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まず、熊本県地方で発生した地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 

今回の地震発生を受け、厚生労働省より、４月２２日付で都道府県・政令指定都市・中核市の主管局宛に

「被災地域で聴覚障害者に対して支援を行う者の事前登録」について依頼がありました。横浜ラポールも 

登録申出をおこなったところ、５月９日（月）～１３日（金）、５月１６日（月）～１８日（水）の期間、

手話通訳者の派遣要請があり、計２人の職員を派遣しました。    

ラポールの職員は、熊本聴覚障害者総合福祉センターを拠点とし、他都市

から派遣された相談員や地元ろう協会の方とともに、特に被害の大きかった

益城町や西原村等、県域市町村を車で巡回、被災された聴覚障害の方々の  

コミュニケーション支援をおこないました。今回の支援は、全日本ろうあ  

連盟が設置した聴覚障害者災害救援対策本部の指示のもと、長崎県や福岡県

等、近隣の情報提供施設が、全国聴覚障害者情報提供施設協議会事務局（京都

市）とも連絡を取りながら、派遣窓口を担当していました。連絡調整もスムー

ズで、安心して職員を送り出すことができ、情報提供施設同士のネットワークの重要性を再認識しました。 

５月２７日付の厚生労働省からの連絡によると、全国からの公的な支援については、延べ４５人の手話 

通訳者等が派遣され、５月一杯で一旦終了ですが、家屋への被害を受けた方等、被災者の生活再建はまだ 

まだとのこと。今後も必要に応じ、積極的に協力していく予定です。       （施設長 竹内 恵子）                                 

            

今年４月の障害者差別解消法の施行に伴い、区役所に来庁される聴覚障害者の情報保障に関する取り  

組みとして、以下２つの事業がスタートしました。 

① 手話通訳者の配置（今年度は中区と戸塚区にてモデル実施） 

区役所に手話通訳者が配置されます。 

中区  毎週火曜・金曜 ８時４５分～１２時 

戸塚区 毎週水曜・木曜 １３時３０分～１７時 

② タブレット端末を活用した手話通訳 

区役所窓口に、手話通訳を必要とする方が来庁された際、横浜ラポールにいる手話通訳者と区役所窓口

をタブレット端末で結び、画像と音声を通して手話通訳を介した窓口対応をおこないます。 

【手話通訳者派遣制度との関係】 

現在実施している事前予約による手話通訳者の派遣制度については、今後も変更はありません。 

横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設だより 

 第 161号 

 

 

            区役所窓口における 

手話通訳対応の充実について 
 

 

            熊本地震被災地への 

手話通訳者の派遣について 

 

 来庁者 

区役所職員 横浜ラポール 

手話通訳者 

画像・音声 

 



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 28年 6月 30日発行 

 
５月１９日（木）、今年度より新たな指定管理事業に加わった「普及・啓発事業」の第一弾として、職員 

１人が、横浜ソーワクリニック（院内勉強会）からのご依頼に応え、一般社団法人横浜市聴覚障害者協会  

井上良貞理事長とともに「聴覚障害者への基本的対応について」のテーマで、講師を務めました。当日は、

医師、看護師、検査技師、事務スタッフなど約６０人の参加があり、熱心に学んでいただきました。 

まず、パワーポイントや映像を使いながら、聴覚障害者に関する基礎知識についてお話した後、実際に  

聴覚障害者とコミュニケーションする際の留意点について、いくつかの 

具体例を挙げながらお話ししました。井上理事長からも、聞こえる人との 

違い、読み書きの力に関する学習背景等、ご自身の経験をふまえたお話が

あり、参加者からは「聴覚障害者にもさまざまなタイプがあり、その人に

合ったアプローチ方法で接する、伝えたい気持ちの大切さがわかった。」

等のコメントをいただきました。 

今後さらに、聴覚障害者に関する普及・啓発のための講演内容を充実  

させるとともに、講師を担う職員のスキルアップにも努めてまいります。 

 

 

５月１４日（土）国立障害者リハビリテーションセンター学院より宮澤

典子先生（手話通訳学科教官）をお迎えし、「手話通訳の理論と実践～  

読み取り通訳（手話→日本語）～」をテーマに講演していただき、９３人

が出席しました。読み取り通訳の実践として、手話通訳者の中から３人が 

選ばれ、「腎臓」をテーマにした手話モデルの映像の読み取り通訳をおこ

ないました。音声認識アプリを使い、読み取った通訳者の音声をテキスト

化し、スクリーンに映し出して指導する方法は斬新でした。 

最後に、話者の視点に立ち、先入観を持たずに通訳していくことが大切だと話されました。 

 

５月２０日（金）、今年度第１回関東ろうあ者相談員連絡会が聴力障害者情報文化センター（東京）にて

開催されました。当施設からは２人が参加しました。前半は、定期総会で平成２７年度事業報告等と平成 

２８年度事業開催と内容について審議しました。今年度は①全国ろうあ者

相談員研修会への準備（関東ろうあ者相談員連絡会の案を検討）、②ろう

あ者相談員とは何か、③障害者差別解消法、④ろう重複障害についての 

事例検討を実施予定です。後半は、一般財団法人全日本ろうあ連盟事務局

長久松三二氏を講師に招き、「全国ろうあ者相談員研修会の在り方」に  

ついて話を伺いました。相談員の資格化については、久松氏の講演内容を

受け、今後も連絡会の中で、引き続き討議していくことになりました。 

【実施報告】 

院内勉強会で講演しました 

                 【実施報告】 

手話通訳者全体研修 
 

              【参加報告】 

関東ろうあ者相談員連絡会 
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５月１５日（日）港南中央地域ケアプラザにて、平成２８年度第１回   

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』・（一社）横浜市聴覚障害者協会）が行われ２１人の参加があり  

ました。午前中は「あなたは狙われている！悪質商法被害未然防止する   

には？」と題して講演がありました。午後からは相談員も参加させていた

だき、交流会やクイズ、スプーンリレーを行いました。相談員からは、  

高齢者給付金のお知らせ、７月２９日（金）～３０日（土）に開催される

ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド２０１６の紹介をさせていただきました。 

 

 

６月１８日（土）～１９日（日）大阪で開催された第３４回全国要約筆記問題研究集会に参加しました。

１日目は第１分科会の「運動論」に参加し、手話言語条例や情報コミュニケーション条例に関わる各地の 

取り組みについて、明石市、和歌山市、習志野市からの報告がありました。

各地の取り組みはさまざまですが、聴覚障害者協会など、市民が参加して 

共に条例を作るというのは、行政にとっても貴重な機会で先駆的であったと

いう話が印象的でした。 

 ２日目の式典と全体会も多くの参加者で満席の会場の中、意思疎通支援や

差別解消法をテーマに話がなされ、大阪らしいにぎやかな雰囲気の中、来年

の開催地、旭川市に引き継がれました。 

 

 

 ６月８日（水）午後、川崎市聴覚障害者情報文化センターにて標記会議が開かれました。この会議は   

神奈川県下の三派遣窓口（神奈川県・横浜市・川崎市）が集まり、神奈川県内で実施される全県・関東・   

全国規模の事業についての協力体制の確認の他、派遣事業に関わる課題に関する協議や情報交換等を   

おこなっています。今回の会議運営は川崎が担当、担当職員９人が参加しました。 

 会議では、平成２８年度に予定されている全国手話通訳問題研究集会 

他の事業の担当窓口と通訳派遣コーディネートの分担を確認しました。 

情報交換では、それぞれの地域の現状報告や、共通の課題についての意見

交換をおこないました。横浜からは、今年度から開始した横浜市事業  

（手話通訳者の区役所モデル配置、タブレット端末を利用した手話通訳 

対応）について報告しました。その他、盲ろう者通訳・介助員派遣制度と

手話通訳者・要約筆記者派遣制度との連携等を話し合いました。 

【参加報告】 

平成２８年度第１回 浜の会ミニデイサービス 

【参加報告】 

         第３４回全国要約筆記問題研究集会 in大阪 

 

【参加報告】 

県下三窓口会議  
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７月２９日（金）～３０日（土）（両日１０：００～１７：００）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２０１６  

（愛称：ヨッテク）」を開催します。今年は「あなたの移動を快適に」がテーマです。

～ 探しに行こう！暮らしに活きるリハビリテーション～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、「～音や聞こえを快適に～」をテーマとしたブースを設け、聞こえ 

ない・聞こえにくい方・家族などが豊かに暮らすためのサポート機器を展示し、皆様

の来場をお待ちしております。入場は無料です。 

詳しくはホームページ（http://www.yotec.jp）をご覧ください。 

  

 

 

 
５月 

９ 手話 1年次研修（1/8） 

9～13 熊本被災地支援（1/2） 

10 中区手話通訳配置説明会 

12 遠隔手話通訳デモ（市庁舎） 

14 手話全体研修 

15 浜の会定例会参加 

17 手話通訳配置開始（中区） 

16～18 熊本被災地支援（2/2） 

20 関東ろう者相談員連絡会 

23 手話 1年次研修（2/8） 

23 衛生委員会 

25 遠隔手話通訳取材対応（中区所） 

25 福祉局定例会 

27 市議会議場見学 

６月 

１ 要約筆記現任研修 

４ 全障スポ大会説明会 

６ 手話 1年次研修（3/8） 

８ 県下派遣窓口会議（川崎） 

８ 祭典会議 

９ 手話養成開講式（横聴協） 

13 非常勤手話業務調整会議 

14 視聴覚機器点検 

14 事業団階層別研修 

18～19 全要研集会出張（大阪） 

20  横浜地裁打ち合わせ 

20 浜の会茶話会参加 

21 ラポール運営委員会 

21 手話 3年次研修 

22 福祉局との定例会議 

23～24 全聴情協総会出張（大阪） 

25 手話全体・専門研修 

30 聞こえ相談事業運営委員会 

  30 手話養成講師会（横聴協） 

   

   

 

 

■通訳者の派遣・紹介人数 ■聴覚障害者の相談 

内 容 手話通訳 要約筆記 合 計 昨年同月 相談事業 実件数 対応数 

医療・保健 ７８７ ２７ ８１４ ７１７ 医 療 １５ １９ 

司 法 ９ １ １０ １４ 職 業 ２ ２ 

教育・保育 ２１４ １９ ２３３ ２３０ 教 育 １ １ 

労働・雇用 １５３ ４１ １９４ １７４ 住 宅 １１ １４ 

社会生活 １９８ １９ ２１７ １５７ 生 活 ２７ ３５ 

自己啓発 ４０ ６ ４６ ５９ 福 祉 ２９ ３２ 

福祉推進 １３０ １９６ ３２６ ２９６ 法 律 ９ １７ 

相談員 １ ０ １ １ 聞こえ ５ ６ 

合 計 １，５３２ ３０９ １，８４１ １，６４８ 合 計 ９９ １２６ 

昨年同月 １，３８３ ２６５ １，６４８  昨年同月 ８４ １１０ 

■通訳者の現任研修 ■映像・字幕制作 

手 話 回 数 ４ 参加人数 １１７ 
自主制作作品数 ５ 

要約筆記 回 数 ４ 参加人数 ３６ 
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       今年も「ヨッテク」開催します 
                       

 

（5月末までの累計） 

 


