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２０２１年度夏号から支援センターの広報紙 「まほろばだより」 をリニューアルしました。

現在、 支援センターで働く職員の皆さんです。 支援センター開所時から務めている職員もいますし、

最近加入した職員もいます。

職員一同、 毎日聴覚障害者の社会参加を支援するため、 また県民の理解を広げるために職務に勤

しんでいます。 いつでも笑顔で対応していますので、 気軽にお越しください。

【左から】

木村美香 （パート）　山口敏弘 （養成 ・手話動画担当）　松田　隆 （生活訓練 ・経理担当）

幸田晶子 （派遣、 相談、 啓発事業担当）　吉岡秀起 （所長）　平賀裕子 （派遣、 養成、 貸室担当）

永井一江 （パート）

２０２１年度新規登録通訳者等の紹介
2021年度より新しく登録された方は次のとおりです。

【手話通訳者】　岡田　由美子さん　賀集　玲子さん

【要約筆記者】 （手書き）　　　前村　明美さん　保田　充子さん

（パソコン）　　畑　知也子さん　枩井　直美さん　
【盲ろう者向け通訳 ・ 介助員】　 　後藤　有香さん　酒井　孝美さん　辻　真幸さん　

　山口　敏弘さん　山塚　希生子さん

ようこそ　支援センターへようこそ　支援センターへ
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聴覚障害者への情報配信

●手話 ・字幕入りビデオ ・ DVDの製作 ・無料で貸出をしています。 　

聴覚障害者関係施設 ・団体の方も貸出できます。 事前に利用登録が必要です。

●聴覚障害者の情報提供機器の貸出をしています。

ヒアリングループ、 OHC機器、 プロジェクター、 ノートパソコン等

※聴覚障害者への情報保障に使う場合限定です。

●インターネットなどを活用した聴覚障害者への情報発信をしています。

手話動画や公式LINEなどを使って聴覚障害者向けの情報配信をしています。

難聴者向けIT講座を実施しています。

聴覚障害者のコミュニケーション支援

●手話通訳者、 要約筆記者、 盲ろう者向け通訳 ・介助員の養成講座を実施しています。

手話通訳者 ：手話通訳者養成講座を毎年実施しています。 （月曜日コース ・土曜日コース）

要約筆記者 ：要約筆記者養成講座を毎年実施しています。 （今年度は木曜日）

盲ろう者向け通訳 ・介助員 ：盲ろう者向け通訳 ・介助員養成講座を毎年実施しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（今年度は土曜日）

●手話通訳者、 要約筆記者、 盲ろう者向け通訳 ・介助員のための研修会を実施しています。

●団体からの依頼など市町村で派遣対象とならない手話通訳者、 要約筆記者の派遣を実施しています。

●盲ろう者向け通訳 ・介助員の派遣を実施しています。

その他の事業

●県民に聴覚障害、 手話の理解を広めるため、 啓発事業を実施しています。

今年度は 「チャレンジ！要約筆記」 を実施しました。 ほかに 「もうろうを生きる」 上映会、 クイズで学

ぼう！手話にチャレンジ、 はじめての手話講座を実施予定です。

↓啓発事業・チャレンジ！要約筆記
　生活訓練事業
↓運転免許の返納について

↑手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け
通訳・介助員の合同研修会

この事業を実施していますこの事業を実施しています支援センターでは支援センターでは

聴覚障害者の総合的な相談・支援

●相談員を設置して生活相談を実施しています。

県内にお住まいの聴覚障害者に関するさまざまな相談に応じています。 聴覚障害者のご家族など関係

者からの相談にも応じています。 相談内容に合わせて必要な専門機関への紹介など適切なアドバイス

を行っています。 （必ず事前に相談日時をご予約ください）

●聴覚障害者向けIT相談を実施しています。

ITに関して聴覚障害者の困りごとの相談に応じています。 （必ず事前に相談日時を予約ください）

●生活訓練事業を実施しています。

聴覚障害者への生活に役立つ知識の取得や社会自立を促すための事業を実施しています。

今年度は運転免許証の返納について、 SNSで写真を撮ろう、 などを実施しました。 ほかに電話リ
レーサービス、聞こえの相談会、 点字ボードを作ろうなどを計画しています。
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データ データ 
公開公開 令和２年度のセンター実績（概要）令和２年度のセンター実績（概要）

支援センターの令和2年度事業報告 （概要） を公開します。

◇施設利用者数　年間8,382人 （前年度10,326人）

◇通訳者の派遣

手話通訳者 要約筆記者 盲ろう者向け通訳・介助員

市町村派遣　　　　　 ３３０件 ０件 （個人派遣件数）１９５件

自治体・企業・団体等 ２１９件 ５５件 ――

◇聴覚障害者の相談

聴力・補聴器 コミュニケーション 生活相談 就労相談 その他

件数 １件 ２１件 ５件 ５件 ４件

◇字幕 ・手話動画の製作 ・ DVD貸出

　　DVD保存用動画作成　8本　　　YouTube用手話動画作成　7本

◇養成事業

　手話通訳者養成講座、 手話通訳者パワーアップ講座、 ステップアップ講座

　要約筆記者養成講座、 要約筆記者パワーアップ講座

　盲ろう者向け通訳 ・介助員養成講座　の実施

◇その他

　生活訓練事業 （12回）、 難聴者のためのIT講座 （4回）、 県民の理解を深めるための啓発事業 （5回）

　手話通訳者 ・要約筆記者 ・盲ろう者向け通訳 ・介助員の現任研修

　手話奉仕員養成講座、 手話通訳者養成講座講師研修会　の実施

聴覚障害者の皆さんへお知らせ聴覚障害者の皆さんへお知らせ

「電話リレーサービス」 は聴覚や発話に困難がある方と聞こえる方を、 通訳オペレーターが手話 ・ 文字と音声とを

通訳することにより電話で双方向につなぐサービスです。 これまでは試行サービスにて運用していましたが、 ７

月から公共インフラに移行します。 いくつかの変更点があります。

●事前登録が必要です。 これまで試行サービスに登録した人も改めて登録が必要です。

　登録時は電話料金の支払のための手続きが必要になります。

●聴覚障害者、 聞こえる人双方からも電話をかけることができます。

　支援センターでは聴覚障害者向けに電話リレーサービスについての概要説明を実施します。

　また、 申請する方法がわからないときはご相談ください。

DVDライブラリの貸出はこれまで来所のみでの貸出でしたが、 支援センターが聴覚障害者用ゆうパック発受施設

の指定を受けたことにより、 聴覚障害者は低額な料金でゆうパックを利用したDVDの貸出することができるよう

になりました。

ただし、 聴覚障害者用ゆうパックを利用するためには改めて利用登録をしてもらう必要があります。 今まで登録

していただいた方には改めてご案内させていただきますので、 再登録にご協力をお願いいたします。

電話リレーサービスが７月から公共インフラ化電話リレーサービスが７月から公共インフラ化

DVDライブラリ貸出方法が変わりますDVDライブラリ貸出方法が変わります
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３月 ４月 ５月

来館者数 1,010人 853人 603人

手話通訳派遣件数 46件 38件 38件

要約筆記派遣件数 9件 5件 2件
盲ろう者向け通訳・
介助員派遣件数 19件 21件 10件

DVD貸出本数 ７本 23本 8本

相談受付数 2件 7件 1件

日　　付 行　　　事 備　　　考

７月１０日（土） 生活訓練事業「電話リレーサービス」 聴覚障害者対象事業

７月２１日（水） 生活訓練事業・トータルコミ学習会 中途失聴・難聴者対象事業

７月２８日（水） 難聴者のためのIT講座 中途失聴・難聴者対象事業

８月　１日（日） 登録要約筆記者研修会

８月　９日（祝） 登録手話通訳者研修会

８月２４日（火） 啓発事業「もうろうをいきる」上映会 午前・午後　２回上映

９月１５日（水） 生活訓練事業・トータルコミ学習会 中途失聴・難聴者対象事業

１０月２０日（水） 生活訓練事業・トータルコミ学習会 中途失聴・難聴者対象事業

１０月２３日（土） 生活訓練事業「みんなで作ろう点字カード」 盲ろう者対象事業

１０月２４日（日） 登録手話通訳者研修会

事業のごあんない

公式 LINE を始めました。支援センターからのお知らせを配信するほか、問い合

わせにも利用できます。事前予約すればビデオチャットで手話による応対もでき

ます。

※ビデオチャットで手話による応対を希望する場合は、メールか公式 LINE で希

望日・時間をお知らせください。折り返し、担当からお伝えします。

下のQRコードから
登録してください

支援センター
利用状況

３～ 5月の支援センター利用状況をお知らせします。

７月。 夏真っ盛りです。 コロ

ナによって生活のカタチが変

わってしまって約一年たちま

すが、 いかがお過ごしでしょ

うか。 夏といえば花火大会。

夜空に咲く花火はいつ見ても

美しいものです。 昨年は見れ

なかったので今年こそ夜空に

咲く大輪の花を見たいです。

この広報紙もリニューアルし

て情報量を増やしてみました。

次号は何かの特集が組めたら

いいなぁと思っています。 こ

んなこと知りたい！というも

のがあればおしらせください。

編集後記


