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社会福祉法人 兵庫県視覚障害者福祉協会 

  



１ 

はじめに 

 社会福祉法等の一部を改正する法律の成立に伴い改正された定款に基づき、初めて理事が選

任され、新たな出発の年となった。特に、社会福祉充実計画の策定が義務付けられ、その計画

の中で組織体制の強化を図ってきたところである。具体的には、優秀な職員を採用するため、

初任給の見直しを行い募集したところ、多くの応募者があり、その中より退職補充１名、歩行

訓練士を養成するために２名、同行援護支援事業のサービス提供責任者の増員１名、計４名を

正規職員に採用した。 

また、協会の刷新化を図るため、L点字印刷機等の購入を進めたほか、利用者の利便性を高め

るため、点字図書館内部のレイアウトも大幅に変更した。経理事務においても会計処理を外部

に委託していたものを内部で処理できるよう会計システムの変更を行った。 

 平成29年度はコンプライアンス（法令遵守）を強化する年でもあった。就業規則をはじめ、

多くの規程の見直しを行うとともに、社会保険労務士を新たに顧問として採用し、職員相談員

への就任も依頼し、労務管理の適正化を図っている。 

 対外的には、平成３０年９月に神戸で開催される視覚障害リハビリテーション研究発表大会

の実行委員会副会長に当協会会長が就任するとともに、あはき裁判の傍聴等に理事が積極的に

参加するなど、その活動範囲を広げている。 

 今後も社会福祉法人として、視覚障害者の福祉の向上に積極的に努めていきたい。 

 

事業実施状況 

 

第１ 社会福祉事業 

１ 法人本部事業  

  本協会の運営に当たって、県福祉センター会議室において、次のとおり会議を開催し、

事業の適切な執行に当たった。 

 （１) 理事会 

    第３７回理事会         ６月 ９日 

    第３８回理事会         ６月２３日 

第３９回理事会        ８月１８日 

第４０回理事会      １２月  ８日 

第４１回理事会        ２月２３日 

第４２回理事会        ３月２３日 

（２）評議員会 

   第１５回定時評議員会   ６月２３日 

   第１６回評議員会       ３月２３日 

（３）監査会 

決算監査会           ５月１９日 

中間監査会        １１月１０日 



２ 

（４）正副会長会             ５月１９日、８月４日、８月１６日、２月１６日 

（５）支部長会 第３回支部長会  ９月２９日 

 

２ 視覚障害者情報提供施設事業 

（１）点字図書館等事業 

      県から指定管理を受託し、点字図書館を運営した。  

① 点字図書館事業 

図書利用状況 

 ア 利用者登録数 

   2,435人、平成28年度より24人増となった。 

イ 利用実数 

 〇点字図書             (延)   1,376人、(実)401 人、 1,396 ﾀｲﾄﾙ (3,435冊) 

平成２８年度との増減 (延)     28人減、(実)12人減、   94 ﾀｲﾄﾙ減(320冊減) 

  〇録音図書       (延)   15,831人、 (実)1,273人、23,345ﾀｲﾄﾙ (28,427巻) 

平成２８年度との増減 (延)    118人増、(実)230人増、  272 ﾀｲﾄﾙ増(830巻減) 

※上記の内、他図書館貸出数 

点字図書（延）   345館    361タイトル（1,300冊） 

録音図書（延）  6,315館   8,278タイトル (9,456巻) 

 

〇点字データアップ・ダウン利用状況 

 アップタイトル数 ５１タイトル、アップ巻数      １７１巻 

 ダウンタイトル数２３０タイトル、ダウン延べ利用者数２，１６３人 

 

〇録音(デイジー)データアップ・ダウン利用状況 

アップタイトル数 ５３タイトル、アップ時間数 ２７４時間 ３３分 

ダウンタイトル数１１２タイトル、ダウン延べ利用者数 ８，３５２人 

 

図書の状況 

ア 所蔵数                  平成３０年３月３１日現在 

    点字図書 １５，１３５タイトル、４３，０８３冊 

    録音図書 １４，５４９タイトル、５９，３２４巻 

    点字雑誌 ５１９冊 

    録音雑誌 ２，９７９巻 

    参考図書（普通文字）７１８タイトル、８５７冊 

  拡大図書 ２１３タイトル、３７８冊 

     点字・録音図書用原本（完了済みのもの）４，０３７冊 

  ※点字図書に拡大点字図書８タイトル８冊を含む。 



３ 

 

イ 図書収集、製作状況 

 〇点字図書       

厚生労働省委託図書 ３６タイトル（ ９６冊） 

寄贈図書       ７タイトル（ ３０冊） 

自館製作図書    ４８タイトル（１７４冊） 

購入図書       ５タイトル（  ７冊） 

小 計       ９６タイトル（３０７冊） 

点字雑誌      １７タイトル（１６７冊） 

  計        １１３タイトル（４７４冊） 

〇録音図書 

厚生労働省委託図書 ５６タイトル（ ６６巻） 

寄贈図書      １３タイトル（ １３巻） 

自館製作図書    ５８タイトル（ ５８巻） 

購入図書       ０タイトル（  ０巻） 

小 計      １２７タイトル（１３７巻） 

録音雑誌      ２６タイトル（３０２巻） 

  計        １５３タイトル（４３９巻） 

 

指導・相談の状況 

ア 読書相談 ２，０７３件 

点字・録音・拡大図書等に関する相談及び辞書引きサービスやコンピュータに よる全

国点字図書館、公共図書館等の蔵書検索を行った。 

イ その他の相談 １，３６０件 

中途失明等の生活相談及びボランティア等の相談や国立神戸視力障害センター、県立視

覚特別支援学校・市立盲学校への紹介、入所までの連絡及び点字指導等の相談があった。 

 

施設利用状況 

  ア 利用者数 

 聴  読  室  等            ２５人 

    閲        覧           ２２７人 

    ボランティア研修室等       ２，５１２人 

    録   音   室         １，７３３人 

    見 学 ・ その他         ２，０２４人 

       計             ６，５２１人 

 



４ 

イ 施設見学 

     県市町関係者                   ７名 

     県内障害者団体関係者              １０名 

     県内図書館関係者                 ５名 

     新任特別支援学級担当教員等           １３名 

神戸総合医療専門学校生             １１名 

神戸市外国語大学学生               ９名 

神戸市立宮本小学校２年生             ７名 

     大学生、高校生、中学生、小学生他(上記以外)   ２５名 

     点訳、音訳ボランティア             ３０名 

 

ボランティアの状況 

ア ボランティア登録数 

     点訳ボランティア        ８０名 

     音訳ボランティア       １０８名 

     デイジー図書製作ボランティア  １２名 

     対面朗読ボランティア       ６名 

     作業ボランティア        ２１名 

 

  イ 登録団体 

     点訳               １団体 

     音訳               ３団体 

 

ウ ボランティアの学習会等 

◇点訳研修会 

のじぎくＡ   月２回  第２・４土曜日       午後   （７名） 

のじぎくＢ   月１回  第３水曜日         午後   （５名） 

のじぎくＣ   月１回  第１水曜日         午後   （６名） 

のじぎくＤ   月２回  第２火曜日・４木曜日 午後      （３名） 

のじぎくＥ   月２回  第２・４木曜日       午後   （５名） 

のじぎくＦ   月２回  第２・３火曜日       午後   （４名） 

のじぎくＧ   月１回  第１火曜日         午後  （１２名） 

◇音訳研修会 

   月２回  第１木曜日             （１０名） 

   月２回  第３木曜日              （１８名） 

 



５ 

◇ボランティア交流研修会 

  兵庫県点字図書館・岡山視覚障害者センター合同研修会を平成２９年１１月９日 参

加者３６名を得て、活動ボランティア別情報交換会を実施した。 

   

 ◇対面朗読 

 ２月１名、３月４名、年間５名の方の対面朗読を実施した。 

エ 表彰関係 

    池田 文子  〔点訳〕（社福）日本盲人社会福祉施設協議会 奉仕者表彰 

    糟谷 京子  〔音訳〕（社福）日本盲人社会福祉施設協議会 奉仕者表彰 

     

点字ニュース即時提供システム事業 

   日本盲人会連合の実施している標記事業の窓口になり、速やかな情報提供に貢献している。 

ア 登録者の状況 

    個人登録１６人（公共機関等０） 

  イ 利用状況 

   ・点字ＪＢニュース送付者 ０名 

   ・メール版送信数  ３，６４８ 

 

その他事業 

 ア 点字図書館だより発行状況（年５回） 

       点 字 版    ７００ 部 

       録 音 版    ７５０ 部 

       普通文字版    ８００ 部   

          計   ２，２５０ 部 

 

イ 図書選定等委員会 

年４回開催し、視覚障害者、ボランティア、学識経験者の代表９名が、点字図書館

としてボランティアに作成していただく図書の選定等について協議した。 

 

② 身体障害者福祉事業  

  県からの委託事業を下記のとおり実施した。 

ア 視覚障害者情報提供促進事業 

フロッグワークス代表岸本将志を講師に、電話または来所にてパソコン等ＩＴ機器類の 

操作の指導や、トラブルに対応した。 

開催場所は県福祉センターで、４月～３月にかけて延べ31回、82人の参加があった。 

イ 視覚障害女性家庭生活訓練事業 

〇高砂市   開催場所 ユーアイ帆っとセンター 



６ 

・５月12日 参加者27名 

小西忠勝氏を講師に講演「認知症は怖くない」、田中正喜氏を講師に講習「ニコニ

コ体操」を行った。 

   ・６月９日 参加者25名 

勝部滋子氏を講師に講演「日常のマナー」、小川ひろ子氏を講師に、講習「音楽」

を行った。 

〇西宮市  開催場所 西宮総合福祉センター 

・６月22日 参加者27名 

竹之内由加氏を講師に講習「笑いと健康」、大川亭さくら(竹之内由加)氏を講師

に講習「楽しきかな落語の世界」を行った。 

   ・７月20日 参加者32名 

西宮市総合福祉センター職員を講師に講演「シネマデイジーの紹介と体験」、栗木

剛氏を講師に、講習「わが人生 泣いて笑って 今 終活の時」を行った。 

〇神戸市  開催場所 県立美術館 

・10月4日 参加者72名 

学芸員を講師に「プレミアム展 美術の中のかたち手で見る造形」 「大エルミタ

ージュ美術館展」の美術鑑賞を行った。 

    

ウ 視覚障害青年社会生活教室  開催場所 姫路市立総合スポーツ会館 

  ・１月12日、参加者３名 

コープ神戸ｺｰﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ高橋佳子氏を講師に、ヨガ体験講習会を実施した。 

 

エ 中途視覚障害者各種指導事業 

◎神戸市  開催場所 県福祉センター 

中途視覚障害者に対し、4月～2月の間、延べ１８回開催し、点字技能師・点字指導員である

仁枝玲子職員が、L点字を使用して触読の指導をはじめ、各種視覚障害者用器具の紹介、制度

の説明などを行った。 

◎県北部  開催場所 香美町、豊岡市、養父市、朝来市 

７名の受講生の自宅もしくは自宅周辺において、４月～３月の間、延べ58回、視覚障害

者歩行指導員 武内清氏を講師に、それぞれの目標に合わせてカリキュラムを組み、歩行・

点字触読訓練を行った。 

◎県南部  開催場所 姫路市、小野市、芦屋市、川西市、三田市、尼崎市 

12名の受講生の自宅もしくは自宅周辺において、９月～３月の間、延べ63回、社会福祉

法人日本ライトハウス養成部歩行訓練士５名及び視覚障害者歩行指導員 山口規子氏、淵

上正寛氏を講師に、それぞれの目標に合わせてカリキュラムを組み、歩行・点字触読訓練

を行った。 

 



７ 

オ 点訳奉仕員養成事業 

 ◎中級基礎講座 開催場所 県福祉センター 

   ４月～3月の間、全16回、各回６名を対象に、仁枝玲子職員が指導した。 

 ◎中級応用講座 開催場所 相生市 

   ８月4日、25日、９月８日の全３回、１５名に、点字技能師・点字指導員である馬場宏祐

職員が指導した。 

 ◎中級応用講座（英語） 開催場所 県福祉センター 

５月～３月の間、全10回、各回７名を対象に、仁枝玲子職員が指導した。 

※点訳奉仕員養成講座初級修了者：平成20年度～平成29年度累計 198名 

 

カ 朗読奉仕員養成事業 開催場所 県福祉センター 

 ◎朗読奉仕員研修会 

5月21日～3月4日の間、全14回、延270名の参加を得た。 

 ◎デイジー編集研修会 

毎週水曜日に開催し、延322名の参加を得た。 

※朗読奉仕員養成講座修了者：平成20年度～平成28年度 累計310名 

 

キ 視覚障害者社会参加支援事業 

 〇神戸市 開催場所：神戸沖洲会館 4月21日 参加117名 

   同行援護利用者と従業者の相互理解を深める研修を、岐阜アソシア歩行訓練士 棚橋

公郎氏を講師に開催した。 

 〇伊丹市 開催場所：伊丹市立図書館 ことば蔵 7月29日 参加延べ約100名 

   7団体出展が出展する用具展を実施した。 

 〇香美町 開催場所：香美地域福祉センター 8月5日 参加約30名 

   歩行訓練士 武内清氏及び小林由夏職員を講師に、日常生活用具や補装具の制度を中

心に研修を行った。 

 〇丹波市 氷上住民センター 11/13・27、12/11，1/15、2/19、3/12 参加各回7名 

   歩行訓練士 武内清氏を講師に、楽しく点字を習得することを目的に集まり学習する

会を開催した。 

 〇赤穂市 赤穂市総合福祉会館 1月20日 参加ﾌﾟﾚｰﾔｰ25名 

   「第1回赤穂STTオープン」として、障害の区別・有無を越えて交流しながら楽しんだ。 

 〇神戸市 県福祉センター 2月2日 参加延べ200名 

   15団体出展が出展する用具展を実施した。 

 〇香美町 香住文化会館 3月5日 参加延べ100名  

   但馬地区で初めて開催の展示会を、７団体の参加を得て実施した。 

 

 



８ 

ク 同行援護養成研修 

◎一般課程 

同行援護の制度と従業者の業務を理解し、基本的な移動支援の知識と技術を習得するため、

視覚障害者歩行指導員山口規子氏、小林哲夫氏を講師に、３地区で講習会を実施した。 

・明石市 開催場所：明石市生涯学習センター、 

開催日：9月5・6・28・29日    申込者・修了者20名 

・姫路市 開催場所：姫路市民会館、 

開催日：10月10･１１日、26･27日  申込者・修了者22名 

・神戸市 開催場所：兵庫県福祉センター 

      開催日：12月 4･6日、11･12日   申込者24名・修了者20名 

 

◎応用課程 開催場所 神戸市 

視覚障害者に対する理解を深め、講義・実技を通し必要な知識と技術を高めることを目的

に、視覚障害者歩行指導員山口規子氏、淵上正寛氏及び小林哲夫氏を講師に講習会を実施し

た。 

   平成30年4月から同行援護従事者の資格に応用課程の修了が必要とされたことから、受

講者数を増加させて実施した。 

開催日：12月18･19日、申込者33名、修了者25名 

開催日： 2月26･27日、申込者33名、修了者32名 

 

(２）点字出版施設事業  

29年度は、兵庫県、神戸市等の点字広報制作、音声広報制作のほか、市町の福祉関連

リーフレット、NTTの点字電話帳の作成を行った。また、衆議院の解散に伴い、衆議院選

挙の氏名掲示・公報作製の受注もあり、収入増となった。 

 

３ 同行援護支援事業 

   利用者、同行援護従事者とも、登録数が昨年度よりさらに増加し、平成30年３月末時点

では、利用者は98名(20名増)登録があり、内訳は県下27市町91名、県外１都２府２県７名、

同行援護従事者については、21市町（６市町増）77名（22名増）であった。 

実際に利用があったのは、県下23市町65名（18名増）であった。 

順調に利用者数が伸びたことから、事業開始以来、初めて黒字に転換するとともに、

サービス提供責任者１名ではこれ以上の受け入れが困難になることから、３月に２人目

のサービス提供責任者となる正職員１名を採用し、体制の強化を図った。 

 

４ 点字図書等充実特別会計事業 

   指定寄附の有効活用を図るため、点字図書等充実委員会を年３回開催した。 

また、委員より利用者とボランティアとの関係を深めたいとの意見が出たことから、点
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字図書利用者・ボランティアが参加した講演会・交流会を３月16日、兵庫県福祉センター

において実施した。参加人員は75名で、午前に辻野淑子氏の講演「読書を楽しむには」、

午後に交流会が実施され、音訳・点訳に分かれて会員とボランティアでグループを作り、

意見交換をした。 

 

第２ 公益事業 

１ 日常生活用具等斡旋販売事業 

平成２９年度はPTR３の発売延期が響き、２８年度より減収となった。一方、用具に関する相

談は増えており、神戸市や伊丹市、香美町における用具展には多くの参加者があった。 

 

２ 文化教養交流等事業 

  会員・ボランティアの参加を得て次の事業を実施した。 

(１)文化教養事業 

・将棋・オセロ・囲碁大会   ７月28日 県福祉センター   参加39名  付添等83名 

・点字競技会         ９月１日 県福祉センター   参加31名  付添等22名 

・芸能大会          10月13日 姫路キャスパホール 参加74名  付添等176名 

・兵庫県視覚障害者福祉まつり 12月1日 県福祉センター     参加164名 付添等198名 

 

(２）交流等事業 

① 日本盲人会連合 

・評議員会                      5月26日 ホテルクレメント徳島    参加１名 

・あはき協議会代議員会               5月26日 ホテルクレメント徳島    参加１名 

・スポーツ協議会代議員会             5月26日 ホテルクレメント徳島    参加２名 

・全国盲人代表者会議分科会・全体会議 5月27日 ホテルクレメント徳島    参加６名 

・第６９回全国盲人福祉大会          5月28日 アスティ徳島        参加９名 

・第１回近畿ブロック委員会            6月18日 京都ライトハウス        参加３名 

・第２回近畿ブロック委員会           11月17日 滋賀県視覚障害者センター 参加３名 

・近畿ブロック団体長会議              2月21日 奈良春日ホテル          参加１名 

・臨時評議員会                        3月26日 グランドヒル市ヶ谷      参加１名 

 

② 情報発信 

  ・県 視 協 情 報 発 行 － 年４回一般・特別会員に配布（デイジー版・ＣＤ版） 

  ・ホームページ配信 － 毎月１日更新 

 

③ 歳末助け合い等 

  ・敬老奉仕活動等事業 

    県下２０施設で実施し、参加者１０８名、受療者 ４５９名であった。 
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  ・歳末助け合い 

    12月に県下１０地区、２１名に見舞金を贈った。。 

 

④ 支部活動（中山財団各地区活動助成事業） 

尼崎・西宮・芦屋・川西・宝塚・三田・明石・加古川・小野・西脇・姫路・豊岡・丹波・

朝来・洲本の15地区において独自の支部活動が行われ、延５８５名の参加があった。 

 

⑤ 部活動 

〇青年部 

・青年部定期総会            5月12日 県福祉センター    参加11名 

・青年部近畿ブロック協議会第１回委員会 6月11日 県福祉センター    参加４名 

・青年部近畿ブロック協議会第２回委員会 2月12日 京都ライトハウス   参加２名 

・第63回全国盲青年研修大会         8月26・27日 鹿児島市勤労者交流センター  

参加２名 

・青年部研修会              2月16日 大阪くらしの今昔館    参加４名 

・青年部友情交歓会（兵庫県当番）    12月8日  

インスタントラーメン発明記念館（池田市）参加７名 

〇女性部 

・女性部定期総会                   4月28日 県福祉センター       参加34名 

・第６３回全国盲女性研修大会    9月6・7日 メトロポリタン高崎（群馬県）参加４名 

・研修会                               11月10日 若狭方面             参加78名 

・近畿ブロック連絡協議会                1月26日 滋賀県教育会館       参加４名 

 

〇高年部 

・高年部総会・研修会                  6月16日 県福祉センター        参加94名 

・日帰り研修会         10月20日 しいたけランドかさや（三田市）参加47名 

 

〇音楽部 

・日韓伝統音楽の調べ     11月7日、9日、11日 国立文楽劇場小ホール等  参加９名 

・第４３回筝曲定期演奏会 11月3日                   参加131名 

・洋楽部練習会           全11回 神戸市立総合福祉センター等   参加延べ152名 

・第１回洋楽部研修会     1月19日 明石市市民ホール          参加150名 

・音楽部総会             2月22日 明石市勤労福祉会館         参加14名 

 

〇スポーツ部 

【役員会等】 

・役員会（２回） ４月28日、12月15日 県福祉センター 
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・第１０回兵庫県視覚障害者ボウリング大会 2月9日 加古川ニッケパークボウル    参

加選手２６名 

・近畿ブロックスポーツ部委員会 7月9日、2月25日 京都府、奈良県 

・兵庫県障害者スポーツ連盟総会 4月16日 神戸市東部障害者在宅福祉センター 

・第１２回日盲連スポーツ協研修会 7月9日 京都府 

【フロアバレーボール部】 

・第３９回近畿視覚障害者フロアバレーボール大会 １月14日  

京都市障害者スポーツセンター 主催：京都府 参加選手7名 

・ＪＦＶＡクラブ日本一決定戦近畿地区予選会 ２月４日  

京都市障害者スポーツセンター 参加選手8名 

・全日本選抜フロアバレーボール愛知大会エンジェルカップ ３月11日  

愛知県体育館（名古屋市） 参加選手8名 

・練習会 年間16回 国立神戸視力障害センター、兵庫県立視覚特別支援学校  

各回約10名 

【サウンドテーブルテニス部】 

・ＳＴＴ交流会・審判講習会 4月14日 県立障害者スポーツ交流館  

参加選手22名、審判参加者11名 

・第５６回兵庫県視覚障害者サウンドテーブルテニス大会 6月2日  

県立障害者スポーツ交流館 参加選手63名 

・第６回のじぎく杯サウンドテーブルテニス大会 8月25日  

県立障害者スポーツ交流館 参加選手40名 

・ＳＴＴ交流会・審判講習会 10月20日 県立障害者スポーツ交流館 

 参加選手31名、審判参加者9名 

・第17回全国障害者スポーツ大会愛顔（えがお）つなぐ愛媛大会 10月28日〜30日  

愛媛県 サウンドテーブルテニス部門兵庫県代表：清水幸代 

・第５５回近畿視覚障害者卓球大会 11月12日 県立障害者スポーツ交流館 主催 ：兵庫県 

 兵庫県代表 8名 団体戦：兵庫県優勝、個人戦：1部女子3位赤松、2部男子優勝福嶋 

・強化練習会 7月7日、8月11日、9月1日、10月9日 県立障害者スポーツ交流館 

 参加選手7月4名、8月5名、9月6名、10月 8名 

【グランドソフトボール部】 

・第５５回近畿視覚障害者グランドソフトボール大会兼第１７回全国障害者スポーツ大会 

グランドソフトボール競技近畿地区予選会 6月4日 主催：神戸市 参加選手13名 

・第１９回兵庫県グランドソフトボール選手権大会 11月3日  

神戸市立大倉山公園野球場 当番：兵庫県 参加選手35名 

・県ＧＳ選手権大会実行委員会 4月21日、9月29日 神戸市立総合福祉センター 

・練習会（練習試合含む） 年間16回 望海浜公園、国立神戸視力障害センター  

各回約６名 
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第３ 社会福祉充実計画  

 当協会では、平成２９年度より社会福祉充実計画に取り組むこととし、７項目の計画を立案

し、以下のとおり計画を推進した。この計画の予算は補正により投資有価証券売却収入により

追加する予定であったが、実施事業の縮小と今年度の収入増により取崩は不要となった。 

 

１ 歩行訓練資格を持った職員の養成  

計画では派遣研修1名を予定していたが、採用が3月まで遅れたため、全額次年度に支出

する見込みとなった。 

２ 計画期間中の職員の増員  

   計画では2名採用予定であったが、3月に１名採用した。  

３ サービス提供責任者の増員  

   計画では1名採用予定で、3月に 1名採用した。 

４ 点字出版機器等の更新  

   購入はﾃﾞｭﾌﾟﾘｹｰﾀｰ２台、PC（点訳ソフト含む。）３台を購入した。 

５ IT情報室の改築  

   計画ではドアの改修工事をおこなうこととしていたが、施設管理者等の意見も踏まえ、IT

情報室の改築に代わり、図書館事務部門のスペースを縮小し、利用者・ボランティアの利便

性を高めることとした。 

６ 全県及び地区交流会の実施  

   会員外の社会参加やボランティアとの交流を進めるため、本年度は交流会を本部で実施し

た。具体的な取り組みとしては、県視協祭を県視覚障害者福祉祭に名称変更し、著名人を講

師に招くなど、広く集客に努めた。また、視覚障害者とボランティアの交流会を実施した。

（文化教養交流等拠点） 


