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Ⅰ 報告事項 

 
(１)監査報告(2017（平成 29）年度) 
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（１） 監査報告 

中間監査報告書 

平成 29年 11月 12日 

公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 

会長 藤原 基時 殿 

監事 松本 久夫 印 

監事 平野  護 印 

 

私たち監事は、当協会の平成２９年４月１日から平成２９年９月３０日までの平成２９

年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律第 99条第１項(同法第 197条において準用する第 99条第１項)＜並びに公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 33 条第２項＞の規定に基づ

き本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１ 監査の方法及びその内容 

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整

備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行に

ついて報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当協会の事務所において業務及び財産

の状況を調査しました。 

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました 

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及び

その附属明細書＜並びに財産目録等＞について監査しました。 

 

２ 監査の結果 

(１)事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い､当協会の状況を正しく

示しているものと認めます。 

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。 

③ 内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執

行は、相当であると認めます。 

 

(２)計算書類及びその附属明細書＜並びに財産目録等＞の監査結果 

計算書類及びその附属明細書＜並びに財産目録等＞は、当協会の財産及び損益の

状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。 

以上  
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監査報告書 

 

平成 30年 4月 29日 

公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 

会長 藤原 基時 殿 

監事 松本 久夫 印 

監事 平野  護 印 

 

私たち監事は、当協会の平成２９年１０月１日から平成３０年３月３１日までの平成２

９年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律第 99条第１項(同法第 197条において準用する第 99条第１項)＜並びに公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 33 条第２項＞の規定に基

づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１ 監査の方法及びその内容 

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整

備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行に

ついて報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当協会の事務所において業務及び財産

の状況を調査しました。 

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました 

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及び

その附属明細書＜並びに財産目録等＞について監査しました。 

 

２ 監査の結果 

(１)事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い､当協会の状況を正しく

示しているものと認めます。 

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。 

③ 内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執

行は、相当であると認めます。 

 

(２)計算書類及びその附属明細書＜並びに財産目録等＞の監査結果 

計算書類及びその附属明細書＜並びに財産目録等＞は、当協会の財産及び損益の

状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。 

以上  
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Ⅰ 報告事項 

 
(２)事業報告(2017（平成 29）年度) 
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（２） 事業報告 

公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 

2017（平成 29）年度事業報告書 
事業年度：2017（平成 29）年 4 月 1 日 ～ 2018(平成 30)年 3 月 31 日 

 

1 当法人の概況 

 

1.1 設立年月日 

1950(昭和 25)年 9 月 23 日。設立当時の団体名は静岡県ろうあ福祉連合会。 

 

1.2 定款に定める目的 

この法人は、聴覚障害者の福祉の向上、社会的自立の促進及び聴覚障害者に対する県民の理

解の向上に関する事業を行い、もって県民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

1.3 定款に定める事業内容 

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 手話通訳者等養成研修事業 
(2) 手話通訳者等派遣事業 
(3) 聴覚障害児・者生活支援事業 
(4) 聴覚障害者文化学習活動等開催事業 
(5) 障害福祉サービス事業 
(6) 聴覚障害に関する普及啓発事業 
(7) その他目的を達成するために必要な事業 

 

1.4 会員の状況 

種類 当期末 前期末比増減 

正会員 個人 607 名 -8 名 

正会員 団体 3 団体 0 団体 

賛助会員 個人 455 名 +26 名 

賛助会員 団体 1 団体 -2 団体 

その他 0 名 0 名 

合計 
1,062 

4 

名 

団体 

+18 

-2 

名 

団体 

 

1.5 主たる事務所、従たる事務所の状況 

この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。 
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1.6 役員に関する事項 

会  長 藤原基時 

副 会 長 小泉秀力 山本直樹 

監  事 松本久夫 平野 護 

代表理事 藤原基時・小泉秀力・山本直樹 

理  事 池中義一・伊東敦子・小倉健太郎・北川素広・小泉秀力・後藤勇樹・ 

佐野尚子・杉山清・鈴木誠一・髙橋元気・高橋めぐみ・中川みゆき・ 

中村千晶・藤原友子・藤原基時・三津山明・村木正法・山本直樹 

 

1.7 職員に関する事項 

静聴協事務局長 小倉健太郎 
次長 前田智子 
局員 田中典子、飯島本子、大川香織 

情報センター所長 伊久美礼子 
所員 佐野静美、望月多美、冨口真佐志、幡鎌美恵子、日原早紀 

 

2 事業の状況 

 

2.1 社員総会・理事会 

定時社員総会を 2017（平成 29）年 6 月 25 日に開催した。理事会については、理事会運営

規則に基づき、2017（平成 29）年 5 月 14 日に第一回定例理事会を開催、以降定例・臨時含め

合計 4 回開催した。詳細は 20 ページ参照。 

 

2.2 事業の経過及びその成果 

当協会は定款に定める１～７事業を実施した。詳細は以下のとおり。 

 

2.2.1 手話通訳者等養成研修事業 

(1) 手話通訳者養成研修事業 

静岡県登録手話通訳者になるための養成講座や講師を養成するための研修等を行う。 

① 手話通訳者養成研修 

日程 内容・講座 会場 受講者等 

4 月７日 

      ～6 月 23 日 
手話通訳者養成講座Ⅲ 伊東夜、藤枝夜 37 人 

4 月 11 日 

～12 月 19 日 
手話通訳者養成講座Ⅱ 

伊豆の国昼、静岡夜、浜

松昼 
50 人 

6 月 10 日 

    ～2 月 20 日 
手話通訳者養成講座Ⅰ 長泉町昼、掛川市夜 40 人 

1月 27日(土) 
手話通訳者養成講座 

進級面接試験 
県総合社会福祉会館 

受験者 46人 

(42人合格) 

3月 17日(土) 県手話通訳者登録面接 県総合社会福祉会館 
8人 

県へ推薦 
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② 新任研修 

日程 内容・講座 会場 受講者 

4 月 8 日（土） 新任登録手話通訳者研修会 県総合社会福祉会館 9 人 

③ 手話通訳者統一試験合格対策講座(特別講座) 

日程 内容・講座 会場 受講者 

6 月 10 日～8 月 6 日 
手話通訳者統一試験の合格を目指

す者たちを対象に対策講座を行う。 
県総合社会福祉会館 117 人 

④ 手話通訳士試験合格対策講座講義 

日程 内容・講座 会場 受講者 

5 月 13 日～8 月 6 日 
手話通訳士試験の合格を目指す者

たちを対象に対策講座を行う。 
県総合社会福祉会館 42 人 

⑤ 関連する会議等 

日程 内容・講座 会場 出席者 

7 月 22 日（土） 手話通訳者全国統一試験説明会 京都市 1 人 

8 月 11 日（金） 手話通訳者養成事業等プロジェクト委員会① 県総合社会福祉会館 11 人 

11 月 25 日（土） 手話通訳者養成事業等プロジェクト委員会② 県総合社会福祉会館 11 人 

3 月 17 日（土） 手話通訳者養成事業等プロジェクト委員会③ 県総合社会福祉会館 11 人 

⑥ その他、関係団体との協議、企画参加 

日程 内容・講座 会場 出席者 

11 月 12 日（日） 
みんなで語ろう！静岡県ろうあ問題・手

話通訳問題 

県総合社会福祉会館 

市民文化会館 
171 人 

(2) 要約筆記者養成研修事業 

静岡県登録要約筆記者になるための養成講座や講師を養成するための研修等を行う。 

① 養成研修要約筆記者養成講座 

日程 内容 会場 受講者 

5 月～12 月 
要約筆記者養成講座（94 時

間） 

磐田市総合健康福祉

会館 i プラザ他 

手書 7・PC6 人 
(手書 5・PC5 人修了) 

② 要約筆記者研修 

日程 内容 会場 受講者 

5 月 14 日(土)～ 

1 月 21 日(日) 

新任研修会１回、 

講義 6＋実技 5 回（全 6 日） 
三島市社会福祉会館 

計 

167 人 

③ 講師養成研修 

④ 関連する会議等 

 

(3) 盲ろう者向け通訳介助者養成研修事業 

盲ろう者向け通訳介助者となるための養成講座や通訳介助のための研修等を行う。 

① 養成講座 

日程 内容 会場 受講者 

7 月 7 日～12 月 17 日 
聴力障害者情報文化センター主催指導

者養成研修(東日本・西日本) 

東京都戸山サンライズ 

京都手話研修センター 
2 人 

日程 内容・講座 会場 出席者 

10 月 24 日、3 月 23 日 県委託要約筆記事業委員会 ２回 県総合社会福祉会館 各 7 人 
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日程 内容 会場 受講者 

10 月 8 日（日）～ 

1 月 14 日（日） 

盲ろう者向け通訳介助者養成講座

(全 10 回) 
県総合社会福祉会館 

計 

196 人 

② 現任研修 

日程 内容 会場 受講者 

5 月 27 日(土)～ 

2018 年 2 月 24 日(土) 

実技 2 回、講義 1 回、新任研修会 

(全３日) 
県総合社会福祉会館 

計 

138 人 

③ 関連する会議等 

日程 内容・講座 会場 出席者 

4 月 22 日（土）～ 

2 月 11（日） 

盲ろう者向け通訳介助者養成研修

事業委員会(全 4 回) 
県総合社会福祉会館 32 人 

＜参考＞ 手話・要約筆記試験関連試験合格者、セミナー受講者 

日時 試験名 実施主体／会場 受験者(合格者) 

 ９月 30 日(土) 

10 月 1 日(日) 

厚生労働大臣公認手話

通訳技能認定試験 

(手話通訳士試験) 

(社福)聴覚障害者情報文化セ

ンター／東京・大阪・熊本 

受験者 32 人 

(5 人合格) 

 

10 月 14 日(土) 

10 月 15 日(日) 

第 12 回全国手話検定試験 

 ５級・４級 

 ３級・２級 

(社福)全国手話研修センター

／県総合社会福祉会館 

受験者 109(100)人 
16(16)人・33(32)人 

26(22)人・34(30)人 

12 月 2 日(土) 

静岡県手話通訳者登録

試験(全国手話通訳者統

一試験) 

静岡県聴覚障害者協会／県総

合社会福祉会館 

受験者 76 人 
(5 人合格) 

2 月 18 日(日) 

静岡県要約筆記者認

定試験（全国統一要

約筆記者認定試験） 

静岡県中途失聴・難聴者協会

／県総合社会福祉会館 

受験者 33 人 

(9 人合格) 

(4) 手話活動研究事業 

手話サークル等におけるボランティア活動や、手話を取り巻く諸問題に関する研修等を行う。 

① 手話サークル地域研修会 

日程 内容 会場 人数 

3 月 18 日(日) 
静岡県手話サークル連絡会交流会（東・

中・西部交流会含む） 
県総合社会福祉会館 56 人 

② ろう教育フォーラム 

日程 内容 会場 人数 

1 月 28 日(日) 第 22 回ろう教育静岡フォーラム 磐田市・アミューズ豊田 236 人 
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③ ろう児のための手話による童話 DVD制作および貸出事業 

ろう児を指導した経験があり、全国的にビデオやＤＶＤの出演経験のあるろう者が手話

で童話などを話し、ＤＶＤを制作し、無償で貸し出しを行う。 

日程 内容 収録会場 

10 月～３月 

ノンタン いもうといいな（偕成社) 

そらいろのたね(福音館書店) 

ともだちや(偕成社) 

県総合社会福祉会館 

(5) 手話通訳者健康障害予防事業 

手話通訳者等活動により起こりやすい頸肩腕障害を予防するための検診や講習会を行う。 

① スクリーニング 

日程 内容 検査実施機関 参加 

9月～10月 問診票によるスクリーニング 滋賀医科大学 203人 

② 夏の検診 

日程 内容 会場 受診者 

6月 24日(土) 手話通訳者夏の検診 県総合社会福祉会館 27人 

③ 冬の検診 

日程 内容 会場 受診者 

12月９日(土) 手話通訳者冬の検診 県総合社会福祉会館 22人 

12月 10日（日） 〃 三島市共立病院 21人 

12月 17日（日） 〃 きたはま診療所 17人 

④ 健康管理講習会(2月 静岡市) 

日程 内容 会場 参加者 

2018年 2月４日(日) 手話通訳者等健康管理講習会 県総合社会福祉会館 15９人 

(6)  手話講習会事業 

一般県民に手話に触れる機会を提供するための講習会を行う。 

① 夏休みろう子どもクラブ 

日程 内容 会場 参加者 

8月１日～2３日 

ろう者や手話通訳者、学生ボランティアと

ともに、学習や調理、工作、プール、集団

遊びを行う。(全 8回) 

県総合社会福祉会館、大

浜プール 

延べ 

242人 
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2.2.2 手話通訳者等派遣事業 

(1) 手話通訳者派遣事業 

聴覚障害者(ろう者)のコミュニケーションを支援する手話通訳者を派遣する。 

内容 件数、時間数 

手話通訳者派遣 
派遣件数(人数) 44 件(76 人) 

派遣時間 215：00 

手話通訳者派遣(事業外・企業、団体、学校等) 
派遣件数(人数) 495 件(940 人) 

派遣時間 2465：15 

合計 539 件(1,016 人) 2680：15 

(2) 要約筆記者派遣事業 

聴覚障害者(中途失聴・難聴者)のコミュニケーションを支援する要約筆記者を派遣する。 

内容 件数、時間数 

要約筆記者派遣 
派遣件数(人数) 86 件(220 人)  

派遣時間 719：20 

要約筆記者派遣(事業外・企業、団体、学校等) 
派遣件数(人数) 94 件(181 人)  

派遣時間 632：05 

合計 180 件(401 人) 1351：25 

(3) 盲ろう者向け通訳介助者派遣事業 

聴覚障害者(盲ろう者)のコミュニケーションや移動等を支援する盲ろう者向け通訳介助

者を派遣する。 

内容 件数、時間数 

盲ろう者向け通訳介助者派遣 
派遣件数(人数) 1,091 件(2,426 人)  

派遣時間 5318：30 

盲ろう者向け通訳介助者派遣 

(事業外・企業、団体、学校等) 

派遣件数(人数) 112 件(238 人)  

派遣時間 571：50 

合計 1,203 件(2,664 人) 5,890：20 
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2.2.3 聴覚障害児・者生活支援事業 

(1) 聴覚障害児療育相談事業 

聴覚障害者、手話通訳者等が聴覚障害児との関わり方や福祉制度の使い方、児同士の関

係構築等に関する相談を行う。 

日程 件数・人数 

4月 14日～3月 23日 109件･109人 

(2) 親子手話教室開催事業 

聴覚障害児には手話を通じて様々な体験をする教室を行い、その家族には手話を学ぶた

めの教室を行う。 

① 聴覚障害児への指導 

(土曜日 12 回以上)手話学習や集団遊び、調理・見学・体験学習 

② 母親等保護者への手話指導 

(土曜日 12 回以上)手話実技・講義 

日程 内容 会場 延べ人数 

4月 15日～3月 3日の土曜日 

(全 13回) 

母親等保護者への

手話指導、子どもた

ちへの指導 

県総合社会福祉会館 

子ども・親・ 

指導者・ボランティア合

計 306人 

(3) ピアカウンセラー派遣事業 

聴覚障害児を育てた経験がある保護者(ピアカウンセラー)が障害の受容等に関する相談

を行う。 

① ピアカウンセラーの派遣 

② ケース会議 

ピアカウンセラーがスーパーバイザー(カウンセラーに対して指導助言を行う有識者)の

助言を得る。 

日程 会場 相談者・出席者 

4 月 14 日～3 月 23 日 

(毎月 第１・２・３木曜日) 

県内 3 会場(第１木曜東部、第

２木曜中部、第３木曜西部) 

相談者 35人 

ケース会議４回 22人 

(4) 聴覚障害者在宅訪問自立訓練事業 

自立困難な聴覚障害者向けの在宅訪問形式での生活訓練及び指導を行う。 

日程 内容 件数・人数 

4月 1日～3月 31日 

(必要に応じ随時受付) 

関係者の支援者会議 
生活指導 

3回 17人 
85件 

(5) 盲ろう者向け生活訓練事業 

盲ろう者の日常生活に必要な知識について学習を行う。 

日程 内容 参加者 

4月 1日～3月 31日 
点字触読学習、外出・コミュニケーション支援、

パソコン訓練・設定、ブレイルセンス講習会 
73回･73人 
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(6) 聴力・言語障害者生活相談事業 

様々な問題を抱える聴覚障害者等の悩みや不安を解消するための相談に応じるととも

に相談員としての技術向上のための研修会を行う。 

日程 内容 相談件数 

4月 1日～3月 31日 

(毎月第２・４土曜、及び随時) 

就労、教育、医療、子育て等生活

全般についての相談 

窓口開催日 

年間 22日 

 

2.2.4 聴覚障害者文化学習活動等開催事業 

(1) 聴覚障害者研修事業 

聴覚障害者や手話通訳者が聴覚障害者の置かれた現状や課題を学ぶため、講演会等の開

催や全国大会への参加を行う。 

① 青年のつどい・青年研究討論会・女性のつどいの開催 

日程 内容 会場 参加者 

4 月 2 日(日) 
第 48 回静岡県ろう

あ青年のつどい 
浜松市福祉交流センター 68人 

10 月 28～29 日 
第 37 回静岡県ろうあ

青年研究討論会 
菊川市総合保健福祉センタープラザけやき 26 人 

11 月 19 日(日) 
第 60 回静岡県ろうあ

女性のつどい 
伊豆修善寺いきいきプラザ 220 人 

② 全国ろうあ者大会への参加 

日程 内容 会場 参加者 

6月 1日～4日 第 65回全国ろうあ者大会 福岡県 77人 

(2) 聴覚障害者スポーツ大会開催事業 

一般のスポーツ大会には参加困難な聴覚障害者向けに、様々な種目を通じて技を競い合

うスポーツ大会を行う。 

日程 内容 会場 参加者 

4月 16日(日) 
第 50回静岡県ろうあ者体育大会(野球・卓球・ボウリング・

ゲートボール・テニス・バレーボール・グラウンドゴルフ) 
島田市内 137人 

(3) 聴覚障害者健康増進推進事業 

聴覚障害者の健康を維持し相互の親睦を深めるスポーツやレクリエーション活動を行う。 

① 高齢者のつどい・ろうあ高齢部親善交流会(グラウンドゴルフ、ゲートボール、フライングディスク) 

日程 内容 会場 参加者 

5 月 28 日（日） 
第 21 回静岡県ろうあゲートボール親善交

流会・フライティングディスク 
湖西市立西部公民館 55 人 

10 月 9 日（月） 第 15 回グラウンドゴルフ親善交流会 伊豆市狩野川記念公園 103 人 

 

  



１９９４年３月９日第三種郵便物認可(毎月１日、１０日、２０日) 

２０１８年６月５日発行                             ＳＳＴＫ増刊通巻１６６０号 聴障しずおか 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

14 

 

(4) 静岡県ろうあ者大会開催事業 

聴覚障害者の生活と福祉が保障される豊かな社会の実現を目的として、聴覚障害者が中

心となって参加する式典や講演会を開催する。 

日程 内容 会場 参加者 

6月 25日(日) 
第 67回静岡県ろうあ者大会 

(大会式典、議事、大会決議等) 
沼津市民文化センター 500人 

(5) 県聴覚障害者情報センター運営事業 

字幕入ビデオ製作・貸出や会議室・機器貸出等を行う聴覚障害者情報提供施設を運営する。 

内容 発行数・件数・人数 

情報誌の発行(発行部数 1,300 部／回) 「情報だより」の発行 2 回  

字幕・手話入りビデオテープ貸出 延べ貸出本数・人数 153 本・184 人  

字幕･手話入りビデオテープ制作、編集 制作、編集 8 本  

手話動画ブログ 収録、編集 45 本 

情報機器の貸出 件数・貸出数 199 件・928 機 

会議室等の貸出 会議室等貸出 496 件・5,695 人 

 

その他、関係団体との協議、企画参加、協力等（聴協事務局・情報センター職員） 

月日 内容 出席 

4月 2日(日） 県要連総会 ２人 

4月 8日(土） 手話通訳者新任研修会 １人 

4月 9日(日） 全要研県支部総会 ２人 

4月 30日(日） 静岡盲ろう者友の会総会 1人 

5月 13日(土） 県登録要約筆記者の会総会 ２人 

5月 14日(日） 要約筆記者新任研修会 1人 

6月 8日(木）～6月 9日(金） 全国聴覚障害者情報提供施設協議会総会 施設大会（茨城県水戸市） 1人 

6月 23日(金） 中部市町連絡会議 2人 

8月 19日(土） フェスタシズウエル 2人 

8月 31日(木） 防災訓練(会館主催) 5人 

9月 22日(金） 第 51回全国ろうあ者体育大会開会式 4人 

9月 29日(金） 情報提供施設第四ブロック研修（名古屋） 1人 

11月 16日(木）～17日(金） 盲ろうコーディネーター研修（国立リハビリテーション） 1人 

12月 15日(金） 沼津ろう学校 高等部 3年生 見学のため来所 1人 

1月 11日(木） 情報提供施設第四ブロック研修（UD講習会） 3人 

1月 12日(金） 情報提供施設第四ブロック会議 １人 

2月 6日(火） 県研修生来所 1人 

2月 6日(火） 救命救急法講習会（JAEA） 1人 

2月 15日(木） 県庁職員手話指導 1人 
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2月 16日(金） 手話通訳者派遣事業運営委員会 2人 

2月 18日(日） 全国統一要約筆記者認定試験 1人 

2月 21日(水） 「モバイル型遠隔情報保障システム実証実験」（静大付属小学校） 2人 

2月 22日(木） 当センター運営委員会 5人 

2月 23日(金） 防災訓練 (会館主催) 3人 

2月 24日(土） 盲ろう者向け通訳介助者新規登録者向け派遣事業説明会・現任研修会 1人 

3月 6日(月） 愛の援聴週間（中部健康福祉センター） 1人 

3月 23日(金） 要約筆記者派遣事業委員会 1人 

 

2.2.5 障害福祉サービス事業 

(1) ありんこの里の運営 

地域において自立した日常生活を営むことができるようにするため、創作的活動や社会

との交流促進、生活習慣の指導を行う就労継続支援 B 型「ありんこの里」を運営する。 

①創作的活動 ②生産活動の機会の提供 ③社会との交流促進 ④相談 ⑤生活習慣の

指導 ⑥ その他 

月 日 内 容 場 所 人 数 

4 月 4 日（火） 黄色いレシートキャンペーン贈呈式 イオン清水店 3 人 

4 月 7 日（金） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 葵区役所 4 人 

4 月 9 日（日） 静岡市ろうあ協会定期総会 自主製品販売出店 はーとぴあ清水 5 人 

4 月 15日（土） 静岡県手話通訳問題研究会定期総会 自主製品販売出店 
「わ・ハハ」 自主製品販売出店 

シズウエル 
葵区役所 

4 人 
4 人 5 月 2 日（火） 

5 月 10日（水） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 駿河区役所 4 人 

5 月 11日（木） 黄色いレシートキャンペーン ザ・ビッグ登呂店 4 人 

5 月 12日（金） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 葵区役所 4 人 

5 月 13日（土） ありんこの里と共に歩む会定期総会 自主製品販売出店 中央福祉センター 40 人 

5 月 24日（水） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 駿河区役所 4 人 

5 月 25日（木） 防災訓練 ありんこの里 25 人 

5 月 28日（日） ラポール川原みなみ わくわく祭り バザー出店 ラポール川原みなみ 6 人 

6 月 5 日（月）～

9 日（金） 
清水特別支援学校 実習生 職場体験 ありんこの里 1 人 

6 月 12日（月）
～13日（火） 

つくしの研修生実習研修 ありんこの里 2 人 

6 月 25日（日） 静岡県ろうあ者大会 自主製品販売出店 沼津市民文化会館 6 人 

6 月 30日（金） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 
黄色いレシートキャンペーン贈呈式 

葵区役所 
ザ・ビッグ登呂店 

4 人 
4 人 7 月 7 日（金） 

7 月 14日（金） 

～15日（土） 
アピタ夏の販売会 自主製品販売出店 アピタ静岡 6 人 

7 月 19日（水） 歯科健診 ありんこの里 26 人 

7 月 19～20日
（水・木） 

「わ・ハハ夏のイベント」自主製品販売出店 葵区役所 8 人 

7 月 19日（水） 

～21日（金） 
パルシェ夏の販売会 自主製品販売出店 パルシェ 4 人 

7 月 28日（金） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 葵区役所 4 人 

8 月 1 日（火） 火曜会 施設説明会 はーとぴあ清水 5 人 
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8 月 2 日（水） 

～3日（木） 
夏休みボランティア体験 小学４年生 ありんこの里 5 人 

8 月 5 日（土） 静ろう夏祭り バザー出店 静岡ろう学校 12 人 

8 月 5 日（土） 西脇町内会 夏まつり バザー出店 西脇公民館 8 人 

8 月 9 日（木） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 駿河区役所 4 人 

8 月 10日（木） ありんこの里交流食事会 かつ政 30 人 

8 月 23日（水） ２４時間ＴＶキャンペーン活動 ザ・ビッグ登呂店 4 人 

8 月 30日（水） 歯科保健活動 ありんこの里 25 人 

9 月 1 日（金） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 葵区役所 4 人 

9 月 5 日（火） 日帰り旅行 富士花鳥園 富士宮市 29 人 

9 月 6 日（水） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 駿河区役所 4 人 

9 月 8 日（金） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 葵区役所 4 人 

9 月 10日（日） ふれあい広場 バザー出店 青葉シンボルロード 12 人 

9 月 13日（水） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 駿河区役所 4 人 

9 月 24日（日） ふくしのまつり バザー出店 清水マリンパーク 7 人 
9 月 29日（金） 「わ・ハハ」5周年イベント 自主製品販売出店 葵区役所 4 人 

10月 2日（月） 

～6日（金） 
清水特別支援学校 実習生 職場体験 ありんこの里 1 人 

10月 8日（日） 全国ろう重複施設長会議 ありんこの里見学 ありんこの里 20 人 

10月 11日（水） 黄色いレシートキャンペーン ザ・ビッグ登呂店 4 人 

10月 25日（水） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 駿河区役所 4 人 

10月 25日（水） 健康福祉大会 自主製品販売出店 グランシップ 1 人 

10月 27日（金） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 葵区役所 4 人 

10月 31日（火） やきそば作り ありんこの里 24 人 

11月 1日（水） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 駿河区役所 4 人 

11月 10日（金） ふれあいレクリエーション大会 このはなアリーナ 8 人 

11月 11日（土） 沼ろうまつり 自主製品販売出店 沼津ろう学校 3 人 

11月 12日（日） 県内研 自主製品販売出店 
県ろうあ女性のつどい 自主製品販売出店 

シズウエル 
伊豆市修善寺生きいきプラザ 

3 人 
5 人 11月 19日（日） 

11月 23日（木） 駿河ふれあい福祉フェスタ 自主製品販売出店 東静岡駅北口広場 3 人 

11月 25日（土）
～26日（日） 

全国聴覚言語障害者福祉研究交流会 埼玉県 3 人 

11月 28日（火） あおいの会 施設説明会 中央福祉センター 7 人 

11月 29日（水） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 駿河区役所 4 人 

11月 29日（水） たつのこ会 施設説明会 はーとぴあ清水 2 人 

11月 30日（木） 防災訓練 ありんこの里 24 人 

12月 1日（金） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 葵区役所 4 人 

12月 2日（土） 街角クリスマス バザー出店 青葉シンボルロード 8 人 

12月 3日（日） 西脇町内会 防災訓練 西脇公民館 6 人 

12月 15日（金） みみの里交流会 国民宿舎奥浜名湖他 27 人 

12月 19日（火）
～21日（木） 

パルシェ冬の販売会 自主製品販売出店 パルシェ 4 人 

12月 25日（月） たこ焼き作り ありんこの里 26 人 

12月 26日（火） 干支押し絵作り ありんこの里 23 人 

1 月 5 日（金） 初詣・初釜 ありんこの里 22 人 

1 月 11日（木） 黄色いレシートキャンペーン ザ・ビッグ登呂店 4 人 

1 月 19日（金） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 葵区役所 4 人 

1 月 21日（日） ありんこの里と共に歩む会主催「新年会」 中央福祉センター 52 人 

1 月 25日（木） 作業所ではたらく本人研修会 シズウエル 25 人 

1 月 31日（水） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 駿河区役所 4 人 

2 月 2 日（金） 節分 ありんこの里 21 人 

2 月 9 日（金） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 葵区役所 4 人 

2 月 14日（水） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 駿河区役所 4 人 
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2 月 18日（日） 全聴福研の報告会 自主製品販売出店 シズウエル 8 人 

3 月 2 日（金） 高松宮ひな祭り店見学 グランシップ 22 人 

3 月 4 日（日） みみの日大会 自主製品販売出店 浜松市福祉交流センター 6 人 

3 月 29日（木） 花見 静岡市駿府公園 23 人 

3 月 30日（金） 「わ・ハハ」 自主製品販売出店 葵区役所 4 人 

・毎月第 3木曜日 利用者自治会実施。 
・毎月 2回 血圧測定・健康相談実施。 
・職員会議は毎週木曜日に利用者が帰った後２時間程度で実施。 
・平成 30年 3月現在、19名が登録している。 

 

(2) 遠州みみの里の運営 

平成 30 年 3 月現在、生活介護 10 人、就労継続支援Ｂ型 9 人が登録している。 

月日 内容 場所 人数 

4月 4日(火) いろいろやってみよう！（絵皿） みみの里 13人 

8日(土) お花見（フラワーパークにて） フラワーパーク 40人 

11日(火) 黄色いレシートキャンペーン 市野イオン 4人 

19日(水) チャレンジドショップわ販売担当 浜松市役所 2人 

5月 1日(月) いろいろやってみよう！（劇の練習） みみの里 14人 

2日(火) いろいろやってみよう！（劇の練習） みみの里 12人 

11日(木) 黄色いレシートキャンペーン 市野イオン 4人 

17日(水) 
チャレンジドショップわ販売担当 
いろいろやってみよう！（劇の練習） 

浜松市役所 
みみの里 

2人 
12人 

21日(日) 遠州みみの里とあゆむ会総会 福祉交流センター 96人 

6月 7日(水) 
いろいろやってみよう！ 
（スタンピングで描く紫陽花） 

みみの里 14人 

13日(火) チャレンジドショップわ販売担当 浜松市役所 2人 

20日(火) いろいろやってみよう！(夏の絵) みみの里 13人 

23日(金) すみれ手話サークル交流会 みみの里 37人 

28日(水) 健康診断 平良内科 20人 

7月 4日(火) いろいろやってみよう！(紙皿に描こう) みみの里 12人 

11日(火) 黄色いレシートキャンペーン 市野イオン 3人 

19日(水) 
第 1回みみの里運営委員会 
いろいろやってみよう！(きゅうりを描こう) 
チャレンジドショップわ販売担当 

みみの里 
みみの里 
浜松市役所 

12人 
13人 
2人 

8月 9日(水) いろいろやってみよう！(歌の練習) みみの里 18人 

8月 11日（金） 
～16日(水) 

夏休み   

22日(火) いろいろやってみよう！(歌の練習) みみの里 15人 

27日(日) 「バーベキュー＆流しそうめん」交流会 みみの里 28人 

9月 7日(木) チャレンジドショップわ販売担当 浜松市役所 2人 

11日(月) 黄色いレシートキャンペーン 市野イオン 3人 

12日(火) いろいろやってみよう!  (防災訓練) みみの里 21人 

29日(金) 
いろいろやってみよう！ 
（「大井川ＳＬ乗車」日帰り旅行） 

大井川 21人 

10月 2日(月) 実地指導 みみの里 2名 

 5日(木) 
静岡県授産製品コンクール 
⇒ 実行委員特別賞受賞 

静岡 3名 

14日(土) 和合寸田ヶ谷まつりバザー 和合寸田ヶ谷 4名 

18日(水) いろいろやってみよう！（みみの里まつり準備） みみの里 18名 
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25日(水) 歯科検診 みみの里 11名 

26日(木) チャレンジドショップわ販売担当 浜松市役所 2名 

11月 7日(火) いろいろやってみよう！(年賀状作成) みみの里 16名 

11日(土) オール静岡表彰式 静岡 5名 

16日(木) チャレンジドショップわ販売担当 浜松市市役所 2名 

22日(火) 
いろいろやってみよう！ 
（アナログフロッタージュ作り） 

みみの里 18名 

23日(祝) みみの里バザー 和合会館 140名 

29日(火) インフルエンザ予防接種（～30日） 平良内科 18名 

12月 5日(火) いろいろやってみよう！(干支 戌を描こう) みみの里 18名 

11日(月) 黄色いレシートキャンペーン 市野イオン 4名 

15日(金) ありんこの里との合同忘年会 国民宿舎浜名湖 47名 

20日(水) チャレンジドショップわ販売担当 浜松市役所 2名 

20日(水) 
いろいろやってみよう！ 
（浜松信用金庫 ギャラリーポテト見学） 

浜信 三方原支店 16名 

28日(木) 大掃除 みみの里 14名 

29日～1月 4日 冬休み   

1月 5日(金) いろいろやってみよう！(書初め) みみの里 16名 

11日(木) 黄色いレシートキャンペーン 市野イオン 3名 

16日(火) いろいろやってみよう！（感謝祭準備） みみの里 14名 

17日(水) ボランティア感謝会 みみの里 22名 

  2月 3日（土） 遠州みみの里 チャリティーコンサート 福祉交流センター 450名 

7日(水) いろいろやってみよう（花・犬・猫を描こう） みみの里 16名 

20日(火) いろいろやってみよう（手作りボウリング大会） みみの里 18名 

  3月 6日（火） いろいろやってみよう（自分の顔を描こう） みみの里 13名 

28日(水) いろいろやってみよう（花びらを貼ってみよう） みみの里 17名 

・バザー（H29.4月～H30.3月）は、31回実施。 
・見学及び実習受け入れは、個人 2名・5団体。 
・家族会は隔月開催。 
・なかまの会議は月に１回実施。 
・職員会議は、利用者が帰った後、1～2時間程度で週に 1回実施。 
・29年 8月で正規職員の聴者 1名退職。 
・29年 10月より、正規職員の聴者 1名新規採用（試用期間 6ヶ月）。 
・29年度中、利用者３名（就労Ｂ）新規入所。 
 
[課題] 
・他のサービスも併用する利用者が増し、登録者数は同様ながら日々の利用人数が減少している。 
  → 月平均通所日数：前年比 5％減   
・上記より、障害福祉サービス給付費についても更なる減収となり、運営費用面への影響が大きく 
なってきている。（職員冬季賞与：一律 20％削減施策の実施） 

・高齢者が増え、機能低下による事故のリスクが増している。 
・高齢となり、疾患を併せ持つ利用者が増し、体調不安を抱えている。 
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2.2.6 聴覚障害に関する普及・啓発事業 

(1) 啓発事業 

会報(聴障しずおか)および手話カレンダー等を発行する。 

① 会報発行 

会報 No. 発送数 会報 No. 発送数 会報 No. 発送数 

372(4 月号) 1,024 376(8 月号) 1,085 381(１月号) 1,035 

373(5 月号) 1,063 377(9 月号) 1,085 382(２月号) 1,035 

号外(総会資料) 1,000 378(10 月号) 1,028 383(３月号) 1,032 

374(6 月号) 1,068 379(11 月号) 1,032 合計 13,601 部 

375(7 月号) 1,079 380(12 月号) 1,035 平均 1,046 部 

② 手話カレンダー 

一般県民に手話を普及するため、手話カレンダーを 3,728 部販売した。 

日程 内容 会場等 回数 

9 月～10 月 
掲載内容打合せ 

業者打合せ 
県総合社会福祉会館 2 回 

 

(2) 聴覚障害や手話に関する刊行物、資料などの紹介 

聴覚障害に関する書籍や手話通訳等養成に係るテキスト等を販売する。 

区分 書 籍 名 区分 書 籍 名 

手
話 

新日本手話辞典 

参
考
書 

手
話
検
定 

2016全国手話検定試験(第 10回) 

わたしたちの手話 学習辞典Ⅰ 2017全国手話検定試験(第 11回) 

わたしたちの手話 学習辞典Ⅱ DVDで学ぶ手話検定  1級・準 1級 

新
し
い 

手
話 

スポーツ用語の手話 DVDで学ぶ手話検定  2級 

新しい手話 2015 DVDで学ぶ手話検定 3級 

新しい手話 2016 DVDで学ぶ手話検定 4級 

新しい手話 2017 DVDで学ぶ手話検定 5級 

新しい手話 2018 よくわかる手話の筆記試験対策(改訂版) 

連
盟
関
係 

新たっちゃんと学ぼう パンフ 

機
関
誌 

季刊 MIMI 155号 

誇りを持って未来へ(60 年パンフ)緑 季刊 MIMI 156号 

21世紀のろう者像 季刊 MIMI 157号 

全国地名手話マップ 季刊 MIMI 158号 

手話で防災 季刊 MIMI 159号 

守ろう！LIFE 

静
聴
協 

静岡発 手話学習テキスト 

手話を学ぶ人のために 静岡の手話 

聴さんと学ぼう DVD ろうあ者たちの戦中戦後(浜松編) 

聴覚障害者への合理的配慮とは？ DVD ろうあ者たちの戦中戦後(静岡編) 

道～ろうあ運動を支えた人びと～ 医療の手話①(外来編) 
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手話を学ぶ人のために 医
療 

医療の手話②(人間ドック・健診編) 

差別事例報告書 手話教育今こそ 

全日本ろうあ連盟７０年史 

そ
の
他 

障害者権利条約（改訂版） 

テ
キ
ス
ト 

実用手話単語集 
あるあるシリーズ１ 

耳が聞こえる人が基準の社会の中で 
手話を学ぼう 手話で話そう 

手話通訳Ⅰ 

手話通訳Ⅱ 完全解説 日本の火山噴火 

手話通訳Ⅲ 

 販売数 4,059冊 

手話通訳者養成のための講義テキスト 

手話を学ぼう 手話で話そう 指導書 

手話通訳Ⅰ 指導書 

手話通訳Ⅱ 指導書 

手話通訳Ⅲ 指導書 

 

(3) みみの日大会開催事業 

聴覚障害者に対する理解を一般県民に啓発する「愛の援聴週間」活動の一環として、式典

や講演会等を開催する。 

日程 内容 会場 参加者 

11月 11日(土) 第 36回みみの日大会実行委員会 県総合社会福祉会館 13人 

1月 17日(水) 第 36回みみの日大会会場視察 浜松市福祉交流センター 16人 

2018年 3月 4日

(日) 

第 36 回配慮が生まれ 笑顔広がる みみの

日大会(式典、公園「巨大災害を生きる」福引) 
浜松市福祉交流センター 552人 

 

2.3 理事会および社員総会報告(開催時期順) 

 

2.3.1 2017（平成 29）年度第１回定例理事会 

開催日時 2017（平成 29）年 5 月 14 日(日)10:00～11:50 

開催会場 県総合社会福祉会館 ５階 会議室 

審議事項 

出席理事数 理事会構成員 16 人中 15 人、監事 2 人 

決議事項 

第１号議案 2016(平成 28)年度事業報告 

第２号議案 2016(平成 28)年度計算書類等＜及び財産目録＞の承認について 

担当理事から別紙資料に基づき各議案についての説明がなされ、この賛否を諮ったところ、

全員異議なくこれを承認した。 

その他、監査報告事項１件、協議事項 4 件、報告事項 3 件あり。 
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2.3.2 2017（平成 29）年度定時社員総会 

開催日時 2017（平成 29）年 6 月 25 日（日）10:00-12:05 

開催会場 沼津市民文化センター 大会議室 

審議事項 

議決権の個数 623 個 

報告事項 

2016（平成 28）年度監査報告 

議長の指名により、当法人の松本久夫監事と平野護監事から、「別紙総会資料のとおり、平

成 28 年度の当法人の理事の職務の執行及び当該事業年度における事業報告、計算書類につい

て、11 月 11 日および 4 月 29 日に監査を行った結果、すべて適正であることを認めた。」と

の報告があった。議長はこのことについて質疑を諮ったところ、質疑なし。 

2016（平成 28）年度事業報告 

議長の指名により、当法人の小倉健太郎理事から、別紙「平成 28 年度事業報告書」に基づ

き、当法人の平成 28 年度における事業報告が行われた。議長はこのことについて質疑を諮っ

たところ、質疑なし。 

決議事項 

第１号議案 平成 28 年度計算書類等及び財産目録の承認について 

 議長の指名により当法人の小倉健太郎理事から、別紙「2016（平成 28）年度決算関係書

類」に基づき、平成 28 年度における貸借対照表、損益計算書等の説明を行った。議長はこの

ことについて質疑を諮ったところ、質疑なし。議長はこれについて採決をとったところ、賛

成多数により異議なく原案どおり承認可決された。 

第 2 号議案 理事の任期満了に伴う選任の件 

 議長は、理事全員が本会の終結と同時に任期が満了するため、その後任者を選任

する必要がある旨を述べた。役員選考規程により選挙管理委員会を設置、選挙管理委

員長は資料に挙げる 18 名を理事候補者に指名し、候補者ごとに個別にその賛否を問

うたところ、以下の理事が承認多数により承認されたことを発表した。 

なお、被選任者は、席上でその就任を承諾した。 

理事 池中義一 伊東敦子 小倉健太郎 北川素広 小泉秀力 後藤勇樹  

佐野尚子 杉山清 鈴木誠一 髙橋元気 高橋めぐみ 中川みゆき  

中村千晶 藤原友子 藤原基時 三津山明 村木正法 山本直樹 

 

2.3.3 2017（平成 29）年度臨時理事会 

開催日時 2017（平成 29）年 8 月 6 日(日)10:00～12：00 

開催会場 静岡県総合社会福祉会館 5 階 会議室 

審議事項 

出席理事数 理事会構成員 18 人中 13 人 監事１人 

決議事項 

第１号議案 新規入会者 
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担当理事から新規入会者について説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれ

を承認した。その他、協議事項４件、報告事項４件あり。 

 

2.3.4 2017（平成 29）年度臨時理事会 

開催日時 2017（平成 29）年 12 月 17 日(日)9:30～12：25 

開催会場 県総合社会福祉会館 ５階 会議室 

審議事項 

出席理事数 理事会構成員 18 人中 16 人 監事 1 人 

決議事項 

第１号議案 2017（平成 29）年度新規入会者について 

担当理事から新規入会会員について説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なく

これを承認した。その他、監査報告事項１件、協議事項 6 件、報告事項 2 件あり。 

 

2.3.5 2017（平成 29）年度第２回定例理事会 

開催日時 2018(平成 30)年 2 月 18 日(日)10:00～12:18 

開催会場 県総合社会福祉会館 ５階 スタジオ 

審議事項 

出席理事数 理事会構成員 18 人中 16 人 監事 2 人 

決議事項 

第１号議案 2018(平成 30)年度活動方針(案) 

第２号議案 2018(平成 30)年度事業計画(案) 

第３号議案 2018(平成 30)年度収支予算(案) 

第４号議案 2018(平成 30)年度定時社員総会招集（案） 

担当理事より別紙資料に基づき各議案についての説明がなされ、議長はこの賛否を諮った

ところ、全員異議なくこれを承認した。その他、協議事項４件、報告事項 5 件あり。 

 

2.4 寄付金 

2.4.1 企業・団体からの寄付金 

合計企業・団体数 月日 金額(円) 

348 企業・団体 4 月 1 日～2018(平成 30)年 3 月 31 日 6,360,302 

2.4.2 個人からの寄付金 

合計人数 月日 合計金額(円) 

623 人 4 月 1 日～2018(平成 30)年 3 月 31 日 3,146,428 
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2.5 重要な契約の締結 

契約名 委託元 委託先 受託金額(円) 

静岡県聴覚障害者情報センター運営等事務委託 

静岡県 当法人 

47,926,000 

ピアカウンセラー派遣業務委託 1,043,000 

親子手話教室実施業務委託 1,177,000 

聴覚障害児療育相談業務委託 902,000 

 

2.6 直前３事業年度の財産及び損益の状況 
    単位：千円 

事業年度 
27 年 3 月期 

（26 年度） 

28 年 3 月期 

（27 年度） 

29 年 3 月期 

（28 年度） 

30 年 3 月期 

（29 年度） 

前期繰越収支差額 7,713 8,149 14,365 13,306 

当期収入合計 120,314 131,318 138,563 154,554 

当期支出合計 119,877 125,102 139,622 153,177 

当期収支差額 437 6,216 ▲1,059 1,377 

次期繰越収支差額 8,149 14,365 13,306 14,683 

資産合計 77,738 83,880 79,268 78,197 

負債合計 8,600 14,113 13,403 13,239 

正味財産 69,138 69,768 65,865 64,958 

  

 

2.7 総括報告 

2.7.1 静岡県手話言語条例 

静岡県手話言語条例が 2018 年 3 月 16 日に可決され、3 月 28 日に施行された。議員

発議による制定である。 

2015 年から（公社）静岡県聴覚障害者協会、静岡県手話通訳問題研究会、静岡県手

話通訳士協会が共に作成した草案を自民改革会議に提出。2017 年 10 月、超党派の県
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議会議員 11 名で構成する静岡県議会静岡県手話言語条例検討委員会が設置され、翌年

２月までの計５回の検討委員会を経て条例が制定された。その間、県中途失聴者・難聴

者協会や県盲ろう者友の会と条文について共に考え、議会条例委員の県議と何度も詳

細な表現に至るまで確認を行った。また、委員会に参考人として招かれ、議会において

はじめてパワーポイントを使用して意見を述べる機会を得た。採択の日には、県内外か

ら 80 人を超えるろう者や手話関係者が傍聴に駆け付けた。議会階段にて議員や傍聴者

が横断幕を広げて記念撮影を行った。 

条例は制定がゴールではなくスタートである。今後、手話が言語であることの普及に

向けて取り組んでいく。 

2.7.2 第 51回全国ろうあ者体育大会 

「富士に挑む 跳ぶ 駆ける 心と体！」をスローガンに掲げ、9月 21日から 24日

まで開催された第 51回全国ろうあ者体育大会が無事終了した。 

大会当日は選手を後押しするように天候にも恵まれ、県内 13 会場 10 競技に全国各

地から約 1,500 名の選手と関係者を迎え、主催の全日本ろうあ連盟役員や地元静岡の

実行委員 70 名が運営にあたり、650 名の要員ボランティアと 1,000 名を超える競技審

判や補助員の方々に協力いただき、延べにして動員数 4,500名を超える規模となった。 

県や開催市、その他の市町の協力や 970 を超える企業や団体、個人の協賛寄付によ

り、まさに大会の目的である「国民のろう者に対する正しい理解を深めるために開くも

のである」を実現できた。 

3 法人の課題 

2017 年度は第 51 回全国ろうあ者体育大会の準備と開催、その報告に追われた一年であった。こ

の大会もあって、協会行事参加者累計は前年度の倍以上の 7,000 人台となった。（別表１） 

昨年からの課題であった会員への情報配信体制もようやくめどがつき、会員の中でも利用者の多

い LINE を活用した情報配信サービスを 2018 年度から開始する。これらの活用により、会員への情

報配信が迅速かつ効果的に行われると考える。 

2018 年 3 月、全国的に旧優生保護法による障害者に対する強制不妊手術を巡る報道が相次いだ。

この手術はろう者にも行われ、全日本ろうあ連盟は全国的な調査に乗り出した。静聴協が静通研・士

協会・県サ連に予備明け、調査委員会を立ち上げる予定である。静聴協では現在、会員の中にも被害

者を確認している。国策による人権蹂躙問題は看過できず、私たちは事実を明らかにしていく責任

がある。 

会員減少が続き、静聴協の財政に深刻なダメージを与えている。公益社団法人とは、社会にとって

公益性のある活動をすることを求められている法人であることを会員一人ひとりが自覚し、また、

障害の有無に関係なく、法人の目的に賛同する者は誰でも入会可能であることをより広く周知して

いかねばならない。 

別表１：県内行事・事業参加者数一覧 （人） 

No. 開催日 行事・事業名 担当部・委 参加 

１ 4月 2日（日） 第 48回静岡県ろうあ青年のつどい（浜松市） 青年部 68 
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２ 4月 16日（日） 第 50回静岡県ろうあ者体育大会（島田市） 体育部 137 

３ 5月 28日（日） 2017年度静岡県ろうあ高齢部親善交流会（湖西市） 高齢部 55 

４ 6月 25日（日） 2017年度定時社員総会（沼津市） 静聴協 130 

５ 6月 25日（日） 第 67回静岡県ろうあ者大会（沼津市） 組織委 483 

６ 9月 21～24日(木～日) 第 51回全国ろうあ者体育大会（静岡・藤枝・牧之原市） 大会実委 4,502 

７ 10月 7日（土） 第 24回労働サロン 障福サ委 18 

８ 10月 8日(日) 第 47回静岡県ろうあ高齢者のつどい（伊豆の国市） 高齢部 
103 

９ 10月 9日(月・祝) 第 16回グラウンドゴルフ親善交流会（伊豆の国市） 高齢部 

10 10月 28～29日（土日） 静岡県ろうあ青年研究討論会 青年部 26 

11 11月 12日（日） みんなで語ろう！静岡県ろうあ問題・手話通訳問題 手話委 165 

12 11月 19日（日） 第 60回静岡県ろうあ女性のつどい 女性部 220 

13 1月 13日（土） 静岡県市町手話言語条例学習会 条例検討委 119 

14 1月 20日（土） 第 25回労働サロン 障福サ委 31 

15 1月 28日（日） ろう教育静岡フォーラム 児・者委 236 

16 2月 4日（日） 度手話通訳者等健康管理講習会 手話委 159 

17 2月 17日（土） 福祉学習会 障福サ委 73 

18 3月 4日（日） 第 36回みみの日大会 普及啓発委 552 

   合計 7,077 

 

4 各部報告 

4.1 会計部 

部員(◎部長) ◎小泉秀力 

総括報告 
 2017 年度の正会費納入人数は 610 名、昨年度比 8 名減少した。 

 11 月と４月の監事監査会に出席した。 

評価・反省・ 

課題 

 2016年度から会費納入は各地域協会共通の会員管理のデータ入力を円滑化し、

納入有無を確認できるようになった。 

対策 
・ 組織委員会との連携を定期的に行なう。2017年度以降、会費納入確保の計画を

進めていく。 

過去５年間の会員数の推移 

  会員数 納入額 賛助会員数 納入額 合計 前年度との差異 

平成 25 年度 661 名 9,699,500 398 名 1,215,000 10,914,500 －94,000 

平成 26 年度 637 名 9,278,500 383 名 1,173,000 10,451,500 －463,000 

平成 27 年度 636 名 9,317,500 401 名 1,221,000 10,538,500 87,000 

平成 28 年度 618 名 9,596,500 432 名 1,311,700 10,913,500 375,000 

平成 29 年度 610 名 9,143,500 456 名 1,377,000 10,520,500 －393,000 
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4.2 組織委員会 

委員（◎委員長） 
◎山本 直樹 地域協会長９人 

青年部長 後藤勇樹、女性部長 藤原友子、高齢部長 杉山清 

総括報告 

・ 会員を増やすための取り組みとして以下を実施した。 

→静岡県ろうあ者大会の開催 

→東海組織フォローアップ講座（東海聴連組織部共催、12/18）の開催 

→全国手話研修センター後援会の呼びかけ、静聴協行事５か年計画の調整 

・ 交流の場を設けるため、以下を実施した。 

→県ろうあ青年のつどい、県ろうあ青年研究討論会 

→県ろうあ女性のつどい、ろう高齢者交流支援事業（赤い羽根共同募金受配事業） 

→県ろうあ高齢者のつどい、グラウンドゴルフ交流会、高齢部親善交流会 

評価・反省・ 

課題 

・ 県ろうあ者大会前夜交流会に講師を招いての交流会を企画し、会員、講師との親睦

を深められ、また大会参加へとつなげられた。 

・ フォローアップ講座に 42人が参加し、行事、入会、購読に向けた勧誘を学べた。 

・ 青年、女性、高齢部についてはいずれも予定通り事業実施できた。 

・ 全国体育大会への取り組みのため、組織ニュース発行や協会長会議の開催など、本

来の業務にかかることができなかった。 

対策 
・ 青年部、女性部、高齢部事業の参加目標について、目標人数設定の根拠やそれに

対する取り組みがあったかどうかを確認し、参加者増や企画内容の充実を図りたい。 

県ろうあ青年のつどい、県ろうあ青年研究討論会、県ろうあ女性のつどいについては 13 ページ参照。 

静岡県ろうあ高齢者のつどい、グラウンドゴルフ交流会、親善交流会については 13 ページ参照。 
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4.3 普及啓発事業委員会 

委員（◎委員長） ◎村木正法、中村千晶、髙橋元気 

総括報告 

・聴覚障害問題・手話の普及啓発、みみの日大会、啓発グッズ、聴覚障害関係の書籍

を担当した。 

・日聴紙・季刊MIMIの購読者拡大運動を担当した。 

・会報聴障しずおかの編集、記事作成の指示を行った。 

・LINE＠導入に向けての検討を行った。 

・静聴協案内パンフレットを発行した。 

評価・反省 

・課題 

・機関紙を計画通り毎月発行することができた。 

・カレンダーは仕事をテーマとしたため、会員の職場でも普及しやすいと好評であった。 

・みみの日大会はチラシを刷新し、インパクトがあって良いと好評であった。 

・啓発グッズについては最低限の取り組みで終わってしまった。 

対 策 
・理事・地域会長が、啓発セットを常備し、いつでも受付に対応できるようにする。 

・日聴紙購読者会員の期限切れを徹底的に食い止めるように取り組む。 

機関紙の発行状況については 19 ページ、みみの日大会については 20 ページ参照。 

 

4.4 文化学習活動事業委員会 

委員（◎委員長） ◎高橋めぐみ、山本直樹 

総括報告 
・ 会員の交流の場を設けることを委員会の目的としていたが、全国体育大会への取り

組みのため、具体的な行動に移すことができなかった。 

評価・反省・ 

課題 
・ 様々な行事に参加し、交流しながら幅広い年齢の会員から要望を聞くことができた。 

対策 ・ 青年、女性、高齢者のつどい終了前後の交流会を企画し、会員の交流の場を作る。 

 

4.5 聴覚障害児・者生活支援事業委員会 

委員（◎委員長）  ◎池中義一 佐野尚子 各地域協会から 1名選出 

総括報告 

・ 静聴協を知るろう児を増やし、保護者の気持ちに寄り添うことができた。 

・ ろう教育フォーラム、親子手話教室、赤い羽根共同募金受配事業で夏休み

ろう子どもクラブおよび童話 DVD 制作、貸出事業を実施した。 

・ 赤い羽根共同募金街頭キャンペーンに参加した。 

評価・反省・課題 
・ ろう学校関係者･保護者・県教育関係者の参加を増やすことが課題。 

・ 親子手話教室に参加する児童の数が減少している。 

ろう教育静岡フォーラムについては 9 ページを、夏休みろう子供クラブについては 10 ページを、親子

手話教室については 12 ページを参照。 

 

4.6 手話関連事業委員会 

委員（◎委員長） ◎中川みゆき、鈴木誠一 各地域協会から１名選出 

総括報告 

・ 手話通訳者を増やすため手話通訳者養成事業等プロジェクト委員会を開催。 

・ 全国手話検定試験の周知、みんなで語ろう！静岡県ろうあ問題・手話通訳問題

の開催及び準備を行った。 
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・ 手話通訳者養成関係の書籍の普及、情報コミュニケーション法関係の担当。 

評価・反省・課題 
手話検定の取り組みをした。また、みんなで語ろう！ろうあ問題・手話通訳問

題について、通研と聴協とで協議できた。 

対策 
各協会の手話対策部長と連携できるように取り組む。 

（手話検定、みんなで語ろう！ろうあ問題・手話通訳問題の呼びかけ） 

手話通訳者養成・養成プロジェクト関係については 8 ページ参照。 

 

4.7 障害福祉サービス事業委員会 

委員(◎委員長) ◎伊東敦子、三津山明、小泉秀力 各地域協会から福祉・労働担当１名選出 

総括報告 

・ありんこの里・みみの里関係の取り組み、福祉制度・関連法に関する取り組み 

→2/17に高齢者の福祉制度と介護保険入門学習会を開催。73人出席。 

・聴覚障害者災害救援静岡県本部の活動は全国体育大会のため休止。 

・ろう重複連絡会や全国福祉・労働関係会議への出席 

→第 21回全国聴覚言語障害者福祉研究交流集会に２人出席。 

→全国ろうあ者労働問題フォーラムに９人出席。 

・労働サロンを２回開催した。 

評価・反省・課題 
・午前に会議、午後に行事を開催し、効率よく進めることができた。 

・防災学習については、全国体育大会のため休止となった。 

 

4.8 体育部 

部員(◎部長) 
◎北川素広体育部長、三上吾一副部長兼総務部長、中村司会計部長 他 5 名、

各競技部長 9 名 

総括報告 

・ 県ろうあ者体育大会の開催とその準備を担当した。また、開催に合わせて監

督主将会議を開催した。また、デフリンピックカンパを行った。 

・ デフリンピック報告会を開催し、38人が出席した。 

・ サッカー・フットサル交流会を２回開催し、10 人、24 人が参加した。 

・ 県体育部委員会を４回開催した。 

・ 東海聴覚障害者体育大会（岐阜）に 94 人、全国ろうあ者体育大会（静岡）

に 106 人が出場。 

評価・反省・ 

課題 

・ 県体育大会は天候に恵まれ全競技を実施できた。グラウンドゴルフ競技を

オープンで開催したが参加者が増えなかった。また、例年ゲートボール競技

の参加チームが同じ地域からの２チームのみである。 

対策 

・ スポーツをきっかけとする会員拡大につながるよう、県内各競技クラブの

情報発信やスポーツ研修会の呼びかけが必要と感じる。 

・ 平成 30年度から第 1回グランドゴルフ競技が開始。新たな競技人口の発掘

につなげたい。 

・ 県内各競技クラブの情報を会報などに掲載していく。 

第 50 回静岡県ろうあ者体育大会については 13 ページ参照。 



１９９４年３月９日第三種郵便物認可(毎月１日、１０日、２０日) 

２０１８年６月５日発行                             ＳＳＴＫ増刊通巻１６６０号 聴障しずおか 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

29 

 

 

 

 

 

【附属明細書の作成について】 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に規定する 

「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないため、附属明細書は作成しない。 
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Ⅱ 決議事項 

 
第１号議案 

2017（平成 29）年度 

計算書類等の承認について 
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（３） 第１号議案 2017（平成 29）年度計算書類等の承認について 

公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 2017（平成 29）年度計算書類 

事業年度：2017（平成 29）年 4 月 1 日 ～ 2018(平成 30)年 3 月 31 日 

1 貸借対照表 
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損益計算書(正味財産増減計算書) 
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2 正味財産増減計算書 内訳表 
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3 附属明細書 

 
  



１９９４年３月９日第三種郵便物認可(毎月１日、１０日、２０日) 

２０１８年６月５日発行                             ＳＳＴＫ増刊通巻１６６０号 聴障しずおか 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

39 

 

4 財産目録 

 


