい者ＩＴ講習会
（置賜地区）開催

期 日（予定）
平成３０年９月２２日（日） １０：００～１５：００
平成３０年９月２３日（月） １０：００～１５：００
平成３０年９月２４日（火） １０：００～１５：００

場 所
置賜総合文化センター201研修室（予定）

主 催
社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会

協力
NTTdocomoハーティ事務局
点字図書館

受講者・サポーター
定員５名、サポーター5名
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2-4.平成30年度山形県視覚障がい者ＩＴ講習会
（村山地区）開催

期 日（予定）
平成３０年１１月２３日（金） １０：００～１５：００
平成３０年１１月２４日（土） １０：００～１５：００
平成３０年１１月２５日（日） １０：００～１５：００

場 所
山形県身体障害者福祉協会 第一会議室

主 催
社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会

協力

点字図書館

受講者・サポーター
定員５名、サポーター５名
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Backup
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4-2.我が国のICT機器保有状況
 スマートフォンの特徴として、1人が1台持つ情報端末であることが挙げられ、世帯単位での保
有よりも個人単位での保有が適切であると考えられる。ここでは他のICT機器との比較のため
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4-3.タブレット利用とパソコン利用、スマートフォン利用の
関係
 タブレットはスマートフォンほどの利用率の伸び
の勢いはないが、世帯保有率で34.4%、インター
ネット利用機器としては24%となっている。

 パソコン、タブレット、スマートフォン全ての利
用者は16.3%タブレット、スマートフォン利用者
の約３割は、ＰＣを使っていない。

 ※出典 総務省 平成29年度 情報通信白書
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4-4.年代別インターネット利用機器状況
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通信利用動向調査の結果を基にインターネットに接続する端
末の利用率の推移をみると、パソコンが横ばい、スマートフォン
が増加傾向にある。年代別にみると40代以下はパソコンよりス
マートフォンへの利用の中心がシフトしつつある。

※出典 総務省 平成29年度 情報通信白書


