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平成２８年１月からマイナンバー制度の開始にあたり、国民一人ひとりに１２桁の番号（マイナンバー）

が割り当てられます。そこで、マイナンバーをお知らせするために、平成２７年１０月から住民票の住所

に簡易書留で通知カードが届きます。平成２８年１月から、申請によりマイナンバーが記載された個人 

番号カードが交付されます。申請の際に、通知カードが必要になりますので、大切に保管してください。 

※ご不明な点がありましたら、聴覚障害者相談員まで。ご相談をお受けします。 

問い合わせ先 

【横浜市マイナンバー制度コールセンター】０５７０-０４５-５０６＜全国共通ナビダイヤル＞ 

 ＜受付時間＞月曜から土曜 午前９時００分から午後５時００分まで（日・祝日・年末年始はお休み） 

【横浜市総務局しごと改革室行政・情報マネジメント課 マイナンバー制度準備担当】 

                ＴＥＬ：０４５-６７１-３３２１ ＦＡＸ：０４５-６６４-５９１７ 

                        ※ＦＡＸでのお問い合わせは、専用 FAX用紙あり。 

（横浜市総務局ホームページ：http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/gyosei/mynumber/） 

 

９月６日（日）、横浜ラポールにて、ラポールの祭典２０１５が開催

されました。今回初めて聴覚障害者情報提供施設として、自主企画  

「手話で話そう！」を実施。ミニ手話教室①１０：３０～、②１１：   

３０～、③１３：３０～（各回約１５分）のほか、パソコン通訳体験 

コーナー、耳が聞こえない人のクイズ、パネル展示などを行いました。 

ミニ手話教室では横浜市聴覚障害者協会の協力により、ろう者の講師から直接指導。手話のわからない

初めての方でも楽しく参加してもらえる内容を企画しました。ミニ手話教室終了後には、手話で「ありが

とう」と言って帰られるお子さんもいました。パソコン通訳体験コーナーにおいては、実際に通訳現場で

使っている機器をセッティングし、パソコンに打ち込んだ文字がスクリーンへ映し出されるという体験を

してもらいました。 

来場者全員に、記念品として当施設職員がデザインしたオリジナルの

缶バッチを贈呈。当日は３００人を超える来場者がありました。今回の

企画を通じて、手話を知ってもらうきっかけになり、手話・要約筆記の

通訳に興味、関心を持ってもらえる機会になればと願っています。 

来年度も引き続き、より良い企画を立て、実施したいと思います。 
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              ラポールの祭典２０１５ 

    開催しました 

 

 

 

 マイナンバー制度が始まります！ 

 

 



横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設だより ≪横浜ウェーブ≫ 平成 27年 10月 31日発行 

 

 

 
８月２８日（金）、山梨県聴覚障害者情報センターにて標記会議が開催され、東京手話通訳等派遣   

センターを含む計１０施設から参加があり、当施設からは施設長が参加しました。当日は、派遣事業に 

おける個人情報保護対策、職員の処遇と育成、手話通訳者養成の状況、以上について事前に実施した   

アンケートに基づき、情報交換をおこないました。個人情報保護対策に関しては、ＦＡＸの誤送信等重大

な情報漏えい事故発生をきっかけに、専門のコンサルティング会社に依頼し指導を受けている、との報告

もありました。職員の育成については、自分の担当事業しか見ない「縦割り思考」でなく、組織全体の  

発展・サービス向上につながる、柔軟で広い視野を持った職員を育成するための方策は？等の課題提起も

ありました。 

第二ブロックでは、今年度中に、障害者総合支援法見直しに関する研修会を開催予定です。内容に 

ついてはこの紙面にてご報告します。 

 

 

 

８月５日（水）、登録筆記通訳者（手書き・パソコン）対象の研修会

を開催しました。講師に、日英通訳・手話通訳者であり、国立障害者

リハビリテーションセンター学院非常勤講師の高木真知子氏をお迎え

し、『デマンド（仕事の要求）・コントロール（通訳者の裁量）・     

スキーマ（検証する仕組み）と言うツールを使って「通訳」を理解』

と題し、講演をしていただきました。猛暑のなか、５５人の参加が  

ありました。 

デマンド・コントロール・スキーマとは、通訳の現場で起きたこと

（＝デマンド）に対し、どういう理由で、どういう対応をしたのかを客観的に検証する仕組みです。また、

通訳者がなぜその判断をしたのかをこの方法を用いて示すことで、通訳者の説明責任を果たすというもの

です。いくつかの通訳現場の事例をもとに話し合い、少しずつ理解を深めていきました。 

参加者からは、「状況やニーズを瞬時に判断し行動することが 

必要だと感じた」「専門家という意識を常に持ち、さらに自己研鑽

したい」「具体例を元に話し合いができ大変勉強になった、今後に

生かしたい」との感想がありました。 

 

 

【参加報告】 

全国聴覚障害者情報提供施設協議会  

第二ブロック（関東）会議 

               【実施報告】 

筆記通訳者全体研修（８/５）  
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９月１３日（日）、港南中央地域ケアプラザ（港南区）で、「浜の会 

ミニデイサービス」（主催：神奈川ろうヘルパー連絡会かもめの会「浜の

会」、横浜市聴覚障害者協会）が開催されました。 

午前中は、講演会「ケアマネージャーを知っていますか？」と題して、

例をあげてわかりやすく話をされました。昼食を挟み、午後からは   

４グループに分かれクイズ形式の問題にみなさんで回答を出し合い、 

正解を確認しました。問題の中に「世界で一番高い山は？」には山の名前とともに標高まで答えるグループ

もありました。当施設からは聴覚障害者相談員が参加し、前回、お知らせした「臨時福祉給付金」と「国勢

調査」、これから始まる「マイナンバー」について情報提供をしました。 

 

 

１０月１９日（月）午後１時～午後３時まで、福祉保健活動拠点フクシア（西区）にて、茶話会（主催：

神奈川ろうヘルパー連絡会かもめの会「浜の会」、横浜市聴覚障害者協会）が開かれ、聴覚障害者１５人

の参加があり、みなさん楽しく会話をされていました。当施設から聴覚障害者相談員が参加し、    

マイナンバーの扱いについて、お話ししました。 

 

 

   １０月４日（日）字幕付き影絵 劇団かかし座「長靴をはいた猫」を

開催しました。「かかし座」は、都筑区に拠点のある日本で最初に創設  

された現代影絵の専門劇団です。ラポールでは１０年ぶりの公演に、  

小さなお子さんとご家族を中心に１０１人のご来場いただきました。 

今回も、聴覚に障害のある方をはじめ、字幕を必要とする方に喜んで  

いただけるように、字幕サークル「まじっく」が字幕制作と投影を担当

しました。 

まず、公演の最初に劇団員から来場者に対して、両手を使った影絵の

レクチャーがあり、物語の中でその影絵がどのように出てくるか、   

楽しみにしながら物語が始まりました。内容は、長靴をはいた猫がご主

人さまを助けるために大活躍するという冒険物語です。影絵や人の影を  

巧みに操った舞台は、まるで別世界にいるような気分になりました。  

字幕は内容が台詞なのか、物語の語りなのか、わかりやすくするために、

色分けの工夫をした作品でした。次回の字幕付きイベントは平成２８年

３月６日を予定しています。ぜひ、お越し下さい。

             【参加報告】 
平成２７年度 第３回 

浜の会ミニデイサービス 

                   【参加報告】 

茶話会（１０／１９） 

        横浜ラポール 字幕付き影絵公演 

「長靴をはいた猫」を開催しました 

 

 

 

 

 

（字幕送出風景） 
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年末年始は多くの医療機関が休診となりますので、各区にある休日急患診療所をご利用ください。 

救急医療情報センター：急病のとき、今診てもらえる医療機関を案内してもらえます。 

              ＦＡＸ：２１２－３８０８（無休／２４時間） 

横浜市消防局：救急車・消防車の要請、ＦＡＸ：１１９（横浜市内・無休／２４時間） 

神奈川県警察：事件・事故の通報、ＦＡＸ：０１２０－１１０２２１(無休／２４時間) 

横浜市コールセンター：市政・生活情報全般、ＦＡＸ：６６４－２８２８、 

callcenter@city.yokohama.jp（無休／８時～２１時) 

手話・筆記通訳派遣／聴覚障害者相談窓口 １２月２９日（火）～１月３日（日） 

  ビデオライブラリー／視聴覚機器貸出 １２月２８日（月）～１月４日（月） 

※１２月２８日（月）午後５時～１月４日（月）午前９時３０分の間、ＦＡＸ機の受信を停止します。 

ご了承ください。なお、横浜ラポールは全館１２月２８日（月）～１月４日（月）休館いたします。 

（９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 ２３１５ ８０ ２３９５ ２３３０ 医 療 ２１ ４６ 

司 法 ２９ ５ ３４ ４６ 職 業 １３ ２１ 

教育・保育 ４７０ ４６ ５１６ ４８６ 教 育 ６ ６ 

労働・雇用 ３９６ １１１ ５０７ ３９４ 住 宅 １７ ２２ 

社会生活 ５４９ ２０ ５６９ ５７０ 生 活 ８６ １４２ 

自己啓発 １５０ １８ １６８ １７９ 福 祉 ６６ ９６ 

福祉推進 ３９６ ６１３ １００９ １０１０ 法 律 ８ １５ 

相談員 ７ ３ １０ ４ 聞こえ ８ １１ 

合 計 ４３１２ ８９６ ５２０８ ５０１９ 合 計 ２２５ ３５９ 

昨年同月 ４１８８ ８３１ ５０１９  昨年同月 ２２７ ４２６ 

■通訳者の現任研修 ■映像・字幕制作 

手話研修 回 数 １７ 参加人数 ４９４ 
自主制作作品数 ２２ 

筆記研修 回 数 １２ 参加人数 ２８７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設だより≪横浜ウェーブ≫ 

発行日：平成 27年 10 月 31 日 

発行者：（社福）横浜市リハビリテーション事業団 横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設 

    〒222-0035 横浜市港北区鳥山町 1752 TEL.045-475-2057 FAX.045-475-2059 

    ホームページ http://www.yokohama-rf.jp/rapport/jyoutei/ 

          聴覚障害者情報提供施設  

年末年始のお休みについて 

          年末年始の緊急時について 

９月 

２ ラポールの祭典会議 

２ 要約筆記者研修 

６ ラポールの祭典 

６ きこえの支援センターシンポジウム 

７ 手話新人研修 

11 関東ブロックビデオ担当者研修会打ち合せ 

11 手話養成運営委員会 

13 啓発関係対応（浜の会） 

14 非常勤手話通訳者会議 

19 手話通訳養成 指導状況見学 

26 手話奉仕員養成 指導状況見学 

27 手話養成講師研修会 

28 衛生委員会 28 手話２年次研修 

30 研究発表会実行委員会 

31 浜難聴との協議 

31 手話養成講師ヒアリング 

31 ラポールの祭典会議 

１０月 

２ 福祉局との定例会議 

３ 手話課題別研修 

４ 字幕付きイベント 

４ 手話養成講師研修会 

５ 手話３年次研修 

７ 要約筆記者研修 

７ ラポールの祭典反省会 

９ 要約統一試験説明会（東京） 

10 障害者スポーツ大会説明会・結団式 

13 防災点検日 

13 全館電気点検日 

14 手話奉仕員養成 指導状況見学 

19 手話専門研修 

20 事業団研究発表会実行委員会 

22～27 全国障害者スポーツ大会選手団随行 

（和歌山） 

24 手話通訳養成 指導状況見学 

25 手話通訳養成講師研修会 

26 衛生委員会 

27 事業団階層別研修 

28 手話奉仕員養成 指導状況見学 

30 関東ろうあ者相談員研修会（筑波技大）      

31 手話奉仕員養成 指導状況見学 


