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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（以下「情提」）事業をご利用いただき、ありがとうございます。 

 平成２８年度は、障害者スポーツ文化センター横浜ラポール（情提を含む）の第三期指定管理の１年目に 

あたりました。情提は、通訳派遣・相談等の既存事業の実施に加え、新たに開始した区役所への手話通訳者

モデル配置、タブレットを使用した遠隔手話通訳サービス、区役所職員対象の研修会についても、職員一同、

試行錯誤しつつ精力的に取り組んできました。年度始め早々には、熊本地震被災地への職員派遣も行いまし

た。年末には、横浜市聴覚障害者協会（以下「横聴協」）と情提で調整し、横浜市中途失聴・難聴者協会、

横浜市手話通訳者協会、横浜市要約筆記者協会に呼びかけを行い、合同で防災学習会（講師：松浦健康福祉

局係長）を開催し、ようやく市レベルでの災害対策について協議する場を持つことができました。具体的な

協議はこれからですので、早急に課題を整理し最優先で取り組んでいく必要があります。 

今後もあらゆる課題につき、関係団体及び横浜市と連携し、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２５日（金）、東京手話通訳等派遣センターからの依頼により「緊急時の手話通訳派遣対応に   

ついて」のテーマで、横浜市の救急手話通訳派遣事業についてお話しさせていただきました。 

この研修会は、区市町村職員及び派遣事業を担当する団体職員の専門性向上のため、都の主催で昨年度

から実施されているとのこと。講義終了後、各区の派遣事業担当者によるディスカッション（「手話通訳

派遣コーディネート業務の現状と課題」）があり、聴講させていただきました。普段知る機会の少ない、

東京２３区の派遣事業について知ることができたのは大変有意義でした。（施設長 竹内） 

横浜市の手話通訳

者派遣の中核を担う

非常勤手話通訳者を

対象に、通訳現場での

判断力や処理能力を

高め、通訳者としての

資質向上を目的とし

て、年間５回の研修を

行っています。     

今年度は第３回まで終了しました。 
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           東京都保健福祉局主催「手話通訳派遣 

             コーディネート担当者研修」に行ってきました 

           新年のごあいさつ 

          平成２８年度専門研修の取り組み 

               

 

 

 

① ６月２５日（土） 「現在の医療・介護制度の

情勢と今後のゆくえ」 

講師：中脇都志子氏 

（「聴障・医ネット」看護師） 

② １０月１７日（月） 「オノマトペの活用に 

ついて～医療における 

その重要性を中心に～」 

講師：坂本真樹氏 

（国立大学法人電気信通信大学 

情報理工学研究科情報学専攻） 

③ １１月１４日（月） 読み取り実技 講師：情提職員 

④ １月１６日（月） 司法場面通訳の講義・実技 講師：高井洋氏 

（一般社団法人日本手話通訳士協会） 

⑤ ２月１３日（月） ピア・スーパービジョン 非常勤手話通訳者による 

自主運営 
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１０月２２日（土）～２４日（月）の３日間にわたり、第１６回全国障害者スポーツ大会「２０１６希望

の郷いわて大会」が「広げよう 感動。伝えよう 感謝。」をスローガンに、岩手県内の各地で開催されまし

た。横浜市からは選手５６人、役員３４人の計９０人が横浜市選手団として派遣されました。うち聴覚障害

の選手は陸上５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、今年も主に陸上の

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。 

低温、強風というコンディションの悪い中、市選手団の競技成績は  

金メダル４１個、銀メダル１４個、銅メダル９個の計６４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 

指定都市）のうち２位、金メダル獲得率も２位という好成績で、聴覚障害

者の選手も大活躍でした。現地の実施本部員やサポートボランティアの

方々のきめ細かいサポートを受けながら、各競技に参加し、日ごろの練習

の成果を十分に発揮することができました。競技以外では、聴覚障害の 

陸上選手たちはサポートボランティアの

学生に手話を教えるなど交流を深める 

場面も見られました。    

来年は愛媛県で開催されます。選手の 

皆さんが次の目標に向かって更に活躍 

されることを期待しています。 

 
１１月１５日（火）～１７日（木）の３日間、兵庫県立聴覚障害者情報

センターにて標記研修会が開催され、全国３８施設１団体計４８人の  

担当者が集まり、当施設から１人参加しました。１日目は「熊本地震での

情報提供施設としての取り組み」、「震災の経験から情報提供施設に期待

するもの～情報・コミュニケーションについて～」と題して講演があり 

ました。 

２日目の前半は、「兵庫のビデオ制作と各地の取り組み」の報告、「映像

制作の動向」、「トラブルシューティング（照明について）」の講演でした。後半は基礎コースと応用コース

に分かれて開催され、基礎コースでは、制作経験の浅い参加者の日々の 

疑問について、機器を使った質疑応答により、理解を深めることができ 

ました。３日目は、５グループに分かれ、「情報提供施設の役割を考える」

とのテーマで、「施設での災害に対する備え」などの情報・意見交換を行い

ました。 

今回の研修で学んだことを今後の業務に生かしていきたいと思います。 

【参加報告】 

全国障害者スポーツ大会 
（１０／２２－１０／２４）  

【参加報告】 

平成２８年度 聴覚障害者向け 

ソフト制作担当職員研修会 
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平成２８年度第４回、第５回「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）に参加しました。 

第４回は１０月２４日（月）、フクシアで行われました。  

当施設の聴覚障害者相談員から、インフルエンザ予防接種、 

平成２８年度臨時福祉給付金の情報提供をしました。この日の

茶話会は、参加者やスタッフ併せて２７人、賑やかで楽しい 

雰囲気につつまれていました。 

１２月５日（月）、第５回の茶話会もフクシアで行われ、  

初参加４人を含む２７人の参加がありました。当施設の聴覚  

障害者相談員から、区役所の設置通訳とタブレットを使った 

手話通訳について、情報提供をしました。その後、参加者から

クイズの出題と正解者への手作りのプレゼントがあり、あっと

いう間に２時間が過ぎてしまいました。 

次回は平成２９年２月１３日（月）の予定です。これからも

定期的に参加していきたいと思います。 

 

 

区役所職員を対象とした「障害者差別解消法に基づく区職員向け 

研修会」が９月２１日（水）より鶴見区役所を皮切りにスタートし、

今年度実施予定の８区のうち７区が終了しました。この研修会は開催

区と情提が連携して開催し、２回連続で行っています。１回目は聴覚

障害についての基礎知識と聴覚障害者とのコミュニケーション方法に

ついての講義の他、聴覚障害者が日頃行っている読話（口の形を読み

取る）や筆談を二人組になって実際に体験してもらいました。伝える

ことの難しさを実感できたと思います。２回目は聴覚障害者団体から

当事者ゲストをお招きし、当事者も交えて受付場面

を想定したロールプレイを行いました。また、ゲスト

からはこれまでに経験した区役所での対応例を話し

ていただきました。

研修で学んだことを

参加していない職員

にも伝えていただ

き、市民サービス 

向上に繋げて欲しい

と思います。 

 区名 １回目 ２回目 

１ 鶴見区   ９／２１（水）   ９／２６（月） 

２ 都筑区    ９／２９（木）   １０／６（木） 

３ 中区 １０／７（金）  １０／２０（木） 

４ 瀬谷区 １０／２７（木）  １１／１０（木） 

５ 神奈川区 １１／９（水）  １１／１６（水） 

６ 西区 １１／２５（金）  １２／１４（水） 

７ 栄区 １２／６（火）  １２／２１（水） 

８ 泉区（予定） １／１７（火）    １／３１（火） 

              【参加報告】 

浜の会茶話会に参加しました 

               【実施報告】 

普及・啓発事業の取り組み  

 

【第４回 茶話会の様子】 

ら） 

【第５回 茶話会の様子】 

ら） 

【１１/１６（水） 神奈川区の様子】 

ら） 

【１１/１０（木） 瀬谷区の様子】 

ら） 
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字幕付き映画会 

 「母と暮らせば」（３／１２） 
（平成２７年１２月公開作品） 

☆山田洋次監督、吉永小百合、二宮和也主演 

日時：３月１２日（日）１４：００上映 

（１３：３０開場） 

場所：ラポールシアター 

※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

ください。 

字幕付き演劇 

「チリンのすず」（３／２６） 
日時：３月２６日（日）午後 

場所：ラポールシアター 

横浜桜座による字幕付き演劇の公演。 

「横浜桜座」は、３年前に横浜ラポールの文化 

事業「演劇ワークショップ」から発足した障がい

者メンバーを含むミュージカル劇団です。 

※詳しくは、横浜ラポール内のポスター掲示 

または、案内チラシをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１１月 

１ 浜身連防災研修会 

２ 要約筆記者研修 

４ 職場体験対応（鶴見総合高校） 

７ 手話養成運営委員会（横聴協） 

８ 視聴覚機器点検 

９ 区職員研修（神奈川区 1/2） 

10 区職員研修（瀬谷区 2/2） 

12 手話課題別研修 

14 手話専門研修 

15 東京派遣ｾﾝﾀｰ視察 

15～17 全聴情協ｿﾌﾄ担当者研修（兵庫） 

16 区職員研修（神奈川区 2/2） 

22 手話 2年次研修 

22 手話試験委員会（横聴協） 

25 区職員研修（西区 1/2） 

25 都保健局主催研修対応 

26 手話課題別研修 

27 県ろう者大会式典登壇 

 

 

28 衛生委員会 

29 要約養成検討会議（浜難聴） 

30 職場体験対応（樽町中学校） 

30 健福局業務監察 

30 手話養成運営委員会（横聴協） 

 

１２月 

２ ﾗﾎﾟｰﾙ運営委員会 

２ 手話登録試験前日準備（横聴協） 

３ 手話登録試験（〃） 

４ 手話養成講師研修会（横聴協） 

５ 浜の会茶話会参加 

６ 区職員研修（栄区 1/2） 

６ 手話 3年次研修 

７ 要約筆記者研修 

10～11 手話登録試験審査会 

12 「聞こえと補聴器」講座講師対応 
12 非常勤手話通訳者会議 

 

 

13  視聴覚機器点検 

13 横聴協・ﾊﾞｯﾁ協会打合せ 

14 区職員研修（西区 2/2） 

15 手話登録試験審査会 

19 衛生委員会 

20 要約試験委員会（浜難聴） 

20 健福局打合せ 

20 合同防災研修会 

21 区職員研修（栄区 2/2） 

27 事業団研究発表会 

28 仕事納め 

28～1/4 ﾗﾎﾟｰﾙ休館 

29～1/3 情提休業 

 

 

 

 

■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 ３，４７６ １２８ ３，６０４ ３，３０２ 医 療 ６０ １０７ 

司 法 ３８ ５ ４３ ４３ 職 業 １９ ２１ 

教育・保育 ５４７ ５４ ６０１ ６４７ 教 育 ２ ３ 

労働・雇用 ４８３ １２７ ６１０ ６５２ 住 宅 ２２ ３４ 

社会生活 ７６８ ４４ ８１２ ８０４ 生 活 １３４ １９１ 

自己啓発 １５２ ６５ ２１７ ２２３ 福 祉 １０２ １５０ 

福祉推進 ７６６ ９５４ １，７２０ １，４９１ 法 律 ２１ ７２ 

相談員 ３ ０ ３ １３ 聞こえ １２ １８ 

合 計 ６，２３３ １，３７７ ７，６１０ ７，１７５ 合 計 ３７２ ６０１ 

昨年同月 ５，８９２ １，２８３ ７，１７５  昨年同月 ２９９ ４８４ 

■通訳者の現任研修 ■映像・字幕制作 

手話研修 回 数 ２９ 参加人数 ９１４ 
自主制作作品数 ３１ 

筆記研修 回 数 １５ 参加人数 ３９０ 
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（11月末までの累計） 

 


