
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＮＰＯ法人障害者情報ネットワーク尼崎の願うもの 
理事長 広瀬 徹 

 ５年後、こうなっていたいという夢があります。 
 押し寄せている情報化社会の波の中で障害者がきちんと向きあえている事です。 
 私達の開いたコンピュータ教室の受講生を中心として２、３百名のコンピュータ

活用力を持つ障害者が出来る。その方達の隣近所にコンピュータの初歩を教えてほ

しい障害者やお年寄りがいればちょっと訪れて応援する。 
 ＮＰＯ法人の事業として、移動可能なノートパソコンを持ち運びながら、それぞ

れが訪れやすい近くの地域の公民館などで初級・中級講座が開かれている。 
 本部では、グラフィックデザイナーやプログラミングの専門家を講師とした技術

講座が開かれ、その受講生の中から仕事として報酬を受ける障害者が生まれてくる。 
そんな夢を描いています。 
コンピュータやインターネットを使いこなせれば、新しい世界が広がります。 
聴覚障害者にとって、文字と画像で作られるインターネットは、カラーパンフレ

ットを次々と広げていく世界で、聴覚障害とは関わりなく対等の世界が築けます。 
視覚障害者には、画面の絵（アイコン）を押すことで命令を伝える今のパソコン

は非常に使いにくいものです。しかし、その使いにくい画面を声に出して読み上げ

る「スクリーンリーダー」の発売、視覚障害者に適合したユニバーサルデザインの

提案など、その困難さを越える動きが続いています。 
肢体障害者にも、ワープロは大きな武器です。時間がかかっても文章を打ち込み

さえすれば、小さな文字サイズでもきれいな印刷をプリンターが替わりにやってく

れます。車いすトイレはどこにあるのか、その駅には車いす障害者が乗降できるエ

レベータがあるのかどうかが、インターネットで調べられる時代が来ています。 
 障害者こそこれらの情報機器を身近にしたいものです。 
 その願いを実現したいと 2003年３月にＮＰＯ法人を設立したのですが、さらに
その法人化の過程を仲間に伝えて、市内の障害者団体・作業所がＮＰＯ法人や小規

模福祉法人となっていく手助け・支援をすることも、大切な事業として実施してい

きます。 
 みなさん、お力をお貸し下さい。        
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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さる 2003年 3月 22日 2時から、尼崎市稲葉荘にある尼崎市立身体障害者福祉
会館にて、設立会員１１名の出席によって、ＮＰＯ法人障害者情報ネットワーク尼

崎の設立総会が開かれました。 
 まず特定非営利活動法人障害者情報ネットワーク尼崎設立の意志が確認され、設

立趣旨書、定款が原案通り可決され、引き続き設立当初の財産、初年度及び翌年度

の事業計画、収支予算に関する事項が承認されました。 
続いて役員の選任に移り、理事 広瀬 徹、広部景子、町田久美子、監事 寺岡  

睦が選出されました。設立代表者として広瀬 徹が選任され、議事録署名人を決め、

午後 4時に終了致しました。 
設立趣旨書 

わたしたち障害者をとりまく状況は、今大きく変わろうとしています。 

 国際障害者年(1981～1990)をきっかけとした障害者の自立と完全参加への世論が

大きく進展しました。福祉行政は、支援費制度新設に見られるように障害者の自立を

高める方向へと転換し、障害者自身の自立への意識も大きな進展をとげています。 

さらにＩＴ情報化時代の到来とともに、障害者の情報ネットワークの広がりが始ま

っています。 

例えば、携帯電話のメール機能は、聴覚障害者の通信方法として一気に広がりまし

た。コミュニケーションが容易ではない障害者も自分のペースでコミュニケーション

できる手段が増えることにより、他者や社会にアクセスすることが容易になりました。

情報獲得の手段として、インターネットは障害者にとって大きな力となることが次第

に分かってきました。ホームページの開設は、個人から作業所・団体に及び、広く交

流・広報の役割をするようになってきました。 

 このような時代の流れの中で、わたしたちは２００１年３月、任意団体障害者情報

ネットワーク尼崎を設立し、自らの持つ情報活用力を障害者及び障害者関連作業所・

団体へ向け、初級パソコン教室、初級ホームページ教室を開講してきました。その中

でコンピュータ活用力の向上を目指している多くの障害者に出会いました。 

 障害者及び障害者関連作業所・団体のいっそうのコンピュータ活用力の向上を図る

ため、より組織的な取り組み、広範な情報活用力を持つ障害者・市民の結集が必要で

あり、特定非営利活動促進法による法人化を決意しました。 

行政が障害者サービスを決定してきた措置制度から、障害者が契約に基づきサービ

スを利用するという新たな契約制度へと移行する福祉施策の中で、障害者関連作業

所・団体は、自立や充実のため、「小規模社会福祉法人」または「ＮＰＯ法人」へ移行

していくことが必要なこととなってきました。 

わたしたちは、自らをＮＰＯ法人化しながら、その過程を共通財産として広報し、

障害者関連作業所・団体の法人化を支援していきます。その中で培った障害者・障害

者作業所・関連団体のネットワークを、障害者福祉の増進のため役立たせる活動や事

業を実施します。 

 「障害者は、同年齢の市民と同等の基本的権利を有する」とする１９７５年の国連

の「障害者の権利宣言」を実現する一助として、障害者の自立支援及び当該団体の活

動の向上に寄与するため、特定非営利活動法人障害者情報ネットワーク尼崎を設立す

るものです。 

ＮＰＯ法人設立総会が開かれました 
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第１章 総則 （名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人障害者情報ネットワーク尼崎という。 

第２条 この法人は、主たる事務所を兵庫県尼崎市大庄北３丁目２５番地１－１０４

号に置く。 

 

  第２章 目的及び事業 

第３条 この法人は、障害者及び障害者関連作業所・団体に対してコンピュータの活

用支援を行うとともに、当該団体等に対しＮＰＯ法人等設立・運営の支援に関する事

業を行い、障害者の自立支援及び当該団体等の活動の向上を図り、もって障害者福祉

の向上に寄与することを目的とする。 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動

を行う。 (1) 保健、医療、又は福祉の増進を図る活動 

     (2) 社会教育の推進を図る活動 

(3) 人権の擁護または平和の推進を図る活動 

     (4) 前各号の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業

を行う。 

(1) 障害者および障害者関連作業所・団体に対するコンピュータ教室開催事業 

(2) 障害者および障害者関連作業所・団体に対するコンピュータ機器設置支援事業 

(3) 障害者および障害者関連作業所・団体に対するホームページ開設・運営支援事業 

(4) 障害者および障害者関連作業所・団体に対する法人設立・運営に関する支援事業 

(5) 障害者福祉に関する情報発信事業 

 

  第３章 会員 

第６条 この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以

下「法」という。）上の社員とする。 

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 

 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して支援する為に入会した個人及び団体 

第７条 会員の入会については特に条件を定めない。 

 

  第４章 役員及び職員 

第 13条 この法人に次の役員を置く。 

 (1) 理 事  ３人以上１１人以内。 (2) 監 事  １人又は２人。  

２ 理事のうち、１人を理事長、１人を副理事長とする。 

 

  附則 

６ この法人の設立当初の会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

 正会員 年会費 1,000円 

 賛助会員 個人 年会費 一口 1,000円（１口以上） 

団体 年会費 一口 5,000円（１口以上） 

※ 趣旨に賛同して頂ける個人、及び団体のみなさま、ぜひ会員となってください。 

ＮＰＯ法人 障害者情報ネットワーク尼崎 定款（抜粋） 

ＫＳＫＰ（明日のために No.1） 通巻 6326号 2004年 2月 15日発行 （３）



 

 

視覚障害者のパソコン講座を経験して  安藤 和男 

 私は、視覚障害者にとってパソコンを利用する事により多くの情報をえたり、意

思伝達の道具になるのでは、ないかと思い、依頼があれば、私が知りえたことを  

伝達してきました。 

今回は、キーボードの配列の習得について少し私の経験を書きます。 

みなさんもご存じのようにキーボードの配列は、ほとんど同じなのですが、メー

カーやパソコンの種類によって少し異なります。そこで私は、基本キーを知りえた

だけでは、全体の配列がわかりにくいのではないかと思い次のことを工夫しました。 

キー配列を点図（碁盤の目のように）で表しそれを、常に見ることにより理解が  

深まるのでは、ないかと思い実施しました。するとなにもないときよりも早くキー

配列を、理解し次のステップに進めるようになりました。 

これからも、点図を工夫しながらパソコン講習会を続けていきたい。 

 

訪問教室への期待  広部恵子 

 私自身の経験ですが設備の整った所で音声の出るパソコンに触れ、飛びついたと

ころが、我が家ではなかなか使いこなせず困り果てました。ノートパソコンにして

からはトラブルが起きても持っていけるのでよいのですが、デスクトップの場合は

今でも訪問指導が必要です。 

 最近、特に視覚による情報が増えています。私たち視覚障害者が情報障害者とな

ってしまわないためにも、インターネットやメールお使いこなせるようになりたい

と思っています。そのためにも、訪問教室を設けて、各人のパソコン環境に合わせ

て、また各人の得たい情報が取得できるように接続のお手伝いができればと考えて

います。訪問する場合には、インターネット接続などに講座をマスターしたサポー

ターと、音声化に精通した視覚障害者がペアで行いたいと思っています。 

 

障害者と情報  町田久美子 

近年、私達の周りではさまざまなものがコンピュータ化 
されてきています。例えば、パソコンを使っていざインタ 
ーネットにつなげば、その場所にいながらにして、自分の 
調べたい情報を見る事もできます。 
その事は、健常者だけでなく、むしろ障害者にとって便 

利な世の中になってきているのではないでしょうか。 
そんな世界を、この「NPO 法人障害者情報ネットワーク尼崎」を通して、より
多くの障害を持つ方々に知っていただければと思っています。 
パソコンが初めてな方、機械類をさわるのは苦手なんだけど…と思われている方。

同じ障害を持つメンバーが講師にあたり、じっくり丁寧に指導してくれます。 
ぜひ一度、パソコン教室にいらしてみてください。 

 

法人会員よりのメッセージ 
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グラフィックデザイナーとして  奥山洋介 
 

 今、在宅でマッキントッシュ（Mac)の G4を使ってイラスト、グラフィックデザ

イン仕事をしています。 

Macを使って、3D立体画面やクォークとかまたインターネット、Eメールなどの

いろいろ面白いことをやっています。 

Mac3台と Win2台とのつなげる切換の 2台モニターを所持しています。 

 3、4年前、大型ゴミで壊れた MacPowerPC8500/120型と別の Macを拾って、自分

が改造して、仕事で大事に使っています 

おかげで、5件ほど大阪や堺の友だちから、パソコンのシステムが壊れたため SOS

携帯メールで頼まれたりします。早速に家庭訪問して、いろいろの必要なインスト

ールをして直せた時には、ホッとした経験を持ちました。Macを所持するろう者は

少ないので、「Macの奥山ドクター」が居れば助かるってよく言われています。 

 今考えていることは、新しい時代だからパソコン経験の少ない障害者のため、な

んとかデザイン講座で教えるようにしたい。「いろいろといじっているうちに面白

いなと思ったこと、そして自分が満足できるグラフィック作品を作ること」という

基本的なことがらを徹底的に教えたいと思っています。機械など設備の準備が来ま

したら機関誌で案内をだしますのでどうぞ参加して下さい。 

 

インターネットで世界は広がる サイト運営８年 
               みんなの労働文化センター相談役  鈴木 勉 
最近のパソコンはすごく性能も上がり、家電感覚のように使い勝手もよくなりま

したね。僕はパソコンを使い始め２０年近くになりますが、当時は個人（家庭）で

利用するパソコンはワープロくらいの使い道しかないし、ソフトの数も少なく、後

はゲームをするくらいで、値段は４倍以上する無茶高価なオモチャ？でした。今の

ようにマウスなんてなく入力はキーボードだけ、命令を出すにも、英文字を打ちな

がら動かす。もちろん、ハードディスクもなくＣＤもなく、フロッピーディスク１

枚で動いている時代でした。 
 少しずつパソコンの性能もよくなり、パソコン通信（インターネットの前）を出

来るようになりました。その頃の通信はほとんど文字だけの世界。白黒の画面に流

れていく文字を追いかけていくだけでしたが、これで全国の知らない人と話が出来

る、こんな裏の世界があったんだと、１２年くらい前からハマリ込んでいきました。 
 その後、現在のようにパソコンが各家庭に普及することで、誰でも簡単にインタ

ーネットが楽しめる時代が来ました。猫も杓子もインターネット時代ですね（笑） 
 僕が個人のホームページサイト「ベン親父の部屋」を開設したのは、もう８年ぐ

らいになります。当初は自分の障害（脳性麻痺の二次障害）が重くなるので、専従

介護者を捜す目的で立ち上げたのですが、障害者自身がサイトを開設するのは少な

く、逆に全国の人達（障害者も健常者も関係なく）から、相談メールが来るように 

なり、今はもう福祉的？アングラ？（性の悩みも含んだ）相談室のようなものにな

っています。かなかな？？最近ちょっと更新やレスもせずサボっておりますが・・・。 
 サイトに、掲示板やチャットを設置すると、毎日、顔を出してくれる常連さんが 
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出来ます。ネット上でいつも話をすることで親しくなると、実際会って飲み食いし

ようという話になります。ネット言葉で「オフ（ＯＦＦ）会」と言うやつです。オ

フを企画することでネットで知り合った人達（もちろん障害者も健常者も関係な

く）が全国から集まってきてくれます。この８年間で、北海道で１回、東京で２回、

大阪で４回と１０～２０人規模のオフ会を「ベン親父の部屋」主催でやりましたね

ぇ。ミニオフも加えれば２０回以上ですかね。人付き合いの苦手な僕でも、ネット

をしなければ当然知り合うことのない、全国に親しい友人が出来、映画「ユーガッ

ト・メール」のような、いろんな経験も出来ました。 
 ついこの前も、仕事のついで？にと、東京から電気工事一式を積んだ車で、僕の

電動車いすにライトを付けに（無茶ハデになりましたが）来てくれた電気屋の友人

とかがいます。ネットは本当に使い方を間違わなければ生活の楽しさが倍増します。

ただ、逆にネットにはいろんな落とし穴があるのも事実です。架空の世界と現実の

世界、いろいろ見極めながらネットの世界を楽しめればいいなぁと思います。 
僕はほとんど周りに教えてくれる人もなく、自己流でパソコンを使ってきました

が、「障害者情報ネットワーク尼崎」が行っている障害者対象のパソコン教室はす

ごく意義のあることだと思います。パソコンを使ってネットでの情報発信や収集が

出来ると言うことは、外出が困難な障害者にとって社会経験が出来る１つの方法と

しては、すごく良いことでしょう。最近では、ネットを使っての障害者の在宅ワー

クも進んでいます。今後の活動で、１人でも多くの障害者がパソコンを使って個々

の世界が広がっていくような手助けになるよう期待しています。 
最後に通信の創刊おめでとうございます。 

※ ホームページ「ベン親父の部屋」http://www1.u-netsurf.ne.jp/~benoyaji/ 
 

 

ＮＰＯ法人障害者情報ネットワーク尼崎のホームページ 

NPO法人障害者情報ネットワーク尼崎のホームページを開いています。 

NPO 法人を設立するまでの書類の書き方や、設立後の市役所、税務署、法務局へ
の諸届けについて、障害者コンピュータ支援のいろいろな技法、コンピュータ教室

の案内・テキストの掲載、全国の障害者支援のリンク集・・・など役に立つ情報が

たくさん掲載されています。 

  

 

 

 

 

 

 次のアドレスを指定すれば、インターネットにつながっているコンピュータなら

どこからでも見ることが出来ます。ぜひ一度見て下さい。 

http://amanetzh.web.infoseek.co.jp/ 
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■コンピュータ教室開催事業（障害者自身が講師をします） 

（１）入門教室 

マウス操作からキーボード入力まで、初歩から。 

（２）ワープロ初級教室 

ワープロ Word文書の作成の初歩から、はがき作成。 

（３）ワープロ中級教室 

Word文書の飾りやデジカメ取り入れなど中級。 

（４）ホームページ作成教室 

実際に無料ホームページへ掲載するところまで。 

 

■コンピュータ機器設置支援事業 

 障害者が一番困っているのが、教室や講習会で習っても、自宅にあるコンピュー

タやインターネットがうまく動かない時です。 

担当者が在宅・作業所へでかけ、コンピュータの設定やインターネット接続を支

援します。 

■ホームページ設置支援事業 

 障害者自身がインターネットを出来なくても、家族・友人・身近な職員などから

有用な福祉情報が得られる時代となりました。 

作業所や障害者団体のホームページ設置を支援します。無料ホームページを紹介

し、実際にページを掲載できます。また作成したページの維持を一緒に請け負うこ

とも出来ます。 

 インターネットのほしい情報を肩代わりして入手し、ファックスなどで送付する

サービスをいたします。 

■法人設立に関する支援事業 

作業所や障害者団体の NPO 法人化、小規模社会福祉法人化を支援するため、情

報・講座を開きます。私たちの法人化への手順や書類を、ホームページ上に公開し

ています。お読み下さい。 

■障害者福祉に関する情報発信事業 

障害者福祉・コンピュータ利用・法人化 

推進に関して、ホームページ・広報誌により、 

情報の発信を行います。 

広報誌「明日のために」（年４回）を発行 

します。障害者のコンピュータ支援について 

の情報が満載です。 

 

 

ＮＰＯ法人障害者情報ネットワーク尼崎 の事業 
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図は「プロップステーション OPENチャレンジドイラスト 
カット集」から使わせていただきました。感謝です。 



 

 

（１）入門教室 ３月１５日（月）より毎週月曜日 午後２時～４時まで 

ほとんどコンピュータをさわったことのない人のための入門教室です。スイッ

チの入れ方・切り方から教えます。定員３名。 

（２）ワープロ初級教室 ３月１６日（火）より毎週火曜日 午後２時～４時まで 

ハガキなどの印刷をしたことのない方のための初心者ワープロ教室です。ワー

プロ Word文書の作成の初歩から初めて、ハガキでのあいさつ状作りまで。 

（３）ワープロ中級教室 ３月２０日（土）より毎週土曜日 午後２時～４時まで 

ハガキなどを印刷された経験のある方に、ワープロ文書のレイアウト方法、文

字飾りのあれこれ、デジカメ画像の文書への取り入れなど、中級の技を。 

（４）視覚障害者キーボード入力練習教室 曜日は相談出来ます。 
コンピュータを持っていない視覚障害者のみなさんへ教室を開きます。まずキ

ーボードの入力練習を中心にします。音声ボード付きのコンピュータ３台。 
回数：１講座４回（週に１回）   

費用：参加費教材費 ４回で 3000円 

申し込み：電話 6418-2120、FAX 6418-1342（先着順） 

 場所：身体障害者福祉会館（右図） 

稲葉荘 3丁目 9-26 電話 6419-0030 

 

 

情報会員を募集中です 
（１）コンピュータ操作方法などわからないことが出たら、ファックス・電子メー

ル・電話・携帯電話メールで質問を受け付けます。 
（２）インターネットに接続できていない人にも、調べてほしい情報を、代わりに

調べて、ファックス、電話または携帯電話メールでお知らせできます。 
例えば、丹後半島で障害者が泊まれそうな旅館を探したい時、インターネットで

検索して、旅館の電話番号をお知らせする。阪神バス出屋敷から、労災病院行きの

バスの時刻表がほしい時、インターネットで調べて時刻表をプリントして電話で伝

える、などができます。 
（３）１年間の会費 500 円を、名義人：特定非営利活動法人障害者情報ネットワ
ーク尼崎あて、郵便振替：00910－4－269867、または銀行口座：三井住友銀行（普
通）立花支店 1528152、へ振り込んで下さい。詳しい情報案内を送ります。 
 

＜編集後記＞ 

創刊号を送ります。 

まもなく暖かい春が 

来ます。 

楽しみですね。 

パソコン教室の受講生を募集中です 

発行人：関西障害者定期刊行物協会 
 大阪市城東区東中浜2-10-13 緑橋グリーンハイツ1F
編集人：ＮＰＯ法人 障害者情報ネットワーク尼崎 
所在地 尼崎市大庄北３丁目２５番地１－１０４号 
編集責任者：広瀬 徹        定価 100円 
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