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１２月２７日（火）、標記発表会が横浜ラポールのラポールシアターにて開催されました。この発表会は、

各部署の取り組みの成果や課題等を担当職員が発表する場です。 

今回、聴覚障害者情報提供施設（以下「情提」）からは、「タブレット端末による遠隔通訳サービスについ

て」について発表しました。特に、本市においては、遠隔手話通訳に必要な手話オペレーターを全て当施設

職員が担っていること、サービスの周知ためにＰＲチラシや手話動画の製作の他、今年度から横浜市と進め

ている「障害者差別解消法に基づく区職員向け研修会」の中でもデモンストレーションをおこなっている 

こと等について紹介した他、本サービスの課題や今後の展望について

も話しました。 

標記研究発表会は毎年開催され、情提の発表は今回が３回目。情提

の事業に関する理解が広まってきたのではないかと考えられます。 

今後も各事業の発展と職員のスキルアップに努め、発表を重ねていけ

るようにしたいです。 

 ２月２日（木）、川崎市聴覚障害者情報文化センター及び国際交流センターにて標記研修会が開催され、

全国聴覚障害者情報提供施設協議会の関東ブロックに属する１１施設から参加がありました。当施設から

は施設長と手話・要約筆記者派遣担当職員が参加しました。午前は、全日本ろうあ連盟（以下「全日ろう

連」）情報・コミュニケーション委員会委員長の小椋武夫理事により「テレビ電話を使った手話通訳サービ

スについて」と題して、遠隔手話通訳（以下「遠隔サービス」）等テレビ電話を使った手話通訳サービスに

対する全日ろう連としての指針について講演がありました。その中で、平成２９年度の地域生活支援事業

の拡充により、遠隔サービスの実施が手話通訳設置事業の一つに位置づけられたことについて「遠隔サー

ビスはあくまで補助的手段。設置通訳と同列にカウントされるべきものでない」と強調されました。また

現行の意思疎通支援事業と遠隔サービスの役割や住み分けの明確化を今後協議しながら、聴覚障害者の 

情報アクセスビリティの向上を目指す、という話で締めくくられました。 

午後は、管理職員と派遣担当職員のグループに分かれて情報交換を 

行いました。派遣担当職員のグループでは、企業などへ有料で手話通訳

者を派遣（紹介・斡旋）する基準に地域差があること、また広域レベル

の大会等は主催者がコミュニケーション支援の予算化がしにくいため 

関東で共通基準を作ってはどうか等、多様な意見が挙がりました。今後、

当市での課題等を整理していくためにも、他地域とのつながりの大切さ

を実感する有意義な研修会となりました。 
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平成２８年９月２１日（水）より鶴見区からスタートした「障害者差別解消法に基づく区職員向け研修会」

は、今年度実施予定の８区を全て終了しました。今年度の最後は泉区で、１回目は１月１７日（火）に行い、

２６人が出席しました。２回目は３１日（火）で２３人の出席がありました。 

今年度の研修を踏まえ、来年度も、より良い研修になるよう取り組んでいきたいと思います。  

 

 

１月１９日（木）、横浜市立藤塚小学校（保土ヶ谷区）の「総合的な学習」の授業で、３年生２９人の    

生徒さんに対して、手話・要約筆記者派遣担当職員が講演を行いました。手話の歌を学ぶ中で手話通訳士に

関心を持ち、話を聞いてみたいということになり、今回の依頼に繋がったとのこと。前半は、手話通訳の  

仕事になぜついたか、諦めずに努力することの大切さを経験とエピソードを交えて話しました。後半は、 

聞こえない方と交流するための手話学習を行いました。手話学習になった途端、生徒さんの目がキラキラし

はじめ、手話で会話できる楽しさを実感してもらえたようでした。 

 

２月７日（火）、横浜市研修センター（中区）にて、横浜市環境創造局から人権啓発職員研修の講師依頼

を受け、横浜市環境創造局職員４７人を対象に講演しました。当日は「聴覚障害者について」をテーマに、  

聴覚障害に関する基礎知識の他、具体的なコミュニケーションについてパワーポイントや映像を見ていた

だきながら話しました。参加者同士で二人組になって、筆談や読話（口の形を読み取る）の体験も取り入れ

ました。環境創造局は、緑のまちづくり、下水道や公園の整備と管理等の環境施策業務を行っている部署で

す。同局が実施するイベント等では聴覚障害者と接する機会があることから、ヨコハマ・ヒューマン＆テク

ノランド２０１６で職員向けに作成した「ポケットマニュアル」を参考に配布しました。 

今後も、普及・啓発事業の一環として、聴覚障害者がいろいろな場に安心して参加できる環境作りの方法

を発信していきたいと思います。 

 
２月１２日（日）、南区公会堂にて、一般社団法人横浜市聴覚障害者  

協会（以下、「横聴協」）主催の標記つどいが開催されました。聴覚障害者

情報提供施設（以下、「情提」）のブースを設けさせていただき、来場者に

チラシを配布する等、当施設の事業利用の促進に努めました。普及・啓発

事業の一環として、当事者団体の行事に参加したのは今回が初めてです。 

情提のブースに立ち寄っていただいた方には、指文字をデザインした

オリジナル缶バッジを差し上げました。来場者の中には、今年度から  

始まったタブレット端末を活用した手話通訳対応や手話通訳者の配置（モデル実施）について、知らない人

もいたのでチラシに基づき、情報提供を行いました。 

今後も、当事者団体の行事に積極的・継続的に顔を出し、普及・啓発に努めていきたいと思います。 

【実施報告】 

普及・啓発事業の取り組み 

講師を派遣しました 

【参加報告】 

第２９回 新年（新春）のつどい 

【横浜市立藤塚小学校】 

ら） 

【横浜市環境創造局】 

ら） 
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今年度も全３回講座「聞こえと補聴器」（主催：横浜市障害者社会参加  

推進センター）が開かれました。第２回目の１２月１２日（月）、「聞こえの

相談事業」について、横浜市リハビリテーション事業団の言語聴覚士から

は相談事例を、聴覚障害者相談員からは事業説明と派遣事業の利用につい

て話をしました。アンケートに「難聴者に対する支援が組織的に行われて  

いることを初めて知った。」「講座を受講して勉強になった。」等、参加者  

から感想が寄せられました。 

 

２月３日（金）、標記連絡会が聴力障害者情報文化センター（東京）で開催  

され、２０人が参加し、当施設から２人が参加しました。今回は障害者差別  

解消法（平成２８年４月施行）以後の事例発表をもとに具体的な対応方法を  

検討しました。 

次回は３月２日開催、内容は「重複障害者の相談事例について」です。 

 

２月４日（土）、神奈川県勤労者医療生活共同組合港町診療所（以下、

「港町診療所」）の医師 ：大脇甲哉氏を講師にお招きし健康講座を行い、

７６人が出席しました。港町診療所は横浜ラポールの特殊健康診断を 

お願いしている医療機関で、整形外科医である大脇先生とのおつきあい

も早いもので６年になります。 

今回は検診の講評と健康に生活し、働くためのアドバイスをしていた

だきました。そのほか、先生ご自身のご経歴、港町診療所設立の経緯  

等、大変興味深いお話もうかがうことができました。通訳者を派遣する事業所として、特殊健康診断や健康

講座を継続していくことの大切さを再確認しました。 

 

１月１１日（水）～３１日（火）の１５日間、国立障害者リハビリテーション   

センター学院手話通訳学科２年の涌井美夏さんを実習生として受け入れました。 

区職員向け研修会や登録通訳者の研修、相談員の訪問同行等、多岐にわたる内容で

した。実習を終え、涌井さん自身「通訳者・相談員・行政・各専門機関等と連携を

とりながら、聞こえない人の生活に向き合うことが情提の役割だと知った。」と  

振り返られていました。ぜひ、卒業後の仕事に生かしていただければうれしいです。 

     【参加報告】 

講座「聞こえと補聴器」で講演をしました 

             【参加報告】 

関東ろうあ者相談員連絡会 

 

             【実施報告】 

手話通訳者・要約筆記者合同研修 

健康講座 

 

         実習生がやってきました！ 
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１９４８年８月９日、長崎で助産師をしている

伸子（吉永小百合）のところに、３年前に原爆で

失ったはずの息子の浩二（二宮和也）がぶらりと

姿を見せる。あまりのことに呆然とする母を尻目

に、すでに死んでいる息子はその後もちょくちょ

く顔を出すようになる。当時、医者を目指して 

いた浩二には、将来を約束した恋人の町子（黒木

華）がいたが・・・。 

詳しくは、横浜ラポールのホームページ、また

は機関紙「ラポラポ２月号」をご覧ください。

 

 
１月 

４ 仕事始め 

６ 県ｾﾝﾀｰ打合せ 

10 事業見直し MT 

10～31 実習生受入（国ﾘﾊ学院） 

11 要約筆記者研修 

11 要筆試験委員会（浜難聴） 

13 県ｾﾝﾀｰ打合せ（県警関係） 

16 手話専門研修 

17 区職員研修（泉区 1/2） 

17 視聴覚機器点検 

17 手話養成運営委員会（横聴協） 

18 手話派遣運営委員会 

19 防犯研修会 

19  横浜市立藤塚小学校総合学習講師派遣 

22 手話講師伝達講習 

 

  23 衛生委員会 

  24 厚労省見学対応 

  25 健福局定例会 

26  職場体験（六角橋中学） 

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） 

31 区職員研修（泉区 2/2） 

２月 

１ 監査課監査 

２ 全聴情協関東ﾌﾞﾛｯｸ研修（川崎） 

３ 関東ろうあ者相談員連絡会 

４ 手話全体研修（健康） 

４ 非常勤手話採用説明会 

６ YOTEC委員会会議 

 

 

６ 手話 1年次研修 

７ 環境創造局職員研修対応 

７ 手話養成運営委員会（横聴協） 

８ 要約派遣事業運営委員会 

10 健福局打合せ（区研修） 

10 横聴協打合せ（遠隔関係） 

12 横聴協つどい来賓・出店対応 

13 手話専門研修 

13 浜の会茶話会参加 

14 県議会局打合せ 

14 要筆試験委員会（浜難聴） 
18 要筆登録試験前日準備（浜難聴） 

19 要筆登録試験（浜難聴） 

19 手話講師伝達講習 

20 ろう学校高等部見学対応 

22 県議会手話設置ﾃﾞﾓ参加 

 

 

■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 ４，３４７ １６３ ４，５１０ ４，１２７ 医 療 ７４ １３３ 

司 法 ５１ ７ ５８ ５５ 職 業 ２３ ３１ 

教育・保育 ６４４ ６０ ７０４ ７７１ 教 育 ２ ３ 

労働・雇用 ６０８ １３８ ７４６ ７７７ 住 宅 ２５ ３８ 

社会生活 ９７２ ５７ １，０２９ １，０２２ 生 活 １５５ ２４４ 

自己啓発 ２００ ９２ ２９２ ２５８ 福 祉 １２０ １８２ 

福祉推進 ９６８ １，１８９ ２，１５７ １，８９２ 法 律 ２１ ７３ 

相談員 ３ ０ ３ １３ 聞こえ １８ ２６ 

合 計 ７，７９３ １，７０６ ９，４９９ ８，９１５ 合 計 ４３８ ７３０ 

昨年同月 ７，３３５ １，５８０ ８，９１５  昨年同月 ３６７ ６０８ 

■通訳者の現任研修 ■映像・字幕制作 

手話研修 回 数 ３１ 参加人数 ９８０ 
自主制作作品数 ３４ 

筆記研修 回 数 １９ 参加人数 ５１０ 
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（1月末までの累計） 

日時：平成２９年３月１２日（日） 

１４：００上映開始予定（１３：３０開場） 

会場：ラポールシアター 

定員：３００人 

入場料：無料 

申込み：横浜ラポール文化担当 

「母と暮らせば」ＪＴ係  

（ＦＡＸ：０４５－４７５－２０５３） 

        横浜ラポール字幕付き映画上映会 

「母と暮らせば」（平成２７年公開作品） 


