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理事会及び評議員会

議案第１号

平成 30 年度

事業計画(案)

1．社会福祉事業区分
(1)聴覚障害者センター本部拠点
１)本部
①理事会、評議員会、法人監査会等の運営
《1》理事会
「定款」に基づき、全ての業務執行の決定や理事の職務遂行の監督を行う。(事務
連絡平成 28 年 11 月 11 日 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課発 「社会福祉法
人制度改革の施行に向けた留意事項について(経営組織の見直しについて)」の改
訂について資料 17 頁より一部抜粋)
《2》評議員会
「定款」に基づき、法人運営の基本的ルール・体制を決定するとともに役員の選任・
解任等を通じ、事後的に法人運営を監督する。(事務連絡平成 28 年 11 月 11 日 厚
生労働省社会・援護局福祉基盤課発 「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意
事項について(経営組織の見直しについて)」の改訂について資料 6 頁より一部抜
粋)
《3》監査会
「定款」に基づき、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
告書を作成する。
《4》評議員選任・解任委員会
「定款」に基づき、理事会にて行われた評議員の選任候補者の推薦及び解任の提
案を受け、理事会において定められた運営の細則に従い、評議員の選任及び解任
を行う。
《5》苦情解決適正化委員会
「福祉サービス苦情解決実施要領」に基づき、法人の提供する福祉サービスにつ
いて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めることを目指す場として、必要に
応じて苦情解決適正化委員会の臨時開催に取り組む。
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開催日等

会議等

内容

備考

05 月下旬

法人監査会

平成 29 年度決算、社会福祉充実計画案

05 月 18 日(金)

《招集通知・資料送付》

《法律上、開催１週間前の案内必須》

05 月 27 日(日)

第1回

平成 29 年度決算報告、社会福祉充実計画案、

06 月 01 日(金)

《前年度計算書類備置》

《法律上、定時評議員会開催の 2 週間前の計算書類の備え置きとなる》

06 月 08 日(金)

《招集通知・資料送付》

《法律上、開催１週間前の案内必須》

06 月 17 日(日)

第1回

平成 29 年度決算報告、社会福祉充実計画案、

10 月 26 日(金)

《招集通知・資料送付》

《法律上、開催１週間前の案内必須》

11 月 04 日(日)

第2回

補正予算

2019 年 3 月 15 日(金)

《招集通知・資料送付》

《法律上、開催１週間前の案内必須》

2019 年 3 月 24 日(日)

第3回

理事会

2019 年度

第2回

評議員会

同上

同上

理事会

評議員会

理事会

他

当初予算案

他

他

他

他
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2)聴覚障害者センター運営事業
①聴覚障害者相談事業
イ・聴覚障害者の生活を支援するために、その特性を踏まえながら下記の相談支援を
行う。
《1》聴覚障害者にかかわる一般相談
《2》個別ケースに応じた関係機関との連携、調整
ロ・状況に応じて業務に関連する職員が対応し、相談事業報告書を通じて相談業務の
主任担当(聴覚障害者相談員)へ報告する。主任担当はスーパーバイザーとして相談
案件を管理・総括する。
ハ・個人情報の保護を徹底し、内容は守秘義務を厳守する。

②情報機器貸出等コミュニケーション支援事業(センターの利用に関する業務)
イ．聴覚障害者関係団体等の交流や社会貢献活動へ寄与するために多目的ルーム(研修
室)、ボランティア交流室、作業室、談話室(試写室)の利用促進を図る。
ロ．聴覚障害者のコミュニケーション及び聴覚障害者関係団体の社会貢献活動を支援
するために磁気ループ、プロジェクター、OHC、聴覚障害者用屋内信号装置等の
貸出を行う。
ハ．聴覚障害者の情報収集・提供を支援するためにインターネットに接続したパソコ
ン、聴覚障害者用情報受信装置(アイ・ドラゴン)・福祉機器等を石川県聴覚障害
者センター内に設置や展示を行う。
③聴覚障害者の文化、学習、レクリエーション活動等の援助及び推進事業
イ．法人の月刊の機関紙(ニュースろうあ石川)の誌面を通じて聴覚障害者を含めた県
民へ以下を情報提供する。
《1》事業告知、実績等の案内
《2》生活支援情報等
ロ．多目的ルーム(研修室)、ボランティア交流室、作業室・ビデオライブラリー、談話
室(試写室)等の機能の利用を通じて聴覚障害者の文化、学習、レクリエーション活
動を支援する。
ハ．聴覚障害者向け映像制作事業を通じて聴覚障害者へ娯楽や生活支援の情報提供を
行う。
④その他の聴覚障害者福祉の増進をはかるための事業
イ．ホームページ《URL：http://www.deaf-ishikawa.or.jp/》を通じて聴覚障害者を
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含めた県民へ以下を情報提供する。
《1》自主制作番組の動画配信を通じて聴覚障害の特性を啓発。
《2》運営・事業・催事等に係わる情報。
《3》各種申請様式の案内。
ロ．前年度の事業報告書の発行(印刷部数：300 冊)を通じて聴覚障害者を含めた県民
へ以下を情報提供する。
《1》施設等の概要
《2》前年度の事業内容及び実績の詳細
ハ．全国の聴覚障害者情報提供施設との連携や職員の職能向上をはかるために以下の
研修等へセンター職員を派遣する。
開催日

研修内容

備考

06 月未定

全国聴覚障害者情報提供施設大会

開催地：福島県／施設長

11 月未定

聴覚障害者向ソフト制作担当者研修

開催地：未定／担当職員

1名

ニ．非常災害に対しては、法人の定める「非常災害対策実施要領」に従い火災発生の防
止に万全を期する。
ホ．手話通訳等事業への協力。
手話通訳等事業の養成、登録、派遣業務の執行の一部を担当する。
⑤聴覚障害者向け映像ソフト事業
《1》聴覚障害者向け映像制作事業
聴覚障害者が様々な情報にアクセスできるように、行政機関や団体等からの依頼に応じ
て手話や字幕挿入の依頼を受け制作する。
【1】自主制作番組制作
【2】聴覚障害者向け字幕制作
《2》ビデオライブラリー貸出事業
「石川県聴覚障害者ビデオライブラリー貸出規約」に従い、字幕または手話を挿入した
聴覚障害者(児)向けビデオカセットテープ・ＤＶＤの貸し出しを行う。
《3》映像配信事業
【1】自主制作番組の動画配信を通じて、ビデオライブラリーの利便性をはかる。
【2】自主制作番組の動画配信を通じて、聴覚障害者の特性や手話が言語として文
化を形成しているロールモデルを県民(聴覚障害者を含む)へ情報提供する。
⑥健康対策事業
石川県登録手話通訳者・要約筆記者の頸肩腕障害の発生を防ぐ為、医療機関と連携し、
以下の健康対策を実施する。
《1》問 診：受信者の問診票により症状を医療機関が診断
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《2》検 診：皮膚温度、(音叉)振動覚、ピンチ力、タッピング、握力検査及び診察。
《3》その他：頸肩腕障害に関する研修会等の開催。
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3)会員活動事業
①事務局活動
《1》
「会員規程」に基づき、事務局として第 11 条・12 条に定める会議の定例開催に取り
組む。
《2》2018 年２月 16 日、石川県議会において「石川県手話言語条例」が可決。条例に伴
う事業化についてはまだ不透明なところがあり、今後も県と連携、協議しながら手話
の啓発と普及さらに言語環境の整備に努める。
《3》平成 30 年度の石川県ろうあ者福祉大会は休止となり、「北信越ろうあ者大会開催基
準要綱」に基づき、
「第 60 回北信越ろうあ者大会」における主管団体の業務を事務局
として執行する。
《4》
「会員規程」第 4 条・5 条に定める会員等の権利を担保し、より効果的に行使できる
よう事務局として上部団体(一般財団法人全日本ろうあ連盟・北信越ろうあ連盟)等
の取り組みを支援する。
【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会他】
開催日

事業名

場所

08 月

石川県へ聴覚障害者の福祉施策への要望書提出

石川県庁

10 月 06 日(土)～07 日(日)

第 60 回北信越ろうあ者大会【主催：北信越ろうあ連盟】

石川県地場産業振興センター

（会議の開催）
開催日

事業名

場所

04 月 02 日(月)

第 1 回専門委員・各地域協会事務局長会議

石川県聴覚障害者センター

05 月 06 日(日)

第3期

石川県社会福祉会館

06 月 04 日(月)

第 2 回専門委員・各地域協会事務局長会議

石川県聴覚障害者センター

07 月 02 日(月)

第 3 回専門委員・各地域協会事務局長会議

同上

09 月 03 日(月)

第 4 回専門委員・各地域協会事務局長会議

同上

10 月 01 日(月)

第 5 回専門委員・各地域協会事務局長会議

同上

12 月 03 日(月)

第 6 回専門委員・各地域協会事務局長会議

同上

平成 31 年 01 月 07 日(月)

第 7 回専門委員・各地域協会事務局長会議

同上

03 月 03 日(日)

第 8 回専門委員・各地域協会事務局長会議

同上

会員代表者会議

【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟】
開催日

事業名

場所

06 月 07 日(木)～10 日(日)

第 66 回全国ろうあ者大会及び付帯行事

大阪市

09 月 06 日(木)～08 日(土)

第 28 回全国専従職員研修会

未定
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【主催：北信越ろうあ連盟】
開催日
10 月 06 日(土)～07 日(日)

事業名

場所

第 60 回北信越ろうあ者大会

石川県地場産業振興センター

2019 年度北信越ろうあ連盟評議員会

新潟県糸魚川市

平成 31 年
01 月 19 日(土)～20 日(日)

②組織委員活動
《1》会員拡大、日本聴力障害新聞・機関紙ニュースろうあ石川等の読者拡大に努める。
《2》事業・活動の充実によって組織強化を図る。
《3》県ろうあ敬老会、組織活動者研修会を実施する。
《4》
「会員規程」第 4 条・5 条に定める会員等の権利を担保し、より効果的に行使できる
よう組織委員として上部団体(一般財団法人全日本ろうあ連盟・北信越ろうあ連盟)
等の取り組みを支援する。
【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会他 】
開催日

事業名

場所

07 月 01 日(日)

第 38 回石川県ろうあ組織活動者研修会

石川県社会福祉会館

09 月 09 日(日)

ろうあ敬老会

金沢市松ヶ枝福祉館

09 月 30 日(日)

石川県障害者ふれあいフェスティバル【主催：石川県】

石川県産業展示館

【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟】
開催日

事業名

場所

09 月 06 日(木)～08 日(土)

出版物対策研究会議

未定

平成 31 年 02 月

第 18 回全国ろう者将棋大会

未定

【主催：北信越ろうあ連盟】
開催日
08 月

事業名
北信越ブロック組織部長会議

場所
未定

③手話通訳・要約筆記対策委員活動
《1》
「手話で Go！」パンフレットを積極的に活用し、手話の啓発と普及、さらに言語環
境の整備に努め、地域社会の理解と支援を広める。
《2》
「会員規程 第 4 条・5 条」に定める会員等の権利を担保し、より効果的に行使でき
るよう手話通訳・要約筆記対策委員として上部団体(一般財団法人全日本ろうあ連盟・
北信越ろうあ連盟)等の取り組みを支援する。
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【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会他】
開催日

事業名

場所

04 月下旬

石通研定期総会

石川県社会福祉会館

05 月中旬

県サ連定期総会

未定

09 月 30 日(日)

石川県障害者ふれあいフェスティバル【主催：石川県】

石川県産業展示館

10 月 13 日(土)～14 日(日)

第 13 回全国手話検定試験

石川県社会福祉会館

11 月中旬

県要連 秋の１日研修会

未定

未定

県サ連１泊または 1 日研修会

未定

未定

県サ連代表者会議

未定

石川会場

【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟他】
開催日

事業名

場所

1.06 月 16 日(土)
第 36 回全国要約筆記問題研究集会

愛知県名古屋市

08 月 17 日(金)～19 日(日)

第 51 回全国手話通訳問題研究集会サマーフォーラム

沖縄県那覇市

08 月 18 日(土)

全国情報・コミュニケーション担当者会議

同上

平成 31 年 02 月下旬

手話関係者の健康フォーラム 2018

未定

2.秋頃

【主催：北信越ろうあ連盟】
開催日

事業名

場所

10 月 07 日(日)

第 60 回北信越ろうあ者大会 手話の集い

石川県金沢市

11 月 23 日(金)

北信越ろうあ連盟手話対策部長会議

富山県富山市

④福祉対策委員活動
《1》運転免許センターの協力で特定講習会を行う。
《2》職業相談員・手話協力員と協力し労働問題の改善に努める。
《3》ろう者(児)が誇りをもって成長できるように、ろう学校教職員、関係団体との連
携に努める。
《4》
「会員規程 第 4 条・5 条」に定める会員等の権利を担保し、より効果的に行使で
きるよう福祉対策委員として上部団体(一般財団法人全日本ろうあ連盟・北信越ろ
うあ連盟)等の取り組みを支援する。
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【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会】
開催日

事業名

場所

07 月下旬

わいわいスクール 2018

未定

08 月

福祉対策委員会議

石川県社会福祉会館

石川県教育委員会へ要望書提出

石川県庁

石川労働局へ要望書提出

金沢駅西合同庁舎

08 月 26 日(日)

第 1 回運転免許更新特定講習会

石川県運転免許センター

平成 31 年 02 月 24 日(日)

第 2 回運転免許更新特定講習会

同上

08 月

【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟】
開催日

事業名

場所

06 月 08 日(金)
2018 年度全国福祉担当者会議

大阪市

08 月 24 日(金)

2018 年度全国ろう教育担当者会議

富山県

08 月 25 日(土)～26 日(日)

第 30 回ろう教育を考える全国討論集会

同上

08 月 25 日(土)

第 35 回高校生の手話によるスピーチコンテスト

東京都

または 09 日(土)

第 32 回全国ろうあ者相談員研修会兼
平成 31 年
第 23 回全国職業安定所手話協力員等研修会兼

岐阜県

01 月 25 日(金)～26 日(土)
ろうあ者労働フォーラム
01 月 26 日(土)

2018 年度全国労働担当者会議

同上

⑤体育委員活動
《1》スポーツを通して会員拡大に努める。
《2》「会員規程 第 4 条・5 条」に定める会員等の権利を担保し、より効果的に行使
できるよう体育委員として上部団体(一般財団法人全日本ろうあ連盟・北信越ろう
あ連盟)等の取り組みを支援する。
【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会他】
開催日
05 月 27 日(日)

事業名
第 18 回石川県障害者スポーツ大会【主催：石川県】

場所
石川県陸上競技場他

【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟他】
開催日

事業名

場所

09 月 20 日(木)～23 日(日)

第 52 回全国ろうあ者体育大会

埼玉県

10 月 13 日(土)～15 日(月)

第 18 回全国障害者スポーツ大会

福井県
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【主催：北信越ろうあ連盟】
開催日
03 月 24 日(土)

事業名

場所

体育委員会

富山県富山市

第 18 回全国障害者スポーツ大会

聴覚障害者男女バレー

06 月 17 日(日)

福井県大野市
ボール競技東海・北信越地区予選大会

06 月 23 日(土)

体育委員会

富山県滑川市

06 月 23 日(土)～24 日(日)

第 67 回北信越ろうあ者体育大会

同上

11 月 24 日(土)

体育委員会

富山県富山市

12 月 02 日(日)

定期代議員会

新潟県糸魚川市

⑥編集委員活動
《1》機関紙「ニュースろうあ石川」の紙面充実に努める。
《2》機関紙「ニュースろうあ石川」の担当との連携体制の整備に努める。
《3》機関紙「ニュースろうあ石川」の販売促進、購読者拡大に努める。
《4》「会員規程 第 4 条・5 条」に定める会員等の権利を担保し、より効果的に行使で
きるよう編集委員として上部団体(一般財団法人全日本ろうあ連盟・北信越ろうあ
連盟)等の取り組みを支援する。
【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会】
活動内容
【趣味の世界】ろうあ石川№445(97 回)～№456(109 回)に掲載予定
【あの日、あの時】

不定期で掲載予定

⑦高齢部活動
《1》「高齢部規約」に基づき、会員相互の親睦・社会的地位及び社会福祉を確立する
ことを目的に以下の事業との連携や開催に取り組む。
《2》孤立しがちなろう高齢者へ行事・集会等への参加を促し、仲間との交流の中で、
暮らしに必要な情報を提供する。
【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会】
開催日

事業名

場所

05 月 20 日(日)

高齢部第 42 回定期総会・講演会

金沢市松ヶ枝福祉館

09 月 08 日(土)

第 1 回グランドゴルフ交流会

未定

高齢部１泊研修会

小松市(粟津温泉)

平成 31 年
03 月 03 日(日)～04 日(月)
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【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟】
開催日
06 月 09 日(土)

事業名
第 66 回全国ろうあ者大会高齢者の集い

場所
大阪市

第 30 回全国ろうあ者高齢者大会
09 月 28 日(金)～30 日(日)

第 32 回全国ろうあ高齢者ゲートボール競技大会

鹿児島市

第 09 回全国ろうあ高齢者グランドゴルフ大会
平成 31 年 02 月

第 11 回全国ろうあ高齢部代表研修会

未定

【主催：北信越ろうあ連盟】
開催日

事業名

04 月 12 日(木)

高齢部委員会

10 月 06 日(土)

第 60 回北信越ろうあ大会

10 月 27 日(土)～28 日(日)

第 27 回北信越ろうあ連盟高齢部研修会

場所
新潟県糸魚川市

高齢者の集い

石川県金沢市
石川県加賀市

⑧女性部活動
《1》「女性部規約」に基づき、ろうあ婦人の社会的地位向上及び福祉向上を目的に以下
の事業との連携や開催に取り組む。
《2》女性の集い等の催事への参加を通して、後継者の育成に力を注ぐ。
《3》手話言語法について共に学び合う。
【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会他】
開催日
04 月 15 日(日)

事業名
第 48 回定期総会

場所
未定

石川県障害者ふれあいフェスティバル【主催：石川県】
09 月 30 日(日)

石川県産業展示会館
（女性部コーヒー・カレーライス・バザー出店）

未定

女性カフェ

未定

未定

一泊新年会

未定

定例委員会

未定

平成 31 年
03 月 24 日(日)
または 31 日(日)

【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟】
開催日

事業名

場所

10 月 26 日(金)～28 日(日)

第 48 回全国ろうあ女性集会

島根県松江市

平成 31 年 01 月 27 日(日)

第 45 回女性研修会

宮城県
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【主催：北信越ろうあ連盟】
開催日

事業名

場所

03 月 21 日(水)

常任委員会

富山県富山市

07 月 21 日(土)～22 日(日)

第 25 回北信越ろうあ女性研修会

福井県福井市

10 月 06 日(土)

第 60 回北信越ろうあ者大会

石川県金沢市

女性の集い

⑨青年部活動
《1》「青年部規約」に基づき、石川県内のひとりぼっちのろうあ青年をなくし、仲間
との交流で友情と連帯感を深め、青年層の持つ多くの悩みや問題を取り上げ、学
び、その解決に努力し、ろうあ運動の担い手を育て、福祉と文化水準の向上を図る
ことを目的に以下の事業との連携や開催に取り組む。
《2》協会・サークル会員との親睦を深め、ろう学生との語り合いの場を設ける。
《3》会員拡大に努める。
【主催：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会】
開催日
04 月 08 日(日)

事業名

場所

第 21 回定期総会

石川県社会福祉会館

青年部勉強会

未定

11 月

ろう学生と語る会

石川県立ろう学校

平成 31 年

ヤングセミナー

01 月

新年会

03 月

役員会

05 月、09 月
12 月、平成 31 年 02 月

未定
未定

【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟】
開催日

事業名

場所

06 月 09 日(土)

第 66 回全国ろうあ者大会

青年の集い

大阪市

07 月

第 37 回全国ろうあ青年部活動者会議

静岡県

11 月 23 日(金)～25 日(日)

第 52 回全国ろうあ青年研究討論会

秋田県秋田市

第 50 回全国委員会

未定

平成 31 年
02 月

【主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟
開催日
未定

青年部

東日本ブロック】

事業名
第 06 回東日本幹部研修会

場所
関東地方
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【主催：北信越ろうあ連盟】
開催日

事業名

08 月 04 日(土)～05 日(日)

第 48 回デフユース北信越

10 月 06 日(土)

第 60 回北信越ろうあ者大会

12 月 01 日(土)～02 日(日)

第 50 回北信越ろうあ連盟青年部

場所
石川県

若人の集い
定期代議員会

石川県金沢市
富山県

平成 31 年
第 42 回北信越ろうあ青年部活動者会議

同上

03 月

⑩その他
職員研修について
開催日

研修内容

備考

06 月 08 日(金)～10 日(日)

第 66 回全国ろうあ者大会

開催地：大阪市

09 月 06 日(木)～08 日(土)

平成 30 年度

開催地：未定

第 28 回全国専従職員研修会
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4)手話通訳事業
①手話通訳者派遣事業
イ.石川県受託事業
石川県における「石川県手話通訳者派遣事業実施要綱（平成 18 年 3 月 27 日障福第
4210 号社会福祉法人石川県聴覚障害者協会理事長あて石川県健康福祉部障害保健福
祉課長通知）」に基づき、手話通訳者を派遣する事業を受託する。
ロ.市町受託事業
《1》各市町における「地域生活支援事業実施要綱」に基づく手話通訳者派遣事業を
受託する。
受託先：珠洲市・（輪島市）・能登町・穴水町・中能登町・川北町・(津幡町)
《※作成：平成 30 年 2 月 26 日付》
《2》各市議会における手話通訳士を派遣する事業を受託する。
受託先：野々市市・白山市・小松市・加賀市
ハ.その他の事業
上記イ・ロを除き、聴覚障害者等が社会生活をおくる上で意思疎通の支援が必要な
場合に、手話通訳者を派遣する。
②手話通訳等養成事業
イ.手話通訳者養成事業
国の「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について（平成 10 年 7 月
24 日障企第 63 号）」に基づき、石川県及び金沢市における手話通訳者の養成研修事
業を受託する。
《1》通訳Ⅰ課程
【1】開催時間数：72 時間見込
【2】開催予定地：金沢市(※1)・羽咋市
《2》通訳Ⅱ課程
【1】開催時間数：68 時間見込
【2】開催予定地：金沢市(※2)
《3》実践課程
【1】開催時間数：30 時間見込
【2】開催予定地：金沢市(※3)
(※1～3)は、石川県と金沢市の合同開催。
ロ.手話スペシャリスト研修事業
石川県における下記《1》～《4》の研修事業等の執行を受託する。
《1》登録手話通訳者に対する現任研修並びに手話通訳士資格（厚生労働大臣公認試
験）の収得を目指す手話通訳者に対する手話通訳士養成研修。
【1】 開催時間数：59 時間見込
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（現任：20 時間、新任：3 時間、試験対策：28 時間、指導者：8 時間）
【2】開催予定地：金沢市他
《2》手話奉仕員、手話通訳者の養成を担う指導者の養成研修。（全国レベル
の研修会への派遣を含む）
《3》手話通訳者登録試験に関する業務。
《4》手話通訳者の養成に関して方針等を決定する業務。（養成委員会の運営）
ハ.手話奉仕員養成事業
各市町における「地域生活支援事業実施要綱」に基づく奉仕員養成研修事業を受託
する。
《1》入門編
【1】開催時間数：46 時間見込
【2】開催予定地：珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市
《2》基礎編
【1】開催時間数：60 時間見込
【2】開催予定地：中能登町
《3》その他
当該事業を受託していない市町に対して、可能な場合に限り、教科内容の一部
単元へ講師等の派遣を臨時対応する。
③要約筆記者派遣事業
イ.石川県受託事業
石川県おける「石川県要約筆記者派遣事業実施要綱（平成 18 年 3 月 27 日障福第
4354 号社会福祉法人石川県聴覚障害者協会理事長あて石川県健康福祉部障害保健福
祉課長通知）」に基づき、要約筆記者を派遣する事業を受託する。
ロ.市町受託事業
各市町における「地域生活支援事業実施要綱」に基づく要約筆記者派遣事業を受託
する。
受託先：珠洲市・（輪島市）・能登町・穴水町・中能登町・川北町・(津幡町)
《※作成：平成 30 年 2 月 26 日付》
ハ.その他の事業
上記イ・ロを除き、聴覚障害者等が社会生活をおくる上で意思疎通の支援が必要な
場合に、要約筆記者を派遣する。
④要約筆記者等養成事業
イ.要約筆記者養成事業
《1》国の「要約筆記奉仕員の養成カリキュラム等について（平成 11 年 4 月 1 日
障企第 29 号）」に基づき、石川県及び金沢市における要約筆記者の養成研修
（前期・後期）事業を受託する。
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【1】開催時間数：86 時間見込
【2】開催予定地：金沢市(※4)
《2》石川県における要約筆記者の登録試験に関する業務の執行を受託する。
《3》石川県における要約筆記者養成を担う指導者の養成研修事業を受託する。（全
国レベルの研修会への派遣を含む）
(※4)は、石川県と金沢市の合同開催。
ロ.要約筆記者現任研修事業
石川県における登録要約筆記者に対する現任研修事業を受託する。
【1】開催時間数：12 時間見込
【2】開催予定地：金沢市
ハ.要約筆記奉仕員養成事業
各市町における「地域生活支援事業実施要綱」に基づく奉仕員養成研修事業を受託
する。
【1】開催時間数：18 時間見込
【2】開催予定地：能登北部圏域(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町)・七尾市
《※作成：平成 30 年 2 月 26 日付》
⑤市町受託事業手話通訳者設置事業
※能登北部圏域手話通訳者設置事業
《1》設置人数：手話通訳士 1 名
《2》設置場所：能登北部圏域の窓口
《3》設置時間：平日の 9 時 00 分～17 時 00 分
《※作成：平成 30 年 2 月 26 日付》
⑥盲ろう関係事業《新規事業》
イ.通訳・介助員派遣事業
《1》石川県委託事業・・・石川県における「石川県盲ろう者通訳・介助員派遣事業
実施要綱」に基づき、通訳・介助員を派遣する事業を受託
する。
《2》金沢市委託事業・・・金沢市における「地域生活支援事業実施要綱」に基づく
通訳・介助員派遣事業を受託する。
《3》その他の事業・・・上記《1》《2》を除き、盲ろう者が社会生活を送るうえで、
意思疎通の支援が必要な場合に、通訳・介助員を派遣する。
ロ.通訳・介助員研修事業
《1》通訳・介助員養成事業
石川県及び金沢市における通訳・介助員の養成事業を受託する。
開催時間数：27 時間見込
開催予定地：金沢市内
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⑦その他の事業
《1》職員研修について
手話通訳事業へ位置づける職員を以下の研修へ参加させる。
開催日
未定

研修内容
手話通訳者現任研修

備考
開催地：

未定

／職員

1名
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2．公益事業区分
(1)聴覚障害者公益支援拠点
1)地域生活支援事業
①聴覚障害者生活訓練事業
各市町における「地域生活支援事業実施要綱」に基づく聴覚障害者生活訓練事業を受託
する。
《1》事業内容：病気や加齢による聞こえの問題を持つ難聴者・中途失聴者に対して、要
約筆記や磁気ループによる情報保障システムを紹介し、福祉制度や福祉
機 器の利用によって日常生活の質の向上をはかる。
《2》提供内容：以下の予定。
【1】要約筆記・磁気ループの体験
【2】福祉制度の説明
【3】筆談によるコミュニケーション体験
【4】個別相談等
《3》開催予定地：珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・中能登町
②聴覚障害者 IT サポートセンター運営事業
石川県を実施主体に、社会福祉法人石川県身体障害者団体連合会へ事業委託して行わ
れる「石川県障害者 IT サポートセンター運営事業」は、聴覚障害者をサポート対象と
した以下の事業の執行を受託する。事業の目的は次の通りである。聴覚障害者に対する
パソコンボランティアの活動支援や IT に関する利用相談・情報提供を行うことによ
り、聴覚障害者のパソコンの利用機会や活用能力の格差是正を図り、情報機器の活用の
促進を目的とする。
《1》IT に関する利用相談、支援及び情報提供
《2》パソコン教室の開催
《3》パソコンボランティアの派遣と養成
③障害者スポーツ普及事業
石川県を実施主体に、石川県障害者スポーツ協会を窓口とする「平成 30 年度石川県障害
者スポーツ協会スポーツ普及事業」の補助金交付を受けて下記の活動を行う。
《1》活動方針：メンバー15 名にて、北信越ろうあ者体育大会等の各種大会の試合に
出場する。練習・試合を通じ、卓球選手の技術育成向上をはかる。
《2》練習活動：以下の予定。
【1】練習日 ：土・日曜日
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【2】年間回数：約 45 回
【3】会 場 ：石川県立ろう学校他

2)講習会等事業
①手話関係講習会事業(学校・単発啓発講座等)
大学(社会福祉学部)、専門学校(介護福祉学科・こども福祉学科)の依頼に
応え、聴覚障害者に対する理解や手話の普及をはかる。
②要約筆記関係講習会事業(単発啓発講座等)
事業所等での筆記ボランティアを対象として、要約筆記を必要とする難聴者・中途失
聴者の特性や筆談の必要性と、筆記の際の要点を学ぶ講座の講師を派遣する。
③書籍事業
手話の普及並び教材販売窓口業務を行う。
④機関紙「ニュースろうあ石川」事業
紙面を通じて聴覚障害者や関係者へ事業・社会貢献活動等の情報提供や啓発等を行
う。
《1》発行日 ：毎月 1 日発行
《2》発行回数：毎月 1 回
《3》発行部数：約 1,000 部／月
《4》購読者 ：会員、県内行政、県外聴覚障害者関係団体、手話学習者等
《5》その他 ：昭和 58 年 3 月 15 日 第 3 種郵便認可による郵便物
⑤第 13 回全国手話検定試験の周知及び実施
県内手話奉仕員養成講座、手話サークル、手話を学ぶ専門学校等に対し全国手話検定
試験(主催：社会福祉法人全国手話研修センター)の情報提供を行い、広く手話の普及
と理解の促進をはかる。（地域試験委員会が主体となって石川会場の試験を実施する。）
《1》期日：平成 30 年 10 月 13 日(土)～14 日(日)
《2》内容：5 級・4 級・3 級・2 級
《3》会場：石川県社会福祉会館

