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平成２７年度より、筆記通訳者研修会（以下：現任研修）が横浜市リハビリテーション事業団（以

下：事業団）の指定管理事業となり、横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設（以下：情提）が実施する

こととなりました。本研修会に関する経過等について説明します。 

横浜市の筆記通訳者養成・研修事業は、平成１６年度までは、横浜市聴覚障害者協会（以下：横聴

協）が実施されていました。同事業の実施団体が、横聴協から横浜市中途失聴・難聴者協会（以下：浜

難聴）に変更となって以降、平成２６年度までの１０年間、浜難聴が企画・運営に尽力されてきまし

た。このたび、現任研修は事業団事業となりましたが、養成事業については引き続き浜難聴事業となり

ます。ちなみに、手話通訳者については、現在、養成事業は横聴協、現任研修は情提が実施しています

ので、同様の分担となります。 

本現任研修において、これまでも情提としては、事例検討を担当するなどし、研修の状況を派遣事業

にフィードバックするよう努めてきました。しかし、派遣事業との連携面では困難な部分もあり、この

点については、以前より浜難聴や筆記通訳者の皆さんからも、課題として上がっていました。そのよう

な経過に加え、平成２６年度の要約筆記者制度の変更が契機となり、「手話通訳者と同様に、派遣現場の

実態に即した通訳者としての知識・技術の向上を図ることを目的とした研修として、その内容を充実し

ていく」旨の横浜市としての方針が示され、今回

の実施団体変更に至ったわけです。 

今後の研修では、横浜市の方針にあるとおり

「派遣現場の実態に即した」研修企画とともに、

出席状況、個々の通訳技術の到達状況等の把握に

も努めながら、派遣コーディネートに反映してい

く予定です。しばらくの間は、参加者の感想や講

師の評価等をお聞きしつつ、必要に応じて修正を

加えながら、より効果的な研修へと作り上げてい

ければと考えています。 

 

 
５月２８日（木）、横浜市消防局からの依頼で、横浜市聴覚障害者協会理事長井上氏と聴覚障害者相談

員が上記の研修会「聴覚障がい者の人権について」の講師を務め、職員３７人の参加がありました。 

井上氏からは「聴覚障がい者としての体験」、聴覚障害者相談員からは「聴覚障害者への対応」の話を

しました。聴覚障害者への理解とコミュニケーションの工夫が今後の救急活動につながればと思います。 
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６月３日（水）、４日（木）の２日間、第１１回全国聴覚障害者情報提供施設協議会（以下「全聴情

協」）の総会、大会が山口県で開かれ、５０施設の職員と関係団体合わせ、約９０人が参加しました。 

３日の総会は、開催地の山口県聴覚障害者情報センター田村所長により行われ、平成２６年度事業

報告・決算、平成２７度事業計画・予算が承認されました。また、今年度は役員改選（２年任期）に

あたり、新理事長に小中栄一氏（富山県聴覚障害者センター）、副理事長に小野康二氏（熊本県聴覚障

害者情報提供センター）、事務局長に前田定幸氏（京都市聴覚聴言センター）が理事間の互選により選

任されました。聴覚障害者情報提供施設（以下:情提）は、２７年４月に、愛知県と京都府の施設がオ

ープンし、現在全国５１施設となっています。 

総会後開かれた大会では、「地域生活支援事業における意志疎通支援の今後」というテーマで、全聴

情協近藤前事務局長のコーディネートによるシンポジウムが開催され、新谷知良氏（全日本難聴者・

中途失聴者団体連合会理事長）と、石野富志三郎氏（全日本ろうあ連盟理事長）の基調報告の後、道

躰（どうたい）正成氏（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部）と、久松三二氏（全日本ろうあ連

盟事務局長）から、それぞれの立場から情提事業に関する課題につき話がありました。 

新谷理事長からは、今後の難聴者関係事業の前提として、難聴者は、「元の聞こえの状態に戻した

い」という、ろう者とは異なるニーズを持ち、その聴覚補償（低下した聞こえを補聴器や人工内耳で

補うこと）に関するサービス提供の際に生じる、医療的支援と社会的支援のギャップをどこで受け止

めるのか、それも情提の役割なのか？等の問題提起がありました。 

次年度の総会・大会は、平成２８年６月に大阪府で開催予定です。 

 

手話・筆記通訳者と情堤職員が一堂に会し、新年度の組織（通訳者・情提職員）体制、派遣事業に関

する制度、研修計画、通訳業務に関する留意点を確認するため、年度当初に事業連絡会を実施してい

ます。 

 今年度は、４月１１日（土）の午前に手話通訳者、午後は筆記通訳者の連絡会を実施し、出席者は

手話通訳者１１０人、筆記通訳者５１人でした。手話通訳者の連絡会には横聴協井上理事長、筆記通

訳者の連絡会には浜難聴川井会長にご挨拶をいただきました。その後施設長より派遣事業に関する平

成２６年度の国・神奈川県・横浜市の状況説明等がありました。 

通訳業務に関する留意点の確認では、通訳業務の基本的な事項と

特に留意してほしい点について確認をし、研修計画では１年間の

現任研修について説明を行いました。 

 新年度の組織関係では、手話通訳者１４９人（非常勤３０人、登

録１１９人）、登録筆記通訳者数８４人です。事業連絡会は情堤職

員と通訳者が１年に１回顔を合わせることができる大切な機会で

す。今後も内容の充実を図っていきたいと思います。 

 

 

全聴情協総会・大会に参加しました 

 
手話通訳者・筆記通訳者事業連絡会を開催しました 
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 国立障害者リハビリテーションセンター学院手話通訳学科 教官 宮澤典子さんをお招きし、上記

テーマの研修を行い９３人が出席しました。同時通訳は、起点発話を理解し、それを概念化し目標言

語として産出する作業であり、話者の日本語にこだわらず言葉に込められた意味も概念化していくこ

とをわかりやすく説明していただきました。通訳理論を改めて整理

でき、日本語と手話のそれぞれの言語的特性を理解することが通訳

技術を磨くために必要であることも再認識できました。 

平成２７年度の手話通訳者現任研修会は「登録年次別」「課題別」

「全体」で５月中旬から実施しています。全体研修では、筆記通訳

者と合同の内容も計画しています。時機に応じて報告します。 

 

 

６月１３日（土）～１４日（日）に福島市内にて開催されました。全国要約筆記問題研究会（主催）は、

「音声情報バリアフリー社会の実現」を掲げ、聞こえる人も、聞こえにくい人も安心して暮らせる社会の

実現を目指す。１日目は基調講演と分科会、２日目は分科会（続き）。今回、第１分科会「運動論」に参加。

「意思疎通支援の見直しと福祉の動向」について、日本盲人会連合会会長と全日本難聴者・中途失聴者団

体連合会理事長との対談や、改正障害者雇用促進法に関する講演会があり、最新の法改正の動きなどにつ

いて学んできました。来年は大阪にて開催です。 

     

 

 

平成２７年度関東ろうあ者相談員連絡会の総会が５月２２日（金）に聴覚障害者情報文化センター（目黒

区）で開催されました。当施設からは２人参加しました。定期総会では、平成２６年度の事業報告、会計・

監査報告が承認されました。また、総会終了後の連絡会では各施設から平成２６年度の事業報告を行いま

した。報告では、全体的に相談者が高齢化し、介護保険のサービス利用に関する相談が増加している様子

がうかがえ、相談内容や対応が難しく複雑化しているという印象を受けました。今年度の連絡会は、今後

４回（事例検討、施設見学、ロールプレイ、セルフメンタルヘルス）開催を予定しています。

  5/16 手話通訳者全体研修 

「手話通訳の理論と実践 日本語→手話」 

      【参加報告】 

第 33 回全国要約筆記問題研究集会 in 福島 

      【参加報告】 

 関東ろうあ者相談員連絡会総会 
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ＣＳ障害者放送統一機構「目で聴くテレビ」へ自

主制作番組を提供しています。５月１９日(火)

「目で聴く火曜日」の「つつうらうら」のコーナ

ーで番組が放送されました。 

「横浜散歩～西洋理容発祥の地～」をタイトル

に、横浜における西洋理容の発祥と、ろう者のご

夫婦で経営されているヘヤ

ーサロンを紹介しました。 

番組は今後、tvk「目で聴く

テレビ神奈川」でも放送さ

れます。 

 
７月２４日（金）～２４日（土）にパシフィコ横浜

展示ホールＤにて、当事業団主催の、福祉のことが

分かる総合イベント「ヨコハマ・ヒューマン＆テク

ノランド２０１５（愛称：ヨッテク）」を開催します。

今年は「暮らしの質」がテーマです。暮らしを彩る

プラスワンということで、さまざまな福祉機器や体

験を通して楽しめる企画です。 

当施設からも、聞こえない、聞こえにくい方が豊か

に暮らすためのサポート機器を展示し、役立つ情報

をたくさん取り揃えてお待ちしておりますので、是

非お立ち寄りください！入場は無料です。

（５月末までの累計） 
■通訳者の派遣・紹介人数 ■聴覚障害者の相談 

内 容 手話通訳 筆記通訳 合 計 昨年同月 相談事業 実件数 対応数 

医療・保健 ６９８ １９ ７１７ ７４７ 医 療 ７ ７ 

司 法 １４ ０ １４ １０ 職 業 ５ ６ 

教育・保育 ２１４ １６ ２３０ ２３９ 教 育 ２ ２ 

労働・雇用 １３５ ３９ １７４ １４０ 住 宅 ５ ９ 

社会生活 １５２ ５ １５７ １９８ 生 活 ３９ ５４ 

自己啓発 ５３ ６ ５９ ６３ 福 祉 ２０ ２６ 

福祉推進 １１６ １８０ ２９６ ２６４ 法 律 ４ ４ 

相談員 １ ０ １ ２ 聞こえ ２ ２ 

合 計 １３８３ ２６５ １６４８ １６６３ 合 計 ８４ １１０ 

昨年同月 １４２２ ２４１ １６６３  昨年同月 ７１ １１２ 

■通訳者の現任研修 ■映像・字幕制作 

手話研修 回 数 ４ 参加人数 １０８ 
自主制作作品数 ５ 

筆記研修 回 数 ５ 参加人数 ９７ 

 
５月 

２ 手話運営委員会（横聴協） 
11 手話新人研修（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ他） 

11 要約新人研修（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ他） 

13 手話奉仕員養成 指導状況見学 

14 消防局研修打ち合わせ 

16 手話通訳者全体研修 

16 手話通訳者養成 指導状況見学 
18 手話新人研修 

19 県下派遣 3窓口会議 

21 健福局との定例会議 

22 関東ろうあ者相談員連絡会総会 

25 衛生委員会 

25 要約新人研修 
25 手話 2年次研修 

26 防災訓練 

27 手話奉仕員養成 指導状況見学 

28 消防局人権研修 

６月 

３ 筆記現任研修 

3～4 全聴情協総会・大会（山口県） 

７ 横聴協の集い 

６ 手話奉仕員養成 指導状況見学 
８ 非常勤手話業務調整会議 

９ 通訳現場見学（ｺﾐ教室） 

10 消防局打ち合わせ 

11 聞こえの相談事業運営委員会 

12 横浜市立聾学校訪問 

13～14 全要研集会（福島県） 
16 通訳現場見学（市主催会議） 

16 事業団階層別研修 

19 ときわ虹の会学習会 

19～21 通訳者養成ﾘｰﾀﾞｰ研修（山梨県） 

19 手話運営委員会（横聴協） 

19 全聴情協関東ﾌﾞﾛｯｸ映像制作担当会議（県

ｾﾝﾀｰ） 
22 衛生委員会 

22 手話 3年次研修 

23 全聴情協関東ﾌﾞﾛｯｸ事務局会議（ﾗﾎﾟｰﾙ） 

24 健福局との定例会議 

26 ラポール運営委員会 

27 手話全体研修 
29 手話 2年次研修 

30 手話養成講師会（横聴協）

 

 
自主制作番組が放送されます 

 

今年も”ヨッテク”開催します 
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