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全てのろう者が安心して暮らせる社会を目指す 

方針１ 手話通訳制度の充実、県民への手話普及 

① 手話通訳者・士、要約筆記者、盲ろう者向け通訳介助者の養成・派遣の充実 

② 手話通訳者養成講座講師の資質向上 

③ 全国手話検定試験・手話検定セミナーの啓発 

 

方針２ 情報バリアのない社会の実現 

① 聴覚障害者用情報受信装置「アイ・ドラゴン４」の普及、「目で聴くテレビ」継続利用の呼びかけ 

② 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション保障法（仮称）」の制定に関わる運動の実施 

③ テレビ放送の手話通訳の挿入・字幕番組の拡大の取り組み 

 

方針３ ろう者の豊かな生活および社会参加の実現 

① 「手話言語法（仮称）」の制定に関わる運動の実施 

② 静岡県内各市町手話言語条例制定への取り組み 

③ 親子手話教室、夏休みろう子どもクラブなどによるろう者・児とその家庭の支援 

④ 生活訓練事業、在宅訪問自立訓練事業などによる社会参加の促進 

⑤ 「ありんこの里」「みみの里」などろう重複障害者の通所作業所の維持、拡充 

⑥ ろう者スポーツ活動の充実 

⑦ 聴覚障害者災害救援対策の強化 

 

方針４ 正会員・賛助会員及び日聴紙・季刊みみ購読者の拡大と組織の強化 

① 会員拡大（正会員 550名・賛助会員 500名）、日聴紙購読者 600人、季刊みみ購読者

500人の達成 

② 静岡県手話通訳問題研究会・静岡県手話通訳士協会・静岡県手話サークル連絡会と

の連携の強化 

③ 当会、（一財）全日本ろうあ連盟、東海聴覚障害者連盟出版物の普及促進 
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Ⅰ 報告事項 

 
(１)監査報告(2021 年度) 
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（１） 監査報告 

中間監査報告書 

令和３年１１月１３日 

 

公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 

会長 小泉 秀力 様 

監事 平野 護  ㊞ 

監事 杉田 一  ㊞ 

 

 私たち監事は、当協会の令和３年４月１日から令和３年９月３０日までの理事の職務の

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、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、会計帳簿又はこれに関する資料の調査

を行い、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）計算書類の監査結果 

    計算書類は、当協会の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 

令和４年４月２９日 

 

公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 

 会長 小泉 秀力 様 

 

監事 平野 護  ㊞ 

監事 杉田 一  ㊞ 

 

 私たち監事は、当協会の令和３年１０月１日から令和４年３月３１日までの理事の職務の

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、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、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を

行い、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）計算書類の監査結果 

    計算書類は、当協会の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(2021 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 

2021 年度事業報告書 
事業年度：2021 年 4 月 1 日 ～ 2022 年 3 月 31 日 

1 当法人の概況 

(1) 設立年月日 

1950 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。 

(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。 

(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 

(4) 会員の状況 

種類 当期末 前期末比増減 

正会員 個人 474 名 -35 名 

正会員 団体 3 団体 0 団体 

賛助会員 個人 462 名 -25 名 

賛助会員 団体 1 団体 0 団体 

合計 
936 

4 

名 

団体 

-60 

0 

名 

団体 

 

(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。 

(6) 役員に関する事項 

会  長 小泉秀力 

副 会 長 伊東敦子・鈴木誠一 

監  事 平野 護・杉田一 

代表理事 小泉秀力・伊東敦子・鈴木誠一 

理  事 伊東敦子・植松元代・小倉健太郎・小泉秀力・酒井康穂・ 

鈴木誠一・鈴木礼子・高橋めぐみ・中川みゆき・中村千晶・ 

藤原友子・藤原基時・松本拓也・三上吾一・山本直樹 
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(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 飯島本子、田宮裕乃 

情報センター所長 伊久美礼子 
副所長 幡鎌美恵子 
所員 佐野静美、望月多美、冨口真佐志、黒石恵理子 

2 事業の状況 

(1) 社員総会・理事会 

定時社員総会を 2021 年 6 月 26 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、2021 年 5 月 9 日に第一回理事会を実施、以降定例・臨時含め合計 4 回開催した。詳細は

19 ページ参照。 

(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 13日（火）～ 

7月 31日（土） 
手話通訳者養成講座Ⅲ 

磐田市 iプラザ・静岡市中央福祉

センター・浜松市南部協働センタ

ー・三島市社会福祉会館 

47人 

4月 9日（金）～ 

12月 7日（火） 
手話通訳者養成講座Ⅱ 

掛川市生涯学習センター・三島市

社会福祉会館 
19人 

6月 1日（火）～ 

1月 25日（火） 
手話通訳者養成講座Ⅰ しまだ楽習センター 13人 

3月 12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 16人 

(15 人合格) 

② 新任研修 

日程 内容・講座 会場 受講者 

新規登録者なしのため 

実施せず 
   

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 

8 月 1 日（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 65 人 

④ 手話通訳士試験合格対策講座 

日程 内容・講座 会場 受講者 

8 月 1 日（日） 

6 月 5 日（土） 

7 月 22 日（木祝） 

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 24 人 

関連する会議等 

日程 内容・講座 会場 出席者 
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6 月 6 日（日） 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 10 人 

8 月 14 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 

11 月 6 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 12 人 

2 月 5 日（土） 手話通訳者養成事業等プロジェクト委員会④ 県総合社会福祉会館 16 人 

3 月 12 日（土） 手話通訳者養成事業等プロジェクト委員会⑤ 県総合社会福祉会館 12 人 

⑤ 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 7 日（日） みんなで語ろう！静岡県フォーラム 県総合社会福祉会館 114 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 要約筆記者養成講座 

日程 内容 会場 受講者 

5 月 12 日（水）～ 

11 月 22 日（月） 

要約筆記者養成講座 

（92 時間）Web（オンライン・DVD 視聴） 

県総合

社会福

祉会館 

手書 6・PC3 人 
(手書 5・PC1 人修了) 

② 要約筆記者研修 

日程 内容 会場 受講者 

5 月 22 日（土）～ 

11 月 27 日（土） 

新規登録者研修：３回、 

現任研修会：講義＋実技計３回 

県総合社会福祉会館 

自宅（オンライン） 

延 12 人 

延 126 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 18 日（日）～ 

2 月 23 日（水） 

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、他 21 人 

② 現任研修 

日程 内容 会場 受講者 

5 月 15 日（土）～ 

3 月 19 日（土） 

実技 2 回、講義 1 回、新任研修会 

(全 4 日) 
県総合社会福祉会館、他 計 129 人 

③ 関連する会議等 

日程 内容・講座 会場 出席者 

日程 内容 会場 受講者 

7 月 2 日（金）～ 

11 月 21 日（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)基礎研修コー

ス、ステップアップコース（パソコン） 

自宅（オンライン） 

東京都（１回） 

2 人（基

礎 1 人、

ステップ

アップ 1

人） 

日程 内容・講座 会場 出席者 

3 月 24 日（木） 県委託要約筆記事業委員会 県総合社会福祉会館 8 人 
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4 月 18 日（日）～ 

3 月 12 日（土） 

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 計 20 人 

＜参考＞ 手話・要約筆記試験関連試験合格者 

日時 試験名 実施主体／会場 受験者(合格者) 

 5月 30日(日) 

9月 26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／宮城・埼玉・東京・大

阪・熊本 

26人（1人） 

 

10月 9日（土） 

10月 10日（日） 

第 16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 

5級 25人（24人） 
4級 27人（27人） 
3級 15人（15人） 
2級 17人（13人） 

12月 4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 
51人（12人） 

2月 11日（金・祝） 

2月 13日（日） 

2月 23日（水・祝） 

インターネットで

受験する第 16回全

国手話検定試験 

インターネット 

準 1級 10名 

4級 10名 

3級 10名 

（合格発表は 5月） 

2月 20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 18人 

（手書き 4人、PC1人) 

(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 

11月 28日(日) 中サ連 講演会「手話と私」 六合公民館 59人 

3月 13日(日) 
県サ連 交流会「静岡が誇る お茶のこ

とをもっと知ろう」 

ふじのくに茶の都ミュー

ジアム 
32人 

3月 19日(土) 西サ連 講演会「生い立ち」 
袋井南コミュニティセン

ターホール 
49人 

3月 27日(日) 
東サ連 学習会「日本手話」レクリエー

ション 
三島市社会福祉会館 50人 

  合計 190人 

② ろう教育静岡フォーラム 

日程 内容 会場 人数 

3 月 20 日(日) 第 26 回ろう教育静岡フォーラム 静岡県総合社会福祉会館 27 人 

(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 211人 

② 夏の検診 
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③ 冬の検診 

日程 内容 会場 受診者 

1月 10日(月・祝) 手話通訳者冬の検診 県総合社会福祉会館 23人 

1月 16日（日） 〃 きたはま診療所 23人 

1月 23日（日） 〃 三島市社会福祉会館 18人 

④ 健康管理講習会(2月 静岡市) 

日程 内容 会場 参加者 

2月 6日(日) 手話通訳者等健康管理講習会 県総合社会福祉会館 61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 代替企画 しずおかろう子どもクラブ 

② ろう高齢者交流支援事業 

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) 34 件（74人) 

派遣時間 162:35 

手話通訳者派遣（事業外・企業、団体、学校等) 
派遣件数（人数) 260 件（453人) 

派遣時間 1,092:35 

合計 294 件（527人) 1,255:10 

(2) 要約筆記者派遣事業 

聴覚障害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) 36 件（145人)  

派遣時間 379:00 

要約筆記者派遣（事業外・企業、団体、学校等) 派遣件数（人数) 23 件（53人)  

日程 内容 会場 受診者 

7月 23日(木) 手話通訳者夏の検診 県総合社会福祉会館 26人 

日程 内容 会場 参加者 

11月 3日（水・祝） 

12月 25日（土） 

1月 9日（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

遊びを行なう(全 6 回予定であったが新型

コロナ感染症拡大のため延期、３回実施) 

県総合社会福祉会館 

 

延べ 

53人 

日程 内容 会場 参加者 

4月 22日～ 

3月 3日 

一人暮らしや夫婦のみのろう高齢者が語り合える場、仲

間と共に楽しめる場を提供し、ゆとりある生活の支援を

行なう（年 17回開催。東部・中部・西部） 

県総合社会福

祉会館 他 

延べ 

419人 
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派遣時間 146:20 

市町派遣事業紹介 
派遣件数 18 件（25人） 

派遣時間 64:30 

合計 77 件（223人) 589:50 

(3) 盲ろう者向け通訳介助者派遣事業 

聴覚障害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) 996件（1,691人)  

派遣時間 3,466:20 

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) 136 件（327人)  

派遣時間 666:20 

合計 1,132件（2,018人) 4132:40 

 

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 15件･16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 

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 

手話実技・講義 

日程 内容 会場 延べ人数 

4月 10日～2月 26日

の土曜日(全 10回) 

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 318人 

(3) 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 回数・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 

1回・6人 
59人 

(4) 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 
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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 
93回･93人 

(5) 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 青年研究討論会の開催 

日程 内容 会場 参加者 

10月 31日（日） 
第 40 回静岡県ろうあ青年研究討論

会 

浜松市北部協働センターおよ

びオンライン 
16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 12～13日（土日） 第 69回全国ろうあ者大会 栃木県 中止 

(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 18日(日) 静岡県ろうあスポーツ交流会 
伊豆市狩野ドーム、狩

野グラウンド 
71人 

10月 24日（日） 
静岡県ろうあ者スポーツ交流会 

ソフトボール交流会 

静岡市山崎新田スポー

ツ広場野球場⑥ 
38人 

11月 28日（日） 
静岡県ろうあ者スポーツ交流会 

ボウリング交流会 
静岡市トマトボウル 25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 青年のつどい・女性のつどい・高齢者のつどい・ろうあ高齢部親善交流会 

日程 内容 会場 参加者 

10月 17日(日) 第 51回静岡県ろうあ高齢者のつどい 三島市文化センター 77人 

5月 16日(日) 第 20回静岡県ろうあ高齢者親善交流会 
掛川市あいりーな体

育館・グラウンド場 
51人 

11月 21日(日) 第 64回静岡県ろうあ女性のつどい 
富士市役所・消防防

災庁舎 
140人 
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9月 5日（日） 第 52回静岡県ろうあ青年のつどい オンライン 31人 

1月 30日（日） 第 52回静岡県ろうあ青年のつどい第 2弾 はーとぴあ清水 中止 

(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 27日(日) 
第 71回静岡県ろうあ者大会 

(大会式典、議事、大会決議等) 

浜松市三ヶ日文化ホ

ール 
中止 

(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 800 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 116 本・38人  

字幕･手話入りビデオテープ制作、編集 制作、編集 4本  

手話動画ブログ 収録、編集 21本 

情報機器の貸出 件数・貸出数 157 件・793機 

会議室等の貸出 会議室等貸出 438件・3,736人 

(6) その他、関係団体との協議、企画参加、協力等（情報センター職員） 

月日 内容 
出

席 

4月 13日（火） 手話通訳者派遣事業運営委委員会 2人 

5月 21日（金） 電話リレーサービス事業説明会 3人 

5月 29日（土） 手話通訳者派遣事業事例検討会 1人 

6月 24日（木） 全国聴覚障害者情報提供施設協議会総会・施設大会（オンライン） 1人 

7月 15日（木） 全国聴覚障害者情報提供施設協議会意思疎通支援担当研修会（オンライン） 2人 

8月 21日（土） 全国要約筆記問題研究会主催遠隔要約筆記システム説明会（オンライン） 1人 

9月 2日（木） シズウエル第 1回総合防災訓練（地震） 3人 

10月 1日（金） 第 1回静岡県障害者社会参加委推進協議会 1人 

11月 10日

（水） 

全国聴覚障害者情報提供施設協議会聴覚障害者向けソフト制作研修会（オンライ

ン） 
1人 

11月 29日

（月） 
院内集会（旧優生保護法署名提出）を見る会 2人 

2月 17日（木） シズウエル第 2回総合防災訓練（火災） 5人 

2月 17日（木） 全国聴覚障害者情報提供施設協議会第 4ブロック会議及び研修（オンライン） 2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
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指導 ⑥ その他 

月 日 内 容 場 所 人数 

４月１１日（日） 
静岡市ろうあ協会定期総会 自主製品販売出

店 
静岡市民文化会館 ３人 

４月１７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 
シズウエル ２人 

４月２０日（火） 料理教室（オムライス作り） ありんこの里 24人 

５月２１日（金） 防災訓練 ありんこの里 22人 

６月３０日～７月１日 七夕飾り作り ありんこの里 19人 

７月２９日（木） 夏休み福祉体験 ありんこの里 2人 

８月 ２日（月） 夏休み福祉体験 ありんこの里 2人 

８月 ３日（火） 夏休み福祉体験 ありんこの里 1人 

８月 ５日（木） 夏休み福祉体験 ありんこの里 3人 

８月 ６日（金） 夏の交流食事会 ありんこの里 25人 

１０月１８日～２２日 横浜訓盲学院（高校生）実習 ありんこの里 1人 

１０月２９日（金） お楽しみ会 ありんこの里 26人 

１１月 ７日（日） 県内研 自主製品販売出店 シズウエル 1人 

１１月２９日（月） 防災訓練 ありんこの里 22人 

１１月３０日（火） 歯科保健活動 ありんこの里 21人 

１２月１日～２日 県庁販売 県庁 1人 

１２月１８日（土） 街かどクリスマス バザー出店 青葉シンボルロード ３人 

１２月２４日（金） 干支押し絵作り・クリスマス会 ありんこの里 29人 

１月 ５日（水） 初詣・初釜 ありんこの里 24人 

２月 ３日（木） 節分 ありんこの里 19人 

３月 ３日（木） ひなまつり ありんこの里 22人 

３月 ６日（日） みみの日大会 自主製品販売出店  
掛川生涯学習センタ

ー 
７人 

毎月第 3木曜日 利用者自治会  
毎月 2回 血圧測定・健康相談  
毎月 1回～3回 わ・はは自主製品販売（葵区役所・駿河区役所）  
・令和３年度も新型コロナウイルス感染拡大防止の為、開所時間の変更を継続している。  
 開所時間は 9:30～14:15  
・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。  
・令和４年 3月現在、１８名が登録している。  
・主な作業  自主製品製作・下請け作業  
・職員数 ９名  
  役 職           氏 名  
 管理者 兼 職業指導員     本田道子  
 サービス管理責任者 ・会計   杉山幸大  
 生活支援員           小泉賀代子     
 職業指導員           田島恵子   
 生活支援員           櫻井邦子  
 生活支援員           小林洋子  
 生活支援員           宇野昭男  
 生活支援員兼 会計事務員    堀 真美  
 送迎運転手           本田豊治  
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課題  
 この 1年間の間に、介護施設の入所や高齢により通所が困難となり 2名が退所された。  
 利用者の高齢化に伴い、介護保険制度も併用して利用されている利用者も増え、体調の急変も視野に入れ
た支援や対応が求められる。  
 令和３年度も新型コロナウイルスの影響で、ありんこの里まつりや福祉関係の行事、販売機会の多くが中
止となってしまった。 
 外出が困難な為、室内で季節に合わせた行事を行い楽しむことが出来た。楽しい行事だけでなく地震に備
えた防災訓練、歯科保健活動、インフルエンザ予防接種、毎日行っている嚥下体操など、利用者の健康や安
心して生活することのできる咸鏡作りを今後も継続しておこなっていく。 

(2) 遠州みみの里の運営 

月  日 内   容 場  所 人数 

4月 6日(火) お花見 花川公園 16人 

5月 12日(水) いろいろやってみよう！（マーブルクレヨン作り） みみの里 12人 

22日(土) あゆむ会総会  中止 

6月 16日(水) いろいろやってみよう！（オリジナルバック作り） みみの里 12人 

 すみれサークル交流会 みみの里 中止 

29日(火)30日(水) 健康診断 みみの里 16人 

7月 6日(火) いろいろやってみよう！(七夕飾り作り) みみの里 10人 

 福祉事業所フェア 浜松技術専門学

校 
中止 

 みみの里運営委員会 みみの里 中止 
8 月７日(土)～16 日(月） 夏休み（みみの里外壁塗装工事）   

 9月 14日(火) いろいろやってみよう！（ちぎり絵） みみの里 10人 

24日(金) 西部地区ふれあいスポーツ大会 浜北総合体育館 欠席 

 みみの里まつり みみの里 中止 

10月 13日（水） いろいろやってみよう！（コスモスを描く） みみの里 12人 

21日（木） 歯科健診 みみの里 14人 

11月 9日（火） 防災訓練 みみの里 25人 

10日（水） いろいろやってみよう！（干支の寅を描く） みみの里 13人 

30日（火） インフルエンザ予防接種 みみの里 17人 

12月 14日（火） いろいろやってみよう！ 

（クリスマスツリー＆クリスマスプレート作り） 

みみの里 
12人 

29日～1月 4日 冬休み   

4年 1月 5日（水） 書初め みみの里 14人 

18日（火） いろいろやってみよう！（雪だるま作り） みみの里 8人 
10日・31日・2月 11日 虐待防止・権利擁護研修（3回） みみの里 7人 

3月 18日（金） 浜松ひかりライオンズクラブ贈呈式 みみの里 14人 

19日（土） 福祉事務所フェア（リモート併用） 浜北文化センタ

ー 
1人 

29日（火） 静岡県交通安全協会浜松中央地区支部 

    手作り授産品の引き渡し式 

浜松中央警察署 
3人 

30日・31日 お花見 花川公園 20人 

・バザーは、4回実施。 

・見学及び実習受け入れは、個人 1名、団体 0。 

・家族会は隔月開催。(中止) 

・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時間程度で月に 1～2回実施。 

・令和 4年 3月現在、生活介護 8名、就労継続支援Ｂ型 7名が登録している。 
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・主な作業  自主製品(製菓・さをり織り・紙製品)・下請け作業(3件) 

・職員数 9名 

   役職     氏名 

 施設長      笠原喜由 (2/28退職) 

管理者 会計事務員   生活支援員(生活介護) 藤森晃子 

 サービス管理責任者    太田敦子 

 職業指導員(就労 B)    渡瀬英雄 

 生活支援員(就労 B)    米山美永子  

 生活支援員(生活介護)    池永幸子 

 生活支援員(生活介護)    釜田真澄 

 看護師(生活介護)    小沼久美子 

 送迎運転手     袴田惠一 

 

[課題] 

利用者の平均年齢が 59.4 歳。令和 2 年度に 2名が介護施設への入所により退所、令和 3 年度にも 2 名の高齢

利用者が体調悪化により退所となった。家族の介護力の低下や他界、親の介護施設入所により独居になる利用

者も出ており、臨時的なショートステイ利用からグループホームに入居する傾向がある。（現在 3 名がグルー

プホーム入居。見込み含む） 

また、同様の理由から、訪問介護、訪問看護、金銭管理等の日常生活への支援を受ける利用者も増加している。

介護保険施設に入居すると、制度の違いから退所せざるを得ない状況にあるが、本人、受け入れ施設側ともコ

ミュニケーションに困難があり、みみの里では本人の意向や新たな場所の生活様式を伝えるために、多くの時

間をかけて丁寧に実施した。 

・高齢利用者の介護施設への入所又は介護サービスへの一本化により、登録者数が減少のまま推移。 

・複数の診療科目を受診する利用者が多く、個々の通所回数が減少している。 

・高齢且つ基礎疾患を併せ持つ利用者が多く、体調不安や事故のリスクを抱えている。(新型コロナウイルス

の感染により重症化するリスクが高い。) 

・高齢や疾患による作業能力の低下から、作業量や作業内容に限度があり、作業収入の低迷と併せて工賃の捻

出が困難。 

・オミクロン株の蔓延により通所自粛又は施設入所者の外出制限がある。 

・全利用者の自宅送迎の期間が長期に渡るが、ガソリン価格の高騰も経営を圧迫している。 

長期に渡る新型コロナウイルス感染流行に対応するため、浜松市からの新型コロナウイルス感染防止に関する

通知事項に順じ、毎日、利用者、職員、来客の検温や、施設内、送迎車内のアルコール消毒の実施を行ってき

た。令和 3 年 10 月 1 日に緊急事態宣言が解除となったが、オミクロン株の蔓延とインフルエンザの流行が懸

念されており、引き続き感染予防対策を実施する考えである。 

全利用者及び全職員の新型コロナワクチン 3回目の優先接種を支援し、ほぼ全員が３回接種の予約を終えてい

る。また、11月 30日にインフルエンザ予防接種を実施した。 

利用者の作業についても、新型コロナウイルス感染の影響で下請け会社の生産量が変動する状況にあり、作業

が早めに終わった日は、創作活動を取り入れるなど工夫している。 

自主製品についてはバザー開催中止により収入が乏しい状況が続いており、無人販売（みみの里入口）やギフ

トセットの作成等で販売促進を図っている。 

令和 3年 4月 5日～ 5月 21日     通常  （9：30～15：30） 

     5月 24日～10月 22日  1時間短縮（9：30～14：30 自宅送迎）（緊急事態宣言） 

10月 25日～令和 4年 1月 28日   30分短縮（9：30～15：00） 

令和 4年 2月 1日～4月 1日  1時間短縮（9：30～14：30 自宅送迎）（まん延防止措置） 

 

2.2.6 聴覚障害に関する普及・啓発事業 



 

 

 

16 

 

⑴ 啓発事業 

会報(聴障しずおか)および静聴協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 

420(4 月号) 963 424(8 月号) 968 429(１月号) 900 

421(5 月号) 965 425(9 月号) 890 430(２月号) 902 

臨時号(総会資料) 973 426(10 月号) 894 431(３月号) 901 

422(6 月号) 961 427(11 月号) 899 合計 12,073 部 

423(7 月号) 961 428(12 月号) 896 平均 929 部 

2 静聴協カレンダー 

一般県民に手話を普及するため、静聴協カレンダーを 2,864 部販売した。今年は新型

コロナウイルスの影響で、行事や手話サークルの中止が多いため、作成枚数を 3,000 部

にした。 

日程 内容 会場等 回数 

7 月～8 月 
掲載内容打合せ 

業者打合せ 
県総合社会福祉会館 2 回 

 

 

3 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した。2021 年度は新

型コロナウイルス感染症拡大により、手話奉仕員養成講座を中止した市町が多く、奉仕員

養成講座テキストの販売数は激減した。また、行事の中止も相次ぎ販売する機会が少なか

ったこともあり、全体の販売数もかなり少なかった。 

区分 書 籍 名 区分 書 籍 名 

手話 
わたしたちの手話 学習辞典Ⅰ 

参
考
書 

手
話
検
定 

2020 全国手話検定試験(第 14回) 

わたしたちの手話 学習辞典Ⅱ 2021 全国手話検定試験(第 15回) 

連
盟

関
係 

新たっちゃんと学ぼう パンフ DVDで学ぶ手話検定  1級・準 1級 

一人ひとりが輝ける未来へ DVDで学ぶ手話検定  2級 

21世紀のろう者像 DVDで学ぶ手話検定 3級 

3,618 3,585 3,612 3,495 
3,728 

3,378 
3,629 

2,052 

2,864 

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

静聴協カレンダー 販売枚数推移
※作成4000枚(2020年：2000枚、2021年：3000枚）

（枚／年度） 
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ＤＶＤで楽しく学べるはじめて出会う手話 DVDで学ぶ手話検定 4級 

手話で防災 DVDで学ぶ手話検定 5級 

守ろう！LIFE よくわかる手話の筆記試験対策(改訂版) 

手話を学ぶ人のために 
機
関
紙 

季刊みみ 171号 

Let'sTry国際手話 季刊みみ 172号 

Let'sTry国際手話 2 季刊みみ 173号 

聴覚障害者への合理的配慮とは？ 季刊みみ 174号 

手話で GO!GO！合理的配慮   

差別事例分析結果報告書 
静
聴
協 

静岡発 手話学習テキスト 

全日本ろうあ連盟７０年史 静岡の手話 

テ
キ
ス
ト 

手話を学ぼう 手話で話そう DVD ろうあ者たちの戦中戦後(浜松編) 

手話通訳Ⅰ DVD ろうあ者たちの戦中戦後(静岡編) 

手話通訳Ⅱ 

新しい 
手話 

スポーツ手話ハンドブック 

手話通訳Ⅲ 新しい手話 2017 

手話通訳者養成のための講義テキスト 新しい手話 2018 

手話を学ぼう 手話で話そう 指導書 新しい手話 2021 

手話通訳Ⅰ 指導書 新型コロナウイルス感染症関連用語 

手話通訳Ⅱ 指導書 

そ
の
他 

手話教育今こそ 

手話通訳Ⅲ 指導書 障害者権利条約（改訂版） 

 あるあるシリーズ１ 

医療 
医療の手話①(外来編) 咲む ノベライズ 

医療の手話②(人間ドック・健診編) 咲む プログラム 

静聴協書籍売り上げ推移 

 

4 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 

2月 2日(水) 第 40回みみの日大会会場下見 
掛川市生涯学習セン

ター 
17人 

3月 6日(日) 
第 40回トライして 夢を咲かせる みみの日

大会(あいさつ、講演) 

掛川市生涯学習セン

ター 
204人 

3,671,321 

5,546,576 5,790,461 
5,219,105 

4,752,843 
3,978,772 

4,521,352 

3,502,956 
2,976,238 

2,520,379 

1,387,781 

1,405,993 753,315 1,954,502 

1,428,500 

1,170,735 
958,301 

1,211,079 

995,088 1,872,674 

5,059,102 

6,952,569 
6,543,776 

7,173,607 

6,181,343 

5,149,507 
5,479,653 

4,714,035 

3,455,030 

4,280,923 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

仕入れ・制作
純利益
現金収入
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5 県知事会見への手話通訳付与 

静岡県知事会見に以下の手話通訳者を派遣した。 

定例会見 23 回・46 人 

臨時会見 17 回・34 人 

合計 40 回・80 人 

6 県議会への手話通訳付与 

静岡県議会に以下の手話通訳者を派遣した。 

4 月臨時会・1 日間・3 人 

5 月臨時会・1 日間・3 人 

6 月議会・6 日間・22 人 

8 月臨時会・1 日間・3 人 

9 月議会・7 日間・26 人 

11 月臨時会・1 日間・4 人 

12 月議会・8 日間・28 人 

2 月臨時会・1 日間・3 人 

2 月議会・10 日間・35 人 

合計 36 日間・127 人 

7 県民向け手話講習会および企業管理者向け講習会の開催 

企業管理者向け手話講習会 

事業者団体等が行う、企業の管理者や研修担当者を対象とした研修に、県職員

及び静聴協担当者を講師として派遣。条例の趣旨や聞こえないことについての研

修。2021 年度は依頼はあったが、新型コロナ感染症の拡大により中止となった。 

県民向け手話講習会 

言語である手話の普及を促進するため、事業者や団体が、従業員や職員を対象

に開催する手話講習会について講師を派遣する。2021 年度は全３回実施。76 人

が参加。 

8 全日本ろうあ連盟創立 70周年記念映画「咲む」上映会の開催 

※全日ろう連から示されている静岡県の目標上映会数は 40 回、鑑賞者数 1,610 名 

実施日 主催 会場 
上映 

回数 

鑑賞 

者数 

4 月 11 日（日） 静岡市ろうあ協会 静岡市民文化会館 1 回 81 名 

6 月 6 日（日） 浜松ろうあ協会 なゆた浜北 3 回 176 名 

6 月 12 日（土） 浜松ろうあ協会 浜松地域情報センター 2 回 138 名 

6 月 13 日（日） 駿南ろうあ協会 藤枝生涯学習センター 2 回 190 名 

７月 24 日（土） 東部ろうあ協会 サンウェルぬまづ 2 回 135 名 

12 月 19 日（日） 磐田ろうあ協会 袋井南コミュニティセンター 1 回 188 名 

3 月 13 日（日） 浜松ろうあ協会 浜松市みをつくし文化センター 2 回 37 名 
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3 月 20 日（日） 伊豆ろうあ協会 修善寺生きいきプラザ 2 回 189 名 

3 月 21 日（月） 東部ろうあ協会 長泉町文化センターベルフォーレ 2 回 151 名 

3 月 26 日（土） 小笠ろうあ協会 掛川市文化会館シオーネ 2 回 182 名 

合計   19 回 1,467 名 

 

2.2.7 その他目的を達成するために必要な事業 

⑴ 地域ろうあ協会長会議 

12月 19 日理事会後に開催。各地域ろうあ協会長・会計部長及び静聴協理事が出席。 

令和 4年度から始まるU-19会員の説明、会員拡大、日聴紙・季刊MIMI購読者拡大へ

の取り組み、地域代表者選考会の復活について協議した。 

⑵ 聴覚障害者災害救援静岡県本部 

2021年度は 2回会議を実施した。災害発生時の安否確認連絡体制構図と安否確認メー

ル内容を協議した。 

⑶ 聴覚障害者制度改革推進静岡県本部 

2021 年度は活動実績なし。 

⑷ 幹部研修会 

8 月 1 日理事会後に開催。出席 27 名。全日本ろうあ連盟評議員会の報告後、「もし静聴

協がなくなったら？」というテーマでグループ討論を実施し、個人の立場／団体の立場で

困ることを共有できた。 

 

(3) 理事会および社員総会報告（開催時期順） 

2.3.1 2021 年度第１回理事会 

開催日時 2021 年 5 月 9 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 16 人中 14 人 監事 2 人 施設長 2 人 

決議事項 

第１号議案 2020（令和２）年度事業報告 

第２号議案 2020（令和２）年度計算書類 

第３号議案 2021（令和３）年度定時社員総会招集 

第４号議案 2021（令和３）年度新規入会者 

第５号議案 役員選考規程の変更 

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 3 件、報告事項 9 件あり。 

2.3.2 2021 年度定時社員総会 

開催日時 2021 年 6 月 26 日（土）9:20～10:20 

開催会場 静岡県総合社会福祉会館 ５階会議室 
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審議事項 

議決権の個数 328 個  

報告事項 

2020 年度監査報告 

議長の指名により、当法人の杉田監事と平野監事から、「別紙総会資料のとおり、2020 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 14 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。 

2020 年度事業報告 

議長の指名により、当法人の小倉理事から、別紙「2020（平成２）年度事業報告書」に基

づき、当法人の 2020 年度における事業報告が行われた。 

小倉事務局長は「総会は年に１回、理事会は４回開催した。定款に定める事業は６つあり、

37 事業をすべて完了している。2020 年度は７団体、13 人から 223 万円の寄付をいただい

た。また、コロナ禍により集まることが難しくなっている今、90％を超える会員に入会継

続いただいたことに感謝申し上げたい。コロナ禍において手話通訳者が派遣されない事態

が起きないよう、遠隔手話通訳が 2021 年度から運用開始となる。ろう者も IT に慣れてい

くべき時代となった」と報告がなされた。 

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 2020 年度計算書類等の承認について 

第１号議案 2020（令和２）年度計算書類等の承認について 

議長の指名により、藤原基時理事から、別紙「2020（令和２）年度計算書類等の承認につ

いて」に基づき、2020 年度における貸借対照表、損益計算書等の説明を行った。 

藤原基時理事は 

「新型コロナウイルス感染症の影響により、会費収入の大幅な減少が懸念されたが、会員

の 90%が入会を継続した。書籍やグッズ収入は行事の販売ができなくなった。また、手話

通訳者等養成事業はオンラインに切り替わり、会場費の支出が少なかった。しかしこのよ

うな情勢でも、静聴協カレンダー販売は行い、2,052 部普及した。しかし、会員減少は課題

であり引き続き入会を呼びかけていく」と報告した。 

議長はこのことについて質疑を諮ったところ、質疑なし。 

第２号議案 会費規程の変更について 

議長の指名により、藤原基時理事は、総会資料 40、41 ページに基づき U-19（※U：15 歳

～19 歳）の会費免除について説明を行った。 

藤原基時理事は「若い会員を増やし、新社会人の入会をすすめていく。この規程変更により

高校卒業後の社会人が 19 歳まで会費を免除されるため、入会しやすくなる。高卒後社会人

２年目までは免除となり、３年目から会費を支払うことなる。これにより体育大会やスポ

ーツ、青年部の行事など呼びかけがしやすくなる。総会資料 41 ページの区分のとおり会費
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規程を変更し、来年４月１日からの開始としたい」と説明した。 

議長はこのことについて質疑を諮ったところ、質疑なし。 

議長は第１号議案および第２号議案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３号議案 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 15 名の理事候補者を指名し、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。 

2.3.3 2021 年度第 1 回臨時理事会 

開催日時 2021 年 6 月 26 日（土）10:35～11:15 

開催会場 県総合社会福祉会館 5 階 会議室 

決議事項 

第１号議案 代表理事選定の件 

理事小泉秀力は選ばれて議長となり、当法人の代表理事を選定したい旨を述べ、慎重協

議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。なお、被選定者は席上その就任を

承諾した。 

代表理事・会長  住所 静岡県静岡市（以下略） 

     氏名 小泉秀力 

代表理事・副会長 住所 静岡県焼津市（以下略） 

     氏名 伊東敦子 

代表理事・副会長 住所  富士市（以下略） 

     氏名  鈴木誠一 

2.3.4 2021 年度第 2 回臨時理事会 

開催日時 2021 年 8 月 1 日（日）10:00～12:00 

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 15 人中 15 人 監事 2 人 施設長 2 人 

決議事項 

第１号議案 2021 年度新規入会者 

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 12 件あり。 

2.3.5 2021 年度第３回臨時理事会 

開催日時 2021 年 12 月 19 日（日）10:00～13:05 

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 15 人中 15 人 監事 2 人 
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決議事項 

第１号議案 2021 年度新規入会者 

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 2 件、協議事項 8 件、報告事項 14 件あり。 

2.3.6 2021 年度第２回定例理事会 

開催日時 2022 年 2 月 20 日（日）9:30～12:13 

開催会場 県総合社会福祉会館 1 階 103 会議室 

審議事項 

出席理事数 理事会構成員 15 人中 15 人 監事 2 人 施設長 1 人 

決議事項 

第１号議案 2022 年度活動方針（案） 

第２号議案 2022 年度事業計画（案） 

第３号議案 2022 年度収支予算（案）・資金調達及び設備投資の見込みについて 

第４号議案 新規入会者（組織員会） 

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 6 件、報告事項 11 件あり。 

(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) 

10企業・団体 4月 1日～2022 年 3月 31日 360,583 

2.4.2 個人からの寄付金 

合計人数 月日 合計金額(円) 

12人 4月 1日～2022 年 3月 31日 200,716 

(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 

46,891,000 

静岡県手話言語条例関連事業業務委託 565,000 

静岡県議会本会議中継手話通訳業務委託 2,467,928 

静岡県知事定例記者会見手話通訳業務 3,000,000 

聴覚障害児療育相談等業務委託 2,079,000 

(6) 直前３事業年度の財産及び損益の状況 

事業年度 2018 2019 2020 2021 

前期繰越収支差額 13,770,706 12,962,165 12,377,524 16,553,109 

当期収入合計 135,933,857 137,659,648 134,809,996 128,205,997 

当期支出合計 136,742,398 138,244,289 130,634,411 132,335,247 

当期収支差額 ▲ 808,541 ▲ 584,641 4,175,585 ▲4,129,250 

次期繰越収支差額 12,962,165 12,377,524 16,553,109 12,423,859 

資産合計 78,366,765 70,986,161 78,727,273 74,412,135 

負債合計 14,303,417 9,440,813 15,214,091 16,454,451 
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正味財産 64,063,348 61,545,348 63,513,182 58,035,594 

   

  

(7) 総括報告 

2.7.1 静岡県手話言語条例に関する取り組み 

⑴ 静岡県手話言語普及促進事業 

静岡県手話言語条例制定に関し、手話に関する様々な企画、出版物、動画を作成

し、県民に手話普及を行った。2021 年度は以下を実施。 

① 企業管理者向け手話講習会および県民向け手話講習会の開催 

詳細は 18 ページ参照 

② 県の「手話であいさつ推進員運動」への協力 

市町のイベント等で、手話体験コーナー等を開催し、推進員を派遣する委託

事業。中央イベント１回、地域イベント 6 回を開催、計 565 人が参加。 

小中学校での手話体験教室を２回開催。計 141 人が参加。 

手話言語の国際デー（9 月 23 日）を中心とした普及啓発の実施により、県

庁内での看板設置による広報、小中学校での手話体験教室のテレビ放映が行な

われた。 

③ 手話言語学習会 

静聴協主催で、手話が言語であることを学ぶ学習会を開催。東部・中部・西部

会場で各１回開催、計 81 人参加。 

④ 手話言語条例プロジェクトチーム委員会協議 

11 月 26 日に委員会を実施、7 人が出席。10 月 11 日、3 月 31 日に事務局会議を

実施、3 人が出席。 

2.7.2 静岡県旧優生保護法裁判 

旧優生保護法により強制的に不妊手術を受けさせられたとして、静岡県内のろう女

性宮川辰子（みやかわたつこ・仮名）さんの代理人である旧優生保護法被害静岡県弁
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護団が 2019 年 1 月 29 日（火）に静岡地裁に提訴した。静聴協はこの裁判を応援する

ため、以下を実施している。 

① 裁判用語学習会の開催 

裁判の知識のある会員や手話関係者が少なく、裁判への関心を高めるために、裁

判に関する用語の手話単語、用語の解説を学習する時間を設けている。2021 年度

は 1 回開催。 

裁判を応援するため「第 2 回旧優生保護法裁判学習会」を 9 月 18 日に静岡県総

合社会福祉会館で開催する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の拡大の

ため中止となった。 

② 傍聴出席 

2021 年度末までに第９回裁判が開かれた。感染症対策により席数半減となった

がいずれも満席であった。 

5 月 28 日（金） 進行協議 

7 月 30 日（金） 電話進行協議・報告会（特別調査委員会向け） 

10 月 15 日（金） 第 7 回裁判・報告会 

1 月 14 日（金） 学習会・第 8 回裁判・報告会 

3 月 11 日（金） 第 9 回裁判・報告会 

③ 報告会の開催 

裁判は難解な用語が頻出し、話す速度も速い。理解を深めるため、毎回、傍聴後

に報告会を設けている。弁護団が裁判の内容を説明し、傍聴出席者や記者が出席し

ている。質疑応答も行う。2021 年度は３回実施。静岡県聴覚障害者強制不妊手術

調査委員会向け報告会は１回実施。 

④ 弁護団との協議 

2021 年度中に４回実施。（7/30・12/10 対面、5/6・12/21 オンライン） 

⑤ 全国の弁護団や支援者団体との協議、集会への参加 

8 月 11 日 院内集会（オンライン） 

11 月 29 日 院内集会（オンライン） 

1 月 7 日 「2.8 優生保護法裁判の勝利を目指す院全国集会」実行委員会との 

オンライン協議 

2 月 8 日 「2.8 優生保護法裁判の勝利を目指す院全国集会」集団視聴の開催、 

12 人参加 

3 月 4 日 院内集会（オンライン） 

3 月 17 日 院内集会（オンライン） 

 

3 法人の課題 

2021 年、新型コロナウイルスが蔓延してから 3年目に入り、人と人が接触を避けなくてはならず、

昨年に引き続き、ワクチン接種やマスク生活での不便さを強いられることになった。 



 

 

 

25 

 

そのような中で、7～9 月に東京 2020 オリンピックとパラリンピックが開催され、ろう通訳者の

活躍が日本中の注目を浴び、フィーダーの存在と共に新たな手話通訳のあり方を考えさせられた年

でもあった。 

8 月の緊急事態宣言前後のデルタ株の感染者は静岡県でも 25,000 人余りに上り、急遽、手話通訳

者養成などは映像視聴により自宅学習に切り替えることとなった。会議やイベントをオンラインで

の開催変更せざるを得ない状況ではあったが、静岡県手話言語条例により、県議会や県知事会見への

手話通訳の付与がなされ、社会において手話が広まり、多くの県民が目にする機会となった。 

 正会員は 500 名を下回り、賛助会員は 463 人、合計で 940 人と低調であるが、1 月頃から新型

コロナウイルスが重症化しにくいと言われるオミクロン株が広まり、行事が再開できたこともあり、

明るい兆しが見え始めた年でもあった。 

4 各部・委員会報告 

(1) 代表理事動向 

日程 内容 開催地 小泉 伊東 藤原 

４月２８日（水） 経営者会議（三役会） 静岡市 〇 〇 ○ 

５月９日（日） 理事会（午前）・７０周年記念（午後） 静岡市 〇 〇 〇 

６月２０日（日） 静岡県手話サークル連絡会 沼津市 高橋     

６月２６日（土） ２０２１年度定時社員総会・臨時理事会 静岡市 〇 〇 〇 

日程 内容 開催地 小泉 伊東 鈴木 

７月２９日(木) 経営者会議、三役会 静岡市 〇 〇 〇 

８月１日（日） 第２回臨時理事会、幹部研修会 静岡市 〇 〇 〇 

９月１８日（土） 静岡県ろう教育を考える会 静岡市 〇 〇 〇 

９月２５日（土） 遠隔手話通訳制度学習会 静岡市 〇     

１０月１日（金） 第１回社会参加推進協議会 静岡市   〇   

１１月４日（木） 令和３年度県健康福祉部長懇談会 静岡市 〇     

１１月４日（木） 経営者会議、三役会 静岡市 〇 〇 〇 

１１月７日（日） 聴覚障害者災害救援静岡県本部（午前） 静岡市 〇     

１１月７日（日） みんなで語ろう！静岡県フォーラム（午後） 静岡市 〇     

１１月２１日（日） 第６４回静岡県ろうあ女性のつどい 富士市 〇     

１２月１８日（土） 聴覚障害者災害救援静岡県本部（午前） 静岡市 〇     

１２月１９日（日） 第３回臨時理事会、地域協会会議 静岡市 〇 〇 〇 

１月５日（水） 県知事新年あいさつ 静岡市 〇     

２月６日（日） 健康管理講習会 静岡市 〇     

２月６日（日） 経営者会議、三役会 静岡市 〇 〇 〇 

２月２０日（日） 第２回定例理事会 静岡市 〇 〇 〇 

２月２３日（水） 静通研と合同会議 静岡市 〇 〇 〇 

２月２５日（金） 静岡県聴覚障害者情報センター運営委員会 静岡市   〇   

３月４日（金） 第 2 回社会参加推進協議会 静岡市   〇   

３月６日（日） みみの日大会 掛川市 〇     

３月１２日（土） 県登録手話通訳者面接 静岡市 〇 〇   

３月１８日(金） 第 2 回手話言語施策推進協議会 静岡市   〇   

３月２２日(火） ライオンズクラブ国際協会より贈呈式 静岡市   〇   

 

(2) 組織委員会 
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委員（◎委員長） 
◎山本 直樹 地域協会長９人 

青年部長 松本拓也、女性部長 鈴木礼子、高齢部長 植松元代 

総括報告 

① 会員拡大（正会員 550 名・賛助会員 500 名） 
ろう会員だけでなく、聞こえる人へも正会員への入会の呼びかけを行って
きているが、どちらも減少傾向にある。聞こえる人の正会員への切り替え
が今後の課題になる。また、U-19 会員が令和 4 年から始まるため、今後若
い人をどう入会につなげていくかも課題となる。 

② 協会長会議 
(ア) 12/19 に協会長会議を実施し、入会状況の報告、U19 会員など入退会を含

めた会費手続きの説明、会員拡大についての課題などを話し合った。 
(イ) 地域協会役員を対象にした静聴協会員会費のしおりを作成し、各協会での

入会説明に活用できるようにした。 
③ 全国手話研修センター後援会 

全国トップの入会数 241 名で、後援会の支援を継続している。 
④ ５か年計画見直し、更新 

2026 年度の年間計画を地域の偏りがないよう調整し、5 か年計画を更新し
た。 

⑤ 日聴紙、季刊 MIMI 購読拡大 
コロナ禍において地域協会、静聴協の行事中止により、日聴紙、季刊 MIMI
購読呼びかけを積極的に行うことができなかった。 

⑥ 各専門部（青年部・高齢部・女性部） 
(ア) 青年部 

青年部で SNS 活用(Twitter やオープンチャット)することで、静聴協青年
部会員に情報を提供し「見える化」を図った。また、県青研は集合とオン
ラインのハイブリッド開催で進行することができた。 

(イ) 女性部 
予定していた会議や行事についてコロナ感染拡大防止対策を立てた上で開
催できた。特に女性のつどいは中身の濃い講演で、参加者からも好評だっ
た。 

(ウ) 高齢部 
コロナ感染拡大により、会場変更や講演講師を県内在住者に依頼するなど
様々な対策を立てた結果、高齢者のつどいを含めて予定していた行事をす
べて無事に開催できた。 

評価・反省 

・課題 

① 良かった点 
コロナ禍においてもオンライン開催や、対策を立てた上での開催を行えるよう

になり、新しい生活様式が定着しつつある。 
② 改善点 
コロナ禍において行事などの中止により、会員拡大や購読拡大など様々な呼び
かけが思うように進まなかった。何らかの方法で進められるよう検討していき
たい。 

過去５年間の会員数の推移 

  正会員数※ 納入額（円） 賛助会員数※ 納入額（円） 合計（円） 前年度との差異（円） 

2017 年度 610 名 9,143,500 456 名 1,377,000 10,520,500 ▲393,000 

2018 年度 582 名 8,714,000 481 名 1,452,000 10,166,000 ▲354,500 

2019 年度 563 名 8,385,000 534 名 1,616,500 10,001,500 ▲164,500 

2020 年度 512 名 7,701,500 488 名 1,470,000 9,171,500 ▲830,000 

2021 年度 477 名 7,153,000 463 名 1,401,000 8,554,000 ▲617,500 

※団体含む 
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(3) 普及啓発事業委員会 

みみの日大会については 17 ページ参照。 

 

(4) 文化学習活動事業委員会 

委員（◎委員長） ◎高橋めぐみ、酒井康穂 

総括報告 

① 聴覚障害者用情報受信装置「アイ・ドラゴン４」の普及、「目で聴くテレビ」
継続利用の呼びかけ 

② 第 71 回静岡県ろうあ者大会 
6 月 27 日（日）浜松市（2 年連続中止） 

③ 全日本ろうあ連盟創立 70 周年記念映画「咲む」地域上映会（10 会場開催）  

評価・反省・ 

課題 

① 良かった点 
「咲む」上映会を各地域で開催し、新型コロナウイルス感染対策もしっかり
実施。 

② これからの課題 
「アイ・ドラゴン４」呼びかけ運動。「咲む」上映会期間が本年度までなの
で、募金活動も含めて実施を継続。 

 

(5) 聴覚障害児・者生活支援事業委員会 

委員（◎委員長） ◎藤原基時 

総括報告 

① ろう教育に関すること（フォーラム含む） 
② 夏休みろう子どもクラブ 
③ 親子手話教室 
 

評価・反省・課題 

① ろう教育静岡フォーラム 
2021 年 7 月 11 日に開催予定であったが、コロナ感染拡大のため中止。内容
を変えて 3 月 20 日に 3 人のろう者による「私の受けた教育」というテーマ
で 20 分ずつ自分の受けた教育やエピソードなど語っていただいた。参加者
27 人も 3 人の話を熱心に聞き入っていた。 

② 夏休みろう子どもクラブ 代替企画 しずおかろう子どもクラブ 
8 月に 6 回の予定であったが新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期し代
替企画としてしずおかろう子どもクラブは、11 月 3 日、12 月 25 日、1 月 9
日の３回実施した。 

③ 親子手話教室 

委員（◎委員長） ◎中村千晶、松本拓也 

総括報告 

① みみの日大会 
新型コロナウイルス感染症対策を実施の上、3年ぶりに現地開催した（掛川
市）。参加人数 204人。 

② 啓発グッズ 
「『手話は言語』交通編」をテーマとして、静聴協カレンダーを企画・作成し
た。 

③ LINE 公式アカウント（旧：LINE＠） 
登録者に、静聴協の行事案内等の情報発信を行った。年間投稿件数 39 回、
登録者数 453名（登録者数は 2022年 4月 18日現在） 

④ 会員証 
前年度のデザインをベースに、会員証を作成した。1,260枚発行。 

評価・反省 

・課題 

① 良かった点 
委員同士で連携して活動を進めることができた。 
みみの日大会の映画ろう通訳は好評だった。 

② 改善点 
啓発グッズ作成が、毎年カレンダーのみとマンネリ化してしまっている。カ
レンダー以外の啓発グッズも企画できるよう検討していきたい。 
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感染対策をとりながら開催した。中止することもあり、参加者減の時期もあ
ったが、秋頃から少しずつ戻り始め多い時で子ども 31 名の参加があった。
新しく入った子も増え、改めて聞こえない仲間を意識し合える場所、手話で
話せる場の必要性を感じた。 

④ 赤い羽根共同募金 
10 月 3 日（日）静岡市青葉公園にて赤い羽根共同募金を行った。通常なら賑
わう街中だが新型コロナウイルスの影響により人通りまばらであったが、通
行人の目に留まり募金を寄せて頂いた。 

ろう教育静岡フォーラムについては 8 ページ、夏休みろう子どもクラブについては 9 ページ、親子手

話教室については 10 ページ参照。 

 

(6) 手話関連事業委員会 

委員（◎委員長） ◎中川みゆき、鈴木誠一 

総括報告 

① 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。 
② 全国手話検定試験地域委員会を開催。 
③ みんなで語ろう！静岡県フォーラムの開催及び準備を行った。協議で手話通訳

者派遣・司会などについて議論した。 
④ 手話通訳者養成関係の書籍の普及、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーシ

ョン保障法関係の担当。 
⑤ 会報（聴障しずおか）に、「おぼえよう！『しずおかの手話』」を毎月掲載。 

 

評価・反省・課題 

新型コロナウイルス感染予防注意しながら手話通訳養成講座開催できた。 
「みんなで語ろう！静岡県フォーラム」については、青年部の協力のおかげで
「楽しかった」との意見があった。 
「おぼえよう！『しずおかの手話』」は各協会手話対策部長のご協力で毎月載せ
ることができた。 

手話通訳者養成・養成プロジェクト関係については 6 ページ参照。 

 

(7) 障害福祉サービス事業委員会 

委員(◎委員長) ◎伊東敦子、植松元代、鈴木礼子、各地域協会担当者 9 人 その他 

総括報告 

① 福祉対策委員会 

福祉委員会：年 3回実施 

6 月 19日(土)：全日本ろうあ連盟福祉担当者 

オンライン会議(自宅） 

Ｒ４年 2月 13日(日)：福祉学習会オンライン視聴開催 79名 

② 労働対策委員会 

労働委員会：年 3回実施 

労働サロン：Ｒ３年 7月 25日(日) 富士市 

Ｒ４年 1月 9日(日)  浜松市 

11 月 20 日(土)： 

第 26 回全国ろうあ相談員研修会、全国職業安定所手話協力員等研修会兼

ろうあ者労働問題フォーラム オンライン開催   

会場：シズウエル 静岡県より参加者 13 名 

  同日：全日本ろうあ連盟労働担当者オンライン会議 伊東(自宅) 

3 月 8日(火)：静岡労働局への要望書を郵送した。 

3 月 24日（木）：静岡労働局から要望についての回答が郵送された。 

③ 聴覚障害者災害救援静岡県本部 
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構成メンバー：静聴協 4人・静通研 2人・通訳士 2人・県サ連 2人 
年 2 回開催：熱海土石流災害に触れ、災害時の安否確認連絡体制と安否
確認メール(案）の検討を実施した。 

評価・反省・課題 

●良かった点 

・コロナ感染対策上の活動制限が限られている中で、当委員会のメンバー

たちの積極的な会議出席とサポートには大変感謝している。 

・2021年度福祉学習会は、Zoomライブによるオンライン視聴会を障害福祉

としては初めての試みであった。配信トラブルがあったものの、なんとか

対応し終えることができた。 

・聴覚障害者災害救援静岡県本部は、2021 年 7月に発生した熱海土石流災

害の安否確認 LINE・メールが地域で頻繁に行われたケースを基に、本部へ

の報告が出来る安否確認メールの流れと順位を 4団体で協議し、連絡体制

を完成することができた。 

▲改善点 

・福祉労働学習会に使われる Zoom の取り扱いに慣れない委員がほとんど

の為、積極的に協力してもらうようにお願いする。 
・これまでの労働サロンは年 2回持ち回り開催という形で長年継続してき
たが、年々参加人数が減った為、年 1 回に変更し、残り 1回を労働委員と
手話協力員合同研修会を行う事にした。手話協力員とろう者の労働問題に
関わる知識向上を目指し、地域ろうあ協会の労働問題の相談に役に立てる
委員を目指したい。 

 

(8) 体育部 

部員(◎部長) ◎三上吾一 各地域協会体育部長１２名、競技部：４名(兼務除く) 

総括報告 

ろう者スポーツ活動の充実のため、以下の活動を実施。 
① 委員会を年 4回開催。（5/30、7/25、10/10、1/30） 
② 県体育大会 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により県ろうあ者体育大会開催中止。
代替企画として 3回実施。 
4/18グラウンドゴルフ交流会、キックベースボール＆ボッチャ交流会 in伊
豆にて実施。参加人数７０名。 
10/24 ソフトボール交流会 in静岡市にて実施。参加人数 32名 
11/28 ボウリング交流会 in静岡市にて実施。参加人数 25名 

③ 東海・全国体育大会 
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、東海聴覚障害者体育大会、

全国ろうあ者体育大会開催中止。 

評価・反省・ 

課題 

① 良かった点 
コロナ禍による体育大会中止の代替企画交流会３回実施し、参加人数総数
127 名と前年度より大幅に増加。会員、賛助会員、実行委員とともにより一
層楽しくプレーをしていた雰囲気が出ていた。また企画を立ててほしいと
の声もあった。 

② 悪かった点 
事前にボランティア保険未加入であったことが後日わかった。今後は事前
に加入するよう気を付けたい。 

③ 改善点 
交流会企画立案時にはボランティア保険加入だけでなく、リストアップす
るなど、目につく、意識するように努める。 

企画案内ビラを早く配布し、会員の隅々まで行き渡る方法を考える必要
がある。参加者のほとんどが 50代以上の高齢者が多く、若者でも楽しめる
企画をもっと考えていく。 
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(9) 機関紙部 

委員(◎委員長) ◎藤原友子 

総括報告 主な取り組みについては 16ページ参照 

 

(10) 静岡県聴覚障害者強制不妊手術調査委員会 

委員(◎委員長) 

◎小泉秀力、小倉健太郎、前田智子 
静通研から３名、士協会から１名、県サ連から１名 
2021年度は委員会の下部組織である特別調査委員会（委員長伊藤行夫）で 
主に活動。 

総括報告 主な取り組みについては 23ページ参照 

 

(11) 静岡県手話言語条例プロジェクトチーム 

委員(◎委員長) 
◎伊東敦子、中川みゆき、小倉健太郎、前田智子 
静通研から２名、士協会から２名。 

総括報告 主な取り組みについては 23 ページ参照 

 

(12) 静岡県聴覚障害者協会創立 70 周年記念誌発行事業委員会 

委員(◎委員長) ◎藤原基時、役員 11 名 

総括報告 

2022年 2月に完成、約 230部発送した。 
2020 年 6 月県ろうあ者大会後に発行する予定であったが、新型コロナウイルス感染
拡大の状況のため大会が中止になった。当初は巻頭に 70周年記念大会の写真を掲
載する予定であったため、構成を大幅に見直した。 

 

(13) 事務局 

(ア) 公益法人業務 

① 公益インフォメーション入力・申請業務 
② web会計システム「バランスマン」 
③ 公益法人コンサルタントとの連絡 
④ 総会および理事会の開催準備 

(イ) 事務局内業務 

① 事業の実施 
② 役員との連絡 
③ 上部団体、関係団体との連絡 
④ 県との契約・報告（委託・補助） 
⑤ 選挙管理委員会（役員改選実施年のみ） 
⑥ 在宅勤務（テレワーク） 8月 11日～9月 30日（緊急事態宣言中：週１～３日） 

(ウ) 事務局環境 

① ネットウィルスブロッカー 
② クラウド（Google ドライブ、OneDrive、Slack） 
③ 職員会議 

1. 事務局会議 
2. 事務局・情報センター合同職員会議 

(エ) 広報 

① 会報（聴障しずおか）編集 
② ホームページ 
③ 静聴協 LINE公式アカウント 
④ Twitter（ツイッター） 
⑤ マスコミ対応 
⑥ 静岡県身体障害者定期刊行物発行協会（SSTK）報告業務 
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⑦ テレビへの手話通訳・字幕挿入要望 

(オ) 出張 

① 講師依頼 

日程 内容 場所 講師 

4/19(月) 講義「聞こえないことについて」 静岡大学 小倉・飯島 

4/26（月） 講義「聞こえないことについて」 浜松国際医療管理専門学校 小倉 

5/29（土） 図書館講座「手話言語学習会」 焼津図書館 田宮 

7/14（水） 県民向け手話講習会 きせがわ自動車学校 田宮 

9/27（月） 出前講座「お仕事の魅力発見セミナー」 駿河総合高校（オンライン） 田宮 

10/14（木） 
講義「聞こえないことについて」コンシェルジュコ
ース 

静岡インターナショナル ・エ
ア・リゾート専門学校 

小倉 

10/20（水） 
講義「聞こえないことについて」グランドスタッフコ
ース 

静岡インターナショナル ・エ
ア・リゾート専門学校 

小倉 

11/11（木） 県民向け手話講習会 磐田市教育支援センター 田宮 

12/13（月） 手話言語条例学習会 長泉町 前田 

 

② 研修会・会議等への出席 

日程 内容 開催地 出席 

4/28（水） 静聴協経営者会議 静岡県総合社会福祉会館 
小倉・前田 
冨口 

6/24（木） 全日本ろうあ連盟専従職員会議 オンライン 田宮 

6/30(水) 移動円滑化評価会議中部分科会 名古屋市 小倉 

7/1（木） デジタル研修説明会 オンライン 
小倉・飯島 
冨口・田宮 

7/3（土） 全国手話検定試験面接員登録研修 オンライン 飯島 

7/13（火） 県社会福祉審議会／県障害福祉専門分科会 グランディエールブケトーカイ 小倉 

7/29（木） 静聴協経営者会議② 静岡県総合社会福祉会館 
小倉・前田 
冨口 

8/5（木） 県障害者施策推進協議会 オンライン 小倉 

8/27（金） 手話言語施策推進協議会 書面開催 小倉・前田 

9/4（土） 全国手話検定試験面接員研修 オンライン 飯島 

9/7（火） 県選管との協議 県庁 飯島 

9/9（木） 全国手話検定試験全体説明会 オンライン 飯島 

9/25（土） 遠隔手話通訳派遣制度説明会 静岡県総合社会福祉会館 全職員 

10/3(日) 共同募金街頭キャンペーン 静岡市 飯島 

10/15（金） 第 7回裁判、報告会 静岡地裁 全職員 

10/18（月） 全日本ろうあ連盟クレジットカード説明会 オンライン 小倉 

10/29（火） 県選挙管理委員会との協議 県庁 
前田・幡鎌 
飯島 

11/4（木） 県健康福祉部長懇談会 県庁 小倉 

11/4（木） 静聴協経営者会議③ 静岡県総合社会福祉会館 
小倉・前田 
冨口 

11/26（金） 静岡県障害者施策推進協議会 静岡市 小倉 

11/29（月） 「強制不妊裁判署名提出 院内集会」を見る会 静岡県総合社会福祉会館 全職員 

12/17（金） 全日本ろうあ連盟専従職員研修会 オンライン 全職員 

1/14（金） 第 8回裁判、学習会、報告会 静岡地裁 全職員 

1/21（金） 県による法人立入検査 静岡県総合社会福祉会館 全職員 

1/27（木） 公益コンサル webセミナー オンライン 小倉・前田 
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冨口 

1/28（金） 日本ろう自転車競技協会との協議 オンライン 全職員 

1/25（月） 優生保護法全国集会実行委員会 オンライン 前田 

1/31(月) 共同募金申請事業の現地調査 静岡県総合社会福祉会館 
小倉・飯島 
田宮・冨口 

2/6（月） 静聴協経営者会議④ 静岡県総合社会福祉会館 
小倉・前田 
冨口 

2/8（火） 
「優生保護法裁判の勝利を目指す全国集会」を見
る会 

オンライン 全職員 

2/10（木） 全日本ろうあ連盟との知事選政見協議 オンライン 全職員 

2/22（火） 全日本ろうあ連盟 ろう教育協議 オンライン 前田 

2/24（木） 第 2回専従職員対象全国出版担当者会議 オンライン 田宮 

2/25（金） 静岡県聴覚障害者情報センター運営委委員会 静岡県総合社会福祉会館 小倉 

2/25（金） 全国手話検定試験会議 オンライン 飯島 

3/1（火） 全日本ろうあ連盟クレジットカード説明会② オンライン 全職員 

3/2（水） 優生保護法全国集会実行委員会 オンライン 小倉・前田 

3/4（金） 
優生保護法被害国家賠償請求訴訟大阪控訴審
勝訴判決を受けての緊急院内集会 

オンライン 全職員 

3/11（金） 第 9回裁判、報告会 静岡地裁 全職員 

3/16（水） 全日本ろうあ連盟 ろう教育協議 オンライン 小倉・前田 

3/18（金） 静岡県手話言語施策推進協議会 静岡県総合社会福祉会館 
小倉・前田 
伊久美 

3/22（火） ライオンズクラブ寄付金贈呈式 グランヒルズ静岡 前田 

3/28（月） 静岡県障害者差別解消支援推進協議会 オンライン 小倉 

3/29（火） 赤い羽根共同募金交付式 静岡県総合社会福祉会館 冨口 

(カ) 委嘱 

① 国土交通省中部運輸局 移動円滑化評価会議委員（小倉） 
② 静岡県社会福祉審議会委員（小倉） 
③ 静岡県障害者施策推進協議会委員（小倉） 
④ 静岡県障害者差別解消支援協議会委員（小倉） 
⑤ 静岡県手話言語施策推進協議会委員（伊東・小倉・前田） 

(キ) 大学等講師派遣 

 大学・専門学校など 学科 講師 指導コマ数 
合計 
人数 

1 静岡福祉大学 
社会福祉部障がい 
コミュニケーション入
門 

小倉健太郎 
伊久美礼子 

5 コマ 31人 

２ 
静岡インターナショナル ・
エア・リゾート専門学校 

2年エアラインコース 
2年グランドスタッフ
コース 
2年コンシェルジュコ
ース 
1年エアラインコース 
1年グランドスタッフ
コース 

幡鎌美恵子 
大川香織 

11 コマ 
11 コマ 
6 コマ 
15 コマ 
15 コマ 

24人 
20人 
5人 
14人 
16人 

３ 中村学園 
総合福祉学科 
介護福祉学科 

塚田祥子 
10 コマ 
（試験含む） 

22人 

４ 静岡県立大学 全学共通 
小倉健太郎・飯島本
子・田宮裕乃 

15 コマ 69人 

５ 御殿場西高校 未来創造コース 滝口則子 23 コマ 11人 

６ 国際医療管理専門学校 医療事務秘書学科 近久あき子 15 コマ 20人 

７ 静岡大学 手話講座（はじめて 小倉健太郎、望月多 2時間*8回 6人 
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の手話） 美、飯島本子、井川
純子、岩塚智子、大
川香織、杉山香月
子、冨口真佐志 

８ 静岡県立看護専門学校 看護第 1学科 荻島洋子 
7 コマ 

＋終講試験 
24人 

９ 焼津高校 総合学科 石田み代里 15 コマ 
前期 9人 
後期 25人 

10 静岡県立大学短期大学部 
社会福祉学科・子ど
も学科 

加藤伸一郎 
大川香織 

8 コマ 
8 コマ 

前期 17人 
後期 28人 

11 静岡県消防学校  

望月多美・冨口真佐
志／山本寛子・田宮
裕乃／小倉健太郎・
大川香織 

3日間 120人 

12 東都大学 
ヒューマンケア学部

看護学科 
佐久間寿恵 15 コマ 20人 

合計 481人 

(ク) 手話通訳者派遣コーディネート 

① 選挙に関わる通訳 2021年度は４回 

(ケ) 手話検定試験団体受験面接委員コーディネート 

日程 申請者 受験級 受験者数 

12/3(金) 静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 5級 30人 

1/22(土) 静岡県立沼津ろう学校 3級 11人 

1/29(土) 県立熱海高等学校 5級・4級・3級 8人・5人・2人 

(コ) 関係団体との連絡 

① 手話関係団体（東海・全国） 
1. （一財）全日本ろうあ連盟 
2. 東海聴覚障害者連盟 
3. 全国手話研修センター 

② 手話関係団体（静岡県） 
1. 各地域ろうあ協会（9協会） 
2. 静岡県手話通訳問題研究会 

(ア) 静岡県手話言語条例プロジェクトチーム 
(イ) 静岡県聴覚障害者強制不妊手術調査

委員会 
(ウ) 静岡のろう教育を考える会 
(エ) 聴覚障害者災害救援静岡県本部 
(オ) 聴協・通研合同会議 

3. 静岡県手話通訳士協会 
(ア) 静岡県手話言語条例プロジェクトチーム 
(イ) 静岡県聴覚障害者強制不妊手術調査

委員会 
(ウ) 静岡のろう教育を考える会 
(エ) 聴覚障害者災害救援静岡県本部 

4. 静岡県手話サークル連絡会 
(ア) 静岡県聴覚障害者強制不妊手術調査委

員会 

(イ) 聴覚障害者災害救援静岡県本部 
(ウ) 静岡のろう教育を考える会 

5. ろう重複連絡会 
6. 静岡県聴覚障害福祉を考える連絡協議会 
③ 障害当事者団体 

1. （NPO）静岡県中途失聴・難聴者協会 
2. 静岡盲ろう者友の会 
3. 静岡障害者自立生活センター 
④ 事業関係 

1. 赤い羽根共同募金会 
(ア) 夏休みろう子どもクラブ開催事業 
(イ) ろう高齢者交流支援事業 

2. 静岡県身体障害者福祉会 
(ア) 静岡県健康福祉部部長懇談会 
(イ) 静岡県社会参加推進協議会 

3. 静岡県身体障害者定期観光物発行協会
（SSTK） 

機関紙の発行 
4. （公財）静岡県障害者スポーツ協会 
スポーツ関係の取り組み、その他、必要に応
じて連絡 

 

【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 

2021 年度 

計算書類等の承認について 
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（３） 第１号議案 2021 年度計算書類の承認について 

公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 2021 年度計算書類 

事業年度：2021 年 4 月 1 日 ～ 2022 年 3 月 31 日 

1 貸借対照表 
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2 損益計算書(正味財産増減計算書) 

  



 

 

 

38 
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3 附属明細書 

１．基本財産及び特定資産の明細 

財務諸表に対する注記に記載している。 

 

２．引当金の明細 

該当なし 
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4 正味財産増減計算書 内訳表 
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5 財産目録 
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6 財務諸表に対する注記 
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45 

 

 

公益社団法人静岡県聴覚障害者協会定款 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、公益社団法人静岡県聴覚障害者協会と称する。 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 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。 

（事業） 

第４条 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 

 

第３章 社員 

（法人の構成員） 

第５条 この法人に次の会員を置く。 

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体 

２ 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社団・

財団法人法」という。）上の社員とする。 

（会員の資格の取得） 

第６条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受け

なければならない。 

（経費の負担） 

第７条 この法人の運営及び事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、会員は、総会において

別に定める額を支払う義務を負う。 

（任意退会） 

第８条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会すること
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ができる。 

（除名） 

第９条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することが

できる。 

(1) この定款その他の規則に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 

２ 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の１週間前までに、その旨を当該会員

に書面で通知するとともに、当該総会において弁明の機会を与えなければならない。 

３ 会員を除名したときは、除名した会員に対してその旨を通知しなければならない。 

（会員資格の喪失） 

第 10条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(1) 第７条の支払義務を１年以上履行しなかったとき。 

(2) 総正会員が同意したとき。 

(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。 

 

第４章 総会 

（構成） 

第 11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 

２ 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。 

（権限） 

第 12条 総会は、次の事項について決議する。 

(1) 会費の額 

(2) 会員の除名 

(3) 理事及び監事の選任又は解任 

(4) 理事及び監事の報酬等の額並びに理事及び監事の報酬等の支給基準 

(5) 貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）及び財産目録の承認 

(6) 定款の変更 

(7) 解散及び残余財産の処分 

(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

（開催） 

第 13 条 総会は、通常総会として毎事業年度終了後３箇月以内に１回開催するほか、必要がある場合に

開催する。 

２ 前項の通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。 

（招集） 

第 14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 

２ 総正会員の議決権の 10分の１以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項

及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 
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（議長） 

第 15条 総会の議長は、当該総会において、出席した正会員のうちから選出する。 

（議決権） 

第 16条 総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。 

（決議） 

第 17 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議

決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の４分の３

以上に当たる多数をもって行う。 

(1) 会員の除名 

(2) 監事の解任 

(3) 定款の変更 

(4) 解散 

(5) その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わなければ

ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を

得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 

（議事録） 

第 18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

第５章 役員 

（役員の設置） 

第 19条 この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事 10名以上 20名以内 

(2) 監事２名 

２ 理事のうち１名を会長、２名を副会長とする。 

３ 前項の会長及び副会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。 

（役員の選任） 

第 20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

２ 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

（理事の職務及び権限） 

第 21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

２ 会長及び副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行す

る。 

３ 会長及び副会長は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事

会に報告しなければならない。 

（監事の職務及び権限） 
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第 22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調

査をすることができる。 

（役員の任期） 

第 23 条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結

の時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時

までとする。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

４ 理事又は監事は、第 19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した

後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

（役員の解任） 

第 24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 

（役員の報酬等） 

第 25条 理事及び監事は、無報酬とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。 

 

第６章 理事会 

（構成） 

第 26条 この法人に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

（権限） 

第 27条 理事会は、次の職務を行う。 

(1) この法人の業務執行の決定 

(2) 理事の職務の執行の監督 

(3) 会長及び副会長の選定及び解職 

（招集） 

第 28条 理事会は、会長が招集する。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

（決議） 

第 29 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の３分の２以上が出席

し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議が

あったものとみなす。 

（議事録） 

第 30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 
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第７章 会計及び資産 

（事業年度） 

第 31条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31日に終わる。 

（事業計画及び収支予算） 

第 32 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類について

は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これ

を変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に

供するものとする。 

（事業報告及び決算） 

第 33 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後３箇月以内に、会長が次の書類を

作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 損益計算書（正味財産増減計算書） 

(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

(6) 財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、通常総会に

提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければなら

ない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定

款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

(1) 監査報告 

(2) 理事及び監事の名簿 

(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 

（公益目的取得財産残額の算定） 

第 34 条 会長は、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 48 条の規定に基づ

き、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第３項第４号の書

類に記載するものとする。 

 

第８章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第 35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

（解散） 

第 36条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 
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第 37 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その権

利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残

額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から１箇月以内に、公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体

に贈与するものとする。 

（残余財産の帰属） 

第 38 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律第５条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与

するものとする。 

 

第９章 公告の方法 

（公告の方法） 

第 39条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

 

附 則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第１項に定める公益法人の設

立の登記の日から施行する。 

２ この法人の最初の会長は伊藤行夫とし、副会長は藤原基時及び山本與四郎とする。 

３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第１項に定める特例民法法人の解散の登記

と公益法人の設立の登記を行ったときは、第 31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業

年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 

 

附 則 

 この定款は、平成 28年 6月 26日から施行する。 

 


