
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 8月 31日発行 

 

普及・啓発事業の一環として、７月８日（金）、１５日（金）の計２回、横浜地方裁判所から「要配慮者 

対応研修」の講師依頼を受け、県内の裁判所職員を対象に講演をしました。当日は「聴覚障害者への具体的

対応」をテーマに、聴覚障害に関する基礎知識をお話しした後、具体的な対応方法についてパワーポイント

や映像、また参加者同士のペアワーク等を交えながら進めました。今回の研修は、当施設職員の講義の他、

「要配慮者を取り巻く最近の状況について」の講義や、高齢者擬似体験等、障害者差別解消法施行を意識 

した内容でした。 

また、７月２７日（水）には、神奈川学園中学校の生徒さん６人（他、   

引率の先生１人）が、情報のバリアフリー・聴覚障害について学ぶために  

来所されました。当施設事業の説明の後、聴覚障害者の現状について話を 

しました。実際に読話（読唇術）を体験してもらった後、施設見学、質疑   

応答を行いました。聴覚障害は外見ではわからない「見えない障害」、「理解

されにくい障害」という点に関心を持たれていました。今後、文化祭の発表

に向けて、今回の講演内容で学んだことをまとめ、準備するそうです。 

現在、１０月から実施予定の区職員を対象とした聴覚障害者理解の研修会に向け、準備を進めています。

今後も聴覚障害者が安心して暮らせるまちづくりの一助となるよう、関係団体と連携しながら、啓発事業の

実施に積極的に取り組んでまいります。 

６月２３日（木）～２４日（金）の２日間、大阪府にて標記大会が開催され、施設長が出席しました。 

１日目は、総会の後、「障害者差別解消法と聴覚障害者情報提供施設の役割について」のテーマでシンポジウム

があり、松本晶行氏（北尻総合法律事務所弁護士：聴覚障害者）の基調講演の後、フロアを交えた意見交換が   

持たれました。シンポジストからは「情報提供施設には、この法律の公益性をより高めるための取り組みの中核

となってほしい」等、情報提供施設に対する期待が示され、最後にはコーディネーターを担った清田氏（大阪  

ろうあ会館所長）から「民法１１条等、障害者の権利を守るために改正された法律はいくつもあるが、それらの

理念が社会に根付いているとは言えない。差別解消法は出来たばかりの法律。粘り強く頑張っていきましょう。」

と力強い呼びかけがあり、シンポジウムは終了しました。 

２日目のブロック別会議（※横浜市は第２ブロック所属）では、差別解消法に関わる各地域の取り組み状況に

ついて情報交換し、当施設からはタブレットによる遠隔手話通訳サービスの開始等について報告しました。その

他、総会においては、熊本県聴覚障害者情報センター所長から、４月に発生した熊本地震に関しての現地の状況

報告及び支援に対する御礼がありました。来年度の同大会は、茨城県で開催される予定です。 
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毎年京都で開催される全国聴覚障害者情報提供施設協議会（全聴情協）の研修会に参加しました。今年は、

３７施設から５１人の参加がありました。 

１日目は、きょうされん理事長の西村直氏による、障害者差別解消法と制定に関わる障害者団体の取り 

組みについての講義でした。２日目は、コーディネーターに関する講義の後、４～５人のグループでディス   

カッションをしました。事前に提出した各地域のアンケートの回答をもとに、登録通訳者に対して日ごろ 

思っていることや、通訳者に対するコーディネーターとしてのより良い対応について、各地域の事例をあげ

ながら話し合いをしました。３日目は意思疎通支援事業の動向に関する講義で 

した。 

横浜は複数のコーディネーターがいますが、多くの地域は１～２人だけという

状況であり、異なる困りごとや悩みを皆で共有できたことは、今後、他の地域と

の連携や協力していくうえでとても有意義でした。 

 

 

 

 

６月２５日（土）、聴覚障害者の医療に関心を持つ医療従事者のネット 

ワーク（聴障医・ネット）から、看護師の中脇都志子氏をお招きし、「現在

の医療・介護制度の情勢と今後とのゆくえ」についてお話いただき、９２

人が出席しました。高齢化が加速している現在の医療・介護の現状、   

２０２５年問題等の課題や今後の医療制度のゆくえについて知ることが

できました。 

７月２日（土）は、世田谷福祉専門学校 

（手話通訳学科）元講師の根岸亜紀氏をお招きし、「手話通訳者にとっての

日本語」というテーマで研修を行い、９３人が出席しました。手話通訳者

には、話の本筋を即座に理解、把握する基本的な言語能力が必要とされ 

ます。そのためには、日頃、無意識に使っている日本語のことばのしくみ

や、語彙、文法、言語的特性等を十分に知ることが大切であり、日本語を

意識して使うこと、見直す機会を持つことの大切さを再確認しました。 

８月６日（土）は東京女子医科大学准教授の諏訪茂樹氏をお招きし、  

「対人援助とコミュニケーション」をテーマに研修を行い、９０人が出席

しました。「コミュニケーション」、「要約」、「共感する」等についての講義

の他、２～３人１組での演習をとおして、学びを深めることができました。

手話通訳という仕事は、コミュニケーション力を高めていくことが大切で

あると言われています。今回、体感し、学んだ技法や知識を応用して、  

今後の手話通訳活動に役立ててもらいたいと思います。 

 

 

【参加報告】 

全聴情協コミ支援担当職員研修 

                 【実施報告】 

手話通訳者全体研修（６／２５、７／２、８／６） 
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７月１日（金）、第２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（東京都目黒区）で

開催され、１６人が参加し、当施設から２人参加しました。全国ろうあ者相談員研修会に向けての話し 

合いや情報交換を行いました。その他、平成２８年度からの標記連絡会の監事を選定、事務局の承認も 

行い、その結果、当施設が事務局（任期：２年）を担当することになりました。 

 

全日本ろうあ連盟主催の標記研修会が７月１４日（木）～１５日（金）、京都市聴覚言語障害センター  

（京都府）で開催されました。全国から６１人（当施設から１人）が参加しました。１日目は「障害者差別

解消法から考える在宅ろうあ者支援」の講演に引き続き、『障害者の合理的 

配慮とは～「障害者差別解消法」と「改正障害者雇用促進法」から考える～』

をテーマにパネルディスカッション、熊本地震被災地への支援報告があり 

ました。２日目は３本の事例レポート発表を受け、グループ討議をしました。

来年度は関東ブロックで開催予定です。 

 
６月２０日（月）と８月１日（月）に、横浜市西区福祉保健活動拠点

フクシア（横浜市西区社会福祉協議会）で「浜の会茶話会」（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）

がありました。当施設の職員から、区役所窓口における手話通訳対応の

実施（平成２８年４月開始）や平成２８年度臨時福祉給付金、ラポール

の祭典２０１６の情報提供をしました。 

  

 

 ７月２９日（金）３０日（土）の２日間、ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド（通称：ヨッテク、横浜

市リハビリテーション事業団主催の福祉機器展）がパシフィコ横浜で開催され、両日で１５，３２２人の方

にご来場いただきました。 

当施設は「～音や聞こえを快適に～」をテーマに展示ブースを設け  

ました。（株）自立コム及びソフトバンク渋谷手話カウンターのご協力の 

もと、音や光を振動に変える目覚まし時計、スマートフォンやタブレット

を使用したテレビ電話、音声を文字化するＵＤトーク等を来場者に体験 

していただきました。 

【参加報告】 

関東ろうあ者相談員連絡会 

【参加報告】 

浜の会茶話会に参加しました 

       ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド２０１６ 

開催しました 

 

              【参加報告】 

全国ろうあ者相談員研修会 
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       今年も開催します！ 
「ラポールの祭典２０１６」 

９月４日（日）横浜ラポールにて、ラポールの祭典

２０１６を開催します。昨年度に引き続き、「みんな

笑顔！」をテーマに、当施設もミニ手話教室、   

パネル展示等を行います。体験に参加していただい

た方には、オリジナルの記念品を 

差し上げます。皆様、お誘い合わせ 

のうえ、ぜひ、ご参加ください。 

皆様の来場をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
７月 

１ 関東ろうあ者相談員連絡会 

２ 手話全体研修 

２ 非常勤採用試験説明会 

４ 手話 1年次研修 

７ 要約養成に関する会議（浜難聴） 

８ 啓発関係対応（横浜地裁 1/2） 

８ 手話養成講師ﾋｱﾘﾝｸﾞ（横聴協） 

11 手話課題別研修 

12 救急法講習会 

12 視聴覚機器点検 

13 手話養成講師ﾋｱﾘﾝｸﾞ（横聴協） 

13 ﾗﾎﾟｰﾙの祭典会議 

14～15 全国ろうあ者相談員研修会（京都） 

15 浜身連との打合せ 

15 啓発関係対応（横浜地裁 2/2) 

16 見学対応（大阪市） 

19 救急法講習会 

20 派遣事業運営委員会 

20～22 ｺﾐ支援担当者研修会（京都） 

22 手話養成講師ﾋｱﾘﾝｸﾞ（横聴協） 

23 手話統一試験説明会（京都） 

26 手話 2年次研修 

27 主管課定例会 

27 見学対応（神奈川学園中） 

27 試験対策打合せ（横聴協） 

29～30 ﾖｺﾊﾏ・ﾋｭｰﾏﾝ＆ﾃｸﾉﾗﾝﾄﾞ 2016 

８月 

１ 手話 1年次研修 

１ 浜の会茶話会 

３ 手話養成指導状況見学 

３ 県下 3情提打合せ（県ｾﾝﾀｰ） 

３ 予算要求ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

４ 非常勤手話採用試験 

５ 見学打合せ（全通研集会） 
６ 手話全体研修 

９ 視聴覚機器点検 

10 稲城市聴覚障害者協会見学対応 

11 字幕ﾁｪｯｸ立ち合い 

12 見学対応 

16 福祉局打合せ 

17 相模原市視察対応 

20 全通研集会見学対応 

21 字幕付きｲﾍﾞﾝﾄ 

22 衛生委員会 

23 手話 3年次研修 

23 手話統一試験委員会（横聴協） 

25  千葉聴覚障害者ｾﾝﾀｰ視察対応 

27 手話全体研修 

27～9/4 実習生受け入れ 

30 全聴情協ﾌﾞﾛｯｸ会議（川崎）   

   

 

 

■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 １，６９７ ５３ １，７５０ １，５７９ 医 療 ２４ ５９ 

司 法 １７ ３ ２０ ２５ 職 業 ４ ４ 

教育・保育 ３５７ ４２ ３９９ ３９８ 教 育 １ １ 

労働・雇用 ２４６ ８１ ３２７ ３６２ 住 宅 １６ ２５ 

社会生活 ４００ ３１ ４３１ ３５９ 生 活 ５５ ７４ 

自己啓発 ８７ ２５ １１２ １１３ 福 祉 ５８ ７９ 

福祉推進 ３２４ ４６２ ７８６ ７４７ 法 律 １１ ３８ 

相談員 ２ ０ ２ ５ 聞こえ ８ １１ 

合 計 ３，１３０ ６９７ ３，８２７ ３，５８８ 合 計 １７７ ２９１ 

昨年同月 ２，９４４ ６４４ ３，５８８  昨年同月 １７０ ２５３ 

■通訳者の現任研修 ■映像・字幕制作 

手 話 回 数 １３ 参加人数 ４２６ 
自主制作作品数 １１ 

要約筆記 回 数 ８ 参加人数 １５７ 
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（7月末までの累計） 

 

～職員の異動がありました～ 

【退職者】 

平成２８年３月３１日付 

日野
ひ の

 亮子
あ き こ

（聴覚障害支援員 派遣事業担当） 
 

平成２８年６月３０日付 

平岡
ひらおか

 広子
ひ ろ こ

（聴覚障害支援員 派遣事業担当） 


