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【平成２８年度にあたって】                        施設長 竹内 恵子 

平成２７年度も、聴覚障害のある方々の様々なニーズに対し、コミュニケーション支援、相談支援を 

基軸とした諸事業の拡充、制度の改善を目指し、横浜市や関係団体と連携しつつ事業を実施してまいり 

ました。運営にご協力いただいた方々に改めて感謝申し上げます。また、平成２７年度上期には、第３期

指定管理者の選定に向けて積極的に取り組んだ結果、引き続き今後５年間も指定管理者として施設の管理

運営を行うこととなりました。 

以下、平成２７年度の主な取り組みを報告します。 

◆通訳派遣事業：派遣事業運営委員会を手話通訳者・要約筆記者とそれぞれ年２回開催しました。   

各団体から議題を事前集約し、手話については訪問看護等介護関係の依頼急増に関すること、要約につい

ては派遣現場で入力された「ログ」の扱いについて等、より具体的な課題について共有することができ 

ました。今年度も委員会で提起されたご意見を事業に反映するよう努めていきます。派遣・紹介人数は計

１０,６８８人で、過去最高数となりました。手話通訳派遣のうち、救急手話通訳者派遣事業（窓口時間

内含む）については、横浜市聴覚障害者協会を（以下：横聴協）はじめとした団体と連携し事業の周知に

努め、年間３５件（平成２６年度３３件）の派遣対応がありました。 

◆団体への協力：横浜市中途失聴・難聴者協会（以下：浜難聴）が実施する要約筆記者登録試験（統一

試験）については、引き続き、対策研修及び登録試験の実施等に協力しました。旧制度からの移行期間は、

平成２７年度を以て終了しました。横聴協が実施する手話通訳者養成については、手話通訳者登録試験へ

の協力、養成事業運営委員会への参加、講師研修（伝達講習）の企画・運営等、養成事業全般にわたり   

協力しました。 

◆聴覚障害者相談事業：引き続き、高齢ろう者（独居・夫婦世帯）への計画的な出張（訪問）相談に   

積極的に取り組みました。また普及・啓発の取り組みとして、市職員研修や老人福祉施設の利用者学習会、

聴覚障害者団体の例会等に出向き、聴覚障害理解に関する講演や事業ＰＲをおこないました。 

◆ビデオライブラリー事業：横浜ラポールの文化事業と連携した字幕制作、通訳者用研修教材の作成の

他、今年も、横聴協の協力のもと横浜を題材とした２番組をＣＳ障害者放送統一機構へ提供しました。 

また、初めての試みとして、福祉サービス等に関する手話動画を作成し、ホームページにて配信しました。 

その他、本年４月から施行された障害者差別解消法に関わる横浜市の新規事業（区役所への手話通訳者

配置、遠隔手話通訳等）の円滑な実施に向け、準備にあたってきました。今後、各事業とも本格実施へと

進むこととなりますが、事業の周知や環境整備等、より利用しやすいサービスを目指し、横浜市や関係 

団体と連携しながら取り組んでいきます。 

この春、情報提供施設は、３人の新人職員を迎え、新規事業に向け非常勤職員も増員となり、賑やかな 

新年度スタートとなりました。新たな風を力とし、職員一同、頑張ってまいります。平成２８年度も、  

どうぞよろしくお願いいたします。 
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手話・要約筆記者と情提職員が一堂に会し、新年度の組織（通訳者・情提職員）体制、派遣事業に  

関する状況、研修計画、通訳業務に関する留意点を確認する場として、年度当初に事業連絡会を実施

しています。 

 今年度は、４月１６日（土）の午前に手話通訳者、午後は要約筆記者の連絡会を実施し、出席者は

手話通訳者１１７人、要約筆記者４９人でした。手話通訳者の連絡会には横聴協井上理事長、要約  

筆記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２７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 

確認し、研修事業では１年間の研修計画について説明を行いました。 

新年度の通訳者体制では、手話通訳者１５７人（非常勤２８人、登録１２９人）、登録要約筆記者６３

人です。事業連絡会は情提

職員と手話通訳者・要約 

筆記者が１年に１回顔を 

合わせることができる大切

な機会です。今年度は  

新採用職員も加わり、職員

一同、情提事業のよりスム

ーズな運営に努めてまいり 

たいと思っています。 

 

２月２２日（月）、横浜市立ろう特別支援学校高等部３年生１４人と引率の教員４人が当施設へ訪問  

学習に来られました。訪問学習は今回で５回目になります。 

まずは当施設の事業紹介ＤＶＤを視聴し、事業担当 

より「手話・要約筆記派遣事業」、「聴覚障害者相談事業」

等について説明しました。併せて手話・要約筆記派遣 

申込書の記入練習も行いました。インターネットを使っ

た派遣申込の方法についての質問があり、生徒の皆さん

が持っている携帯電話・スマートフォンやタブレットを

使って、メールでの派遣申し込みの練習も行いました。

今後、いろいろな場面で通訳派遣事業を活用して欲しい

と思います。 

最後にラポール３階の団体交流室にある横聴協と 

浜難聴の事務所を見学し、また、当施設の見学に併せ、職員と生徒さんの顔合わせをしました。皆さんの

今後の活躍を期待しています。 

平成２８年度  

手話通訳者・要約筆記者事業連絡会を開催しました 

               【見学報告】 

市立ろう特別支援学校生 
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３月９日（水）～１１日（金）の３日間、国立障害者リハビリテーションセンター学院（埼玉県所沢市）

で行われた手話通訳士専門研修会に参加しました。手話通訳技術のスキルアップを図るため、横浜からは

情提職員１人、非常勤手話通訳者１人が受講しました。 

  １日目の手話通訳実技Ⅰでは、講演会の模擬通訳場面（待ち合わせから通訳終了まで）の動画を見た後、

グループに分かれて、通訳者の行動、振る舞いについて問題点をあげ、その問題点について話し合い、  

最後に全体で発表を行いました。 

２日目の手話通訳実技Ⅱ、Ⅲの授業では３グループ（１グループ約９人）にわかれ、少人数制で５５分

ずつ、３人の講師から、それぞれ授業を受けました。 

手話言語学では、「日本手話は言語である」という視点から、「言語学」というツールを使用し、文法  

カテゴリーと文法構造に沿って講義が進められました。講義の中では、手話通訳技術Ⅱ、Ⅲの教材に出て 

きた例文を用いて解説する場面もあり、日本手話について理論と実践を関連づけながら考える良い機会に

なり、理解を深めることができました。 

今後も自分自身の手話通訳技術を常に振り返りながら、自己研鑽する姿勢を忘れずに、日頃の業務にも

繋げていきたいと感じました。 

 
３月６日(日)、字幕付き映画会「超高速！参勤交代」を開催し、７６人の来場者がありました。６年  

ぶりの時代劇映画に「久しぶりの映画だね」と声をかけていただき、終了後のアンケートにも「おもしろ  

かった～、時代映画をどんどんやってほしい」などのご記入も多くいただきました。字幕制作・投影を  

担当した字幕サークル「まじっく」は、江戸時代言葉、地方方言の台詞を投影字幕の制限の中でどのよう

に作成するか、工夫をしながら、修正・確認を繰り返しました。また、字幕制作のために江戸時代の生活

様式を調べ、そこで初めて知ることもあり、時代物の字幕制作のおもしろさを感じることができました。 

３月２７日（日）、劇団「横浜桜座」による字幕付き音楽劇「チリン

のすず」を開催し、約２５０人に来場いただき、大盛況でした。役者 

さんたちの演技力、迫力のある素晴らしい舞台でした。横浜ラポール 

文化事業「演劇ワークショップ」からスタートした桜座の公演には、 

今後も、字幕サークル「まじっく」が協力し、字幕投影をしていく予定

です。今回見逃した方、ぜひ、次回の公演を楽しみにお待ちください。     

平成２８年度は、８月・３月に字幕付きイベントを予定しており、 

日時等はウェーブ紙面でお知らせします。ご来場お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

            【参加報告】 

国リハ手話通訳士専門研修会 

               【実施報告】 

字幕付き映画会・字幕付き音楽劇 

 

新規採用職員紹介～よろしくお願いします！～ 

この春、情報提供施設に配属となったニューフェイスを紹介します。 

伏原 桃子（ふしはら ももこ：聴覚障害支援員 派遣事業担当）（3/1～） 

岡田 直樹（おかだ なおき：聴覚障害支援員 派遣事業担当）（4/1～） 

金子 真美（かねこ まみ：聴覚障害支援員 普及・啓発事業、研修事業担当）（4/1～） 
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今年度、上記法律の施行に関連し、横浜市の新規事業が順次実施される予定です。同事業のひとつで 

ある「区役所への手話通訳者派遣（モデル実施）」が、４月６日（水）から戸塚区役所で始まりました 

ので、是非ご利用ください。他の事業についても、開始され次第、ウェーブ紙面等でお知らせします。 

       ■戸塚区役所の手話通訳者配置日：毎週水曜・木曜 １３:３０～１７:００ 

  

  

 

 

 
３月 

１ 辞令交付（3/1採用職員） 

５ 手話養成基礎選考会（横聴協） 

６ 字幕付映画会 

７ 手話養成講師会 

８ 機器点検 

9～11 手話通訳士専門研（国ﾘﾊ） 

12 手話養成Ⅰ選考会（横聴協） 

14 非常勤手話通訳者会議 

18 手話運営委員会（横聴協） 

23 福祉局との定例会議 

26 手話養成ﾘｰﾀﾞｰ会議 

27 字幕付き音楽劇 

28 衛生委員会 

30 区役所手話通訳配置打合せ  

４月 

１ 新規採用者辞令交付式 

1～5事業団新採用職員研修 

６ 区役所配置初回調整（戸塚区） 

９ 手話養成開講式（横聴協） 

16 事業連絡会 

18 非常勤手話通訳者会議 

19 要約筆記新人研修（1/4） 

20 手話養成運営委員会 

26 要約筆記新人研修（2/4） 

26 遠隔手話通訳説明会 

27 福祉局との定例会議 

 

 

■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 ２６年度 相談事業 実件数 対応数 

医療・保健 ４,７８１ １６５ ４,９６９ ４,８００ 医 療 ４８ ９８ 

司 法 ６８ ７ ７５ １０８ 職 業 ２１ ３５ 

教育・保育 ８６１ ７０ ９３１ ９４４ 教 育 ８ １１ 

労働・雇用 ６８６ １７４ ８６０ ７７１ 住 宅 ３８ ５５ 

社会生活 １,１６８ ４９ １,２１７ １,１２５ 生 活 １７１ ２７９ 

自己啓発 ２５９ ２８３ ５４２ ３４４ 福 祉 １０８ １８３ 

福祉推進 ９７３ １,１２９ ２,１０２ ２,２３２ 法 律 １８ ４３ 

相談員 １１ ４ １５ ８ 聞こえ １６ ２０ 

合 計 ８,８０７ １,８８１ １０,６８８ １０,３３２ 合 計 ４２８ ７２４ 

２６年度 ８,６２９ １,７０３ １０,３３２  ２６年度 ４０８ ８３７ 

■通訳者の現任研修 ■映像・字幕制作 

手話研修 回 数 ３０ 参加人数 ９２４ 
自主制作作品数 ４９ 

筆記研修 回 数 ２８ 参加人数 ５６４ 

■視聴覚機器の貸し出し 

物品名 保有数 貸出件数 物品名 保有数 貸出件数 

ＯＨＰ ３ １ ＯＨＣ＋プロジェクター ２ １７７ 

スクリーン ７ １７６ ブルーレイディスクレコーダー １ ５４ 

磁器ループ １ １３ ＰＣ文字通訳用機器 ２ ３５３ 

液晶プロジェクター ３ １３１ ＰＣ通訳用機器個人用 ２ １１８ 

テープレコーダー ３ ６４ 合 計 

（２６年度） 

１,１１３ 

(８５３) ビデオカメラ ２ ２６ 
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（平成２７年度） 

 

            障害者差別解消法関係  

横浜市の新規事業について 


