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新年あけましておめでとうございます。 

  昨年中は、聴覚障害者情報提供施設事業をご利用いただき、ありがとうございます。 

昨年は、聴覚障害者情報提供施設を含む、障害者スポーツ文化センター横浜ラポールの第三期指定管理者 

選定の年にあたり、申請書類の作成、選定委員会への提案等に対応してきました。 

本年４月には、障害者差別解消法が施行されると同時に、平成２６年１２月に県議会で採択された県手話 

言語条例についても、関係団体・有識者・公募委員による協議会で一年間検討を重ね、策定された「手話推進

計画」として、具体化されていくこととなります。 

聴覚障害者福祉にとって、これまでにない「追い風」が吹く中、横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設と  

しても、これらの動きに遅れることなく求められる役割を最大限果たしていきたいと思います。 

本年がみなさんにとって良い一年となりますよう。 

今年もどうぞよろしくお願いいたします。                   施設長  竹内 恵子 

１１月３０日（月）、長津田地域ケアプラザにて「聴覚障害者に対するコミュニケーションの理解に  

ついて」というテーマで職員対象の研修会が開催され、１８人の参加がありました。講師として相談員を

お招きいただき、当施設の事業をはじめ、聞こえのことやコミュニケーションの方法などについてお話し

させていただきました。今後も、関係機関との連携を深めていきたいと思います。 

対象者の皆様、期限が近づいてきました。すでに、手続きはお済みでしょうか？ 

今一度、お手元をご確認ください。 
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１０月２４日（土）～２６日（月）の３日間にわたり、第１５回全国障害者スポーツ大会「２０１５   

紀の国わかやま大会」が和歌山県内の各地で開催されました。横浜市からは選手６５人、役員４０人の  

計１０５人の横浜市選手団が派遣され、うち聴覚障害の選手は陸上２人、フライングディスク１人でした。

当施設の職員 1 人も役員に加わり、今年は主に陸上の選手たちに同行し、コミュニケーション支援等に 

あたりました。お天気に恵まれた大会でしたが強風の日もあり、記録に影響しないかとハラハラすること

もありましたが、市選手団の競技成績は金メダルが４１個（個人競技３９個、団体競技２個）、銀メダル

が１８個、銅メダルが８個の計６７個のメダルを獲得しました。メダル獲得率は全６７チーム（４７都道

府県＋２０政令市）のうち３位、金メダル獲得率は２位という好成績で、聴覚障害者の選手も大活躍で 

した。現地の実施本部員の方をはじめ学生がボランティアとして選手

団をサポートしてくださいました。中でも聴覚障害の陸上選手は地元

の学生に手話を教えるなどボラ

ンティアの方々との交流も深め

られ、いい成績だけでなく良い 

思い出も残せたと思います。地元

の方々の丁寧なご支援、あたたか

いご声援のおかげで、選手全員が日頃の練習成果を十分に発揮できた

と感じました。次回は岩手県での開催です。選手の皆さんが更に活躍

をしてくださることを期待しています。 

 

 

 

１１月１４日（土）、一般社団法人日本手話通訳士協会会長の小椋英子氏をお招きし、「今、私たちに  

求められること」をテーマに研修を行い、８３人が出席しました。 

手話通訳とは何か、過去の著名な論文から、手話通訳者の心構えとモラル、専門性についてお話しいた

だきました。現在、法律や制度が目まぐるしく変わる社会の中で 

聴覚障害者も生きているということを考えながら、コミュニケー

ションの主体は利用者という認識を持って関わることが大切で

ある、とご講義いただきました。 

講師ご自身の経験を具体的に交えてのお話は、同じ通訳者とし

て、これまでを振り返り、今後のあるべき姿勢を再確認すること

ができた研修でした。 

 

 

 

【参加報告】 

全国障害者スポーツ大会 
（１０／２４－１０／２６）  

               【実施報告】 

手話通訳者全体研修（１１/１４）  
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１０月３０日（金）、第３回関東ろうあ者相談員連絡会が、筑波技術大学（茨城県つくば市）で開催され

ました。２０人が参加し、当施設から２人参加しました。前半は、まず確率・統計論の授業見学と視覚伝達

デザイン論の授業説明を受けました。遠隔情報システムのスタジオ見学の後、ウェブベース遠隔文字通訳 

システム captiOnline（写真参照）を使用しての、大学概要説明および遠隔情報保障システムの説明があり

ました。このシステムは映像・音声・手書き文字も同時に表示できるとのことで、最先端の技術を体験する

ことができました。 

平成２年に作られた当初は３年制でしたが、平成１８

年に４年制の大学になり、その後大学院も設置され、 

平成２６年に設置された情報アクセシビリティ専攻に

は障害のない人も入学できるとのお話がありました。  

また、就職に力を入れており、就職率１００パーセント

とのこと。今後の活躍に期待したいと思います。 

後半は、関東ろうあ者相談員間で情報交換を行い、平成２８年１月に開催予定の第４回連絡会について 

討議しました。 

 

 

 
１１月１１日（水）～１３日（金）３日間、上記研修会（会場：群馬県聴覚障害者コミュニケーション   

プラザ）が開催され、全国３６施設、１団体、４２人の担当者が集まりました。 

１日目は、「著作権の取り組み」「電話リレーサービス・モデルプロジェクトの取り組み経過と現状と今後に

ついて」の報告と「ＩＰＴＶと障害者専用放送の今後について」の講演を聞きました。 

２日目は「映像制作関係の手話」の報告と「魅力ある映像作品」の講義。その後、２施設が制作した作品の

講評（ビデオクリニック）、「地デジ放送に字幕を」「トラブルシューティング・

用途に応じたファイル形式」の講義がありました。そして、基礎・応用の   

２コースに分かれて日々の疑問について話し合いをしました。３日目は、  

５グループに分かれ、これからどのような

ものを作りたいか意見交換をしました。 

映像に関わる新しい情報や動向を知り、 

技術的な問題も解決できました。今後の 

業務に生かし、新たな試みをしてみようと

も思いました。 

 

 

            【参加報告】 

関東ろうあ者相談員連絡会 

【参加報告】 

平成２７年度 聴覚障害者向け 

ソフト制作担当者研修会 
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通常でも８日かかる参勤交代を５日で行うよう

８代将軍・徳川吉宗治世下の幕府から無理難題を

押し付けられた小藩が、奇想天外な作戦の数々で

ピンチを切り抜けようとする時代劇。資金も人数

もない中、藩と領民を守るため奮闘する藩主に

佐々木蔵之介、ヒロインに深田恭子が出演。 

詳しくは、横浜ラポールのホームページ、また

は機関誌「ラポラポ１月号」をご覧下さい。 

 

日時：平成２８年３月６日（日） 

１３：３０上映開始予定（１３：００開場） 

会場：ラポールシアター 

定員：３００人 

入場料：無料 

申し込み：横浜ラポール文化担当 

（ＦＡＸ：０４５－４７５－２０５３）

 

 

 
１１月 

１ 手話養成講師講習会 

６ 手話養成運営委員会（横聴協） 

９ 要約登録試験ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修（浜難聴） 

９ 手話通訳者専門研修 

10 機器点検 

11 手話登録試験対策講座（横聴協） 

11～13 全聴情協ｿﾌﾄ担当者研修会（群馬） 

14 手話通訳者研修 

16 福祉局説明会出席（横聴協） 

16 手話通訳者研修 

19 手話通訳者協会との懇談 

22 県ろう者大会式典出席 

25 健福局定例会 

26 手話登録試験委員会（横聴協） 

28 手話通訳者研修 

30 啓発関係講師対応（長津田ｹｱﾌﾟﾗ） 
30 手話通訳者研修 

１２月 

２ ﾗﾎﾟｰﾙ運営委員会 

２ 要約筆記者研修会 

２ 見学対応（中川中学校） 

４ 手話通訳者登録試験前日準備（横聴協） 

５ 手話通訳者登録試験（〃） 

7～25 映像制作室の機器更新 

８ 機器点検 

９ 登録手話通訳者試験審査説明会 

11 福祉局説明会出席（手話通訳者協会） 

12～13 登録手話通訳者試験審査会 

14 要約登録試験ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修（浜難聴） 

14 非常勤手話通訳者会議 

15 手話養成運営委員会（横聴協） 

15 市立ろう相談対応 

16 登録手話通訳者試験審査会 

18  要約試験委員会（浜難聴） 

21 衛生委員会 

21 啓発関係講師対応（鶴見市場ｹｱﾌﾟﾗ） 

21  手話養成講師会（横聴協） 

22 健福局定例会 

25 事業団研究発表会 

 

 

 

 

 

 

 

■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 ３１９０ １１２ ３３０２ ３１７８ 医 療 ３１ ６３ 

司 法 ３６ ７ ４３ ７１ 職 業 １８ ３０ 

教育・保育 ５８５ ６２ ６４７ ６１０ 教 育 ６ ６ 

労働・雇用 ５０６ １４６ ６５２ ５５１ 住 宅 ２４ ３０ 

社会生活 ７７１ ３３ ８０４ ７５５ 生 活 １２０ １９６ 

自己啓発 １９５ ２８ ２２３ ２３３ 福 祉 ８１ １２１ 

福祉推進 ６００ ８９１ １４９１ １４３３ 法 律 ９ ２４ 

相談員 ９ ４ １３ ６ 聞こえ １０ １４ 

合 計 ５８９２ １２８３ ７１７５ ６８３７ 合 計 ２９９ ４８４ 

昨年同月 ５６９７ １１４０ ６８３７  昨年同月 ２９５ ５６１ 

■通訳者の現任研修 ■映像・字幕制作 

手話研修 回 数 ２６ 参加人数 ７６２ 
自主制作作品数 ３９ 

筆記研修 回 数 １８ 参加人数 ４０３ 
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        字幕付き映画会 「超高速！参勤交代」  
                      (平成 26年 6月公開作品) 

 

 

 

 

（11月末までの累計） 


