
平 成 ２ ９ 年 度 事 業 報 告 

Ⅰ 会   議 

１．評議員会  ２回 ①平成２９年 ５月２４日 ②平成３０年 ３月２５日 

 

２．理 事 会  ３回 ①平成２９年５月 ７日  ②平成２９年 ６月 ７日 

③平成３０年３月１４日 

 

３．正副会長会  ９回 ①平成２９年 ４月 １日 ②平成２９年 ４月２８日  

③平成２９年 ５月１８日 ④平成２９年 ８月 ４日  

⑤平成２９年 ９月１９日 ⑥平成２９年１１月 ６日  

⑦平成２９年１２月１５日 ⑧平成３０年 １月２９日 

⑨平成３０年 ３月 １日  

 

４．監   査  平成２９年４月２５日 水城・上田・川嶋監事の監査を受けた。 

  

５．会館活用検討委員会  ３回 

 ①平成２９年 ７月 ４日 ②平成２９年１１月 ６日 

③平成３０年 ３月 ６日 

 

 ６．郡市団体長会議  平成２９年１２月１８日  

 

 

Ⅱ 事   業 

 １ 更 生 相 談  １５地区、１６名より報告  総相談件数 ９９件 

２ 社会参加促進事業 

 （１）盲女性家庭生活訓練事業 

     料理、茶道、体操、音楽、一般教養等の講習を実施した。 

    ４地域   ２３回  受講者数  延べ ２４６名 

 （２）盲青年社会生活教室開催事業 

     パソコン研修会、スポ－ツ教室等実施した。 

     ２箇所   ２２回  受講者数  延べ ２１１名 

（３）視覚障害者社会適応訓練事業 

日本ライトハウスに訓練を委託、訓練希望者 ２８名、修了 ５名、継

続中 ２３名、訓練総数 １９７回 

 （４）聴覚障害者日曜教室開催事業 

     悪徳商法撃退法、スカーフの結び方、手話による絵本の読み聞かせにつ

いて等 

      ６回  受講者数  延べ １４３名 

 

 



 （５）手話通訳者養成事業 

     「手話通訳者養成講座」通訳Ⅰ･Ⅱ通訳Ⅲのテキストにそって講習及び 

実技の指導 １１７回  受講者数 延べ ６４９名   

手話通訳者全国統一試験合格者 ２名  進級合格者 ３名 

「手話通訳士養成講座」 

実技の指導 ５回  受講者数 延べ ３９名   

 （６）音声機能障害者発声訓練事業   

和喉会に事業委託し実施した。 

訓練回数 ９１回  受講者数 延べ ９４４名 

 （７）要約筆記者養成事業 

     養成回数 ５８回 (手書きコース、パソコンコース)  

参加者  延べ １，０９８名 

     修了者  手書きコース １３名  パソコンコース １１名 

 （８）字幕入りビデオライブラリー事業 

     登録者数 ２５４名（団体を含む）  貸出本数 延べ １１０本 

     ビデオテープ在庫 １，７７４本 

 （９）点字即時情報ネットワーク事業 

点字送付者（毎日）２名  メールマガジン利用者(毎日) １６名  

音声による新聞及び地域情報提供 １回/月（年間１２回） 

 （10）オストメイト社会適応訓練事業 

    公益社団法人日本オストミー協会和歌山県支部に事業委託し実施した。 

     研修会  ７回   参加者 延べ  １５５名 

 （11）朗読奉仕員養成事業 

     和歌山グループ声に事業委託し実施した。 

     養成回数 ５５回  参加者  延べ ２６６名 

 （12）障害者ＩＴ講習会開催事業 

     聴覚障害者ＩＴ講習会 ８回  参加者 延べ ２４名 

 （13）障害者パソコンボランティア養成派遣事業 

     ボランティア養成人数 ３５名  派遣回数  延べ ８４回 

(14) 夢・ふれ愛・心のつながり事業  

     将棋大会、スポーツ教室、グラウンドゴルフ大会、ふれあい広場、各種

講演会、社会見学等県下８ブロックで実施した。 

 

 ３ 指 導 者 講 習 会 

  連盟幹部研修会 

    平成３０年２月 ４日～５日、「白浜古賀の井リゾート＆スパ」で開催、

９４名が参加した。 

   

 

 



 第１日目 

    「障害者福祉の動向について」 

     講師  県障害福祉課 在宅福祉班長 田圃 佳奈氏 

    「お客様に寄り添う心の醸成について」 

     講師  西日本旅客鉄道株式会社 和歌山支社 営業課長 道浦 次男氏 

   第２日目 

    「障害者のスポーツについて ～２０２０年東京パラリンピックに向け～」 

     講師  和歌山県立医科大学 げんき開発研究所 副所長 指宿 立氏 

 

 ４ 機関紙発行  

    連盟時報第６４号（墨字版５００部 点字版２２部 音声版１９部）を作

製し、加盟団体・役員等に配布した。 

 

 ５ 社会参加推進センター 

（１）広報紙「センターだより」年３回発行 １回 ３，３００部 点字版７８部 

（２）平成２９年６月９日 社会参加推進協議会開催 

 

６ 点字図書館運営状況 

 （１）点字図書、録音図書の保有（蔵書）及び貸出し状況 

      登録者数  ３１７人 

      保 有 数  点 字 図 書  ３，４６１タイトル   ９，０７５冊 

            デジタル図書  ５，０８５タイトル   ５，０８８枚 

            一般ＣＤ図書    ２１３タイトル     ２２８枚 

      利用状況       延べ利用人員    延べ利用冊・巻数 

     点 字 図 書・雑誌     ４３５人     １，０２８冊 

     テープ図書・雑誌     ２７３人       ４２０巻 

     デジタル図書・雑誌   １２，５８９人    １２，５９９枚 

     Ｃ Ｄ 図 書・雑誌            ９１人        ９２枚 

 （２）その他サービス 

     対面朗読サービス    ０回    プライベート点訳    １件 

     点字プリンター打出し  ３件    プライベート録音（CD） ５件 

    レファレンス     １３件    プライベートテキスト化 ３件 

 （３）ＩＴ講習会 

  入門講座  ４名    初級講座  ６名   中級講座  ７名 

（４）広報・啓発事業   

①見えない・見えにくい方のための交流サロン 

・バリアフリー映画 『聖の青春』上映会  １回 

      平成３０年 １月 ７日（日）和歌山県文化情報センター 参加者 ４４名 

 

 



・『情報交換会』  

平成３０年 ２月１７日（土）視聴覚障害者情報提供施設 参加者 １９名 

②リーフレット配布 視聴覚障害者情報提供施設のリーフレット作成、県下

関係機関に配布し和歌山県点字図書館の周知を図り利用を促進 

 

７ 聴覚障害者情報センター運営状況 

 （１）字幕入りビデオ制作事業 

  ＣＳ障害者放送「つつうらうら～明るく楽しく生きる～」制作１本（１０分） 

         「地方の手話」制作２本（各５分） 

  自主制作   「吉見輝子さん里帰り記念講演」 ｢家族対談｣ 

「情報センター紹介」      ｢県民歌～手話バージョン｣ 

 （２）文化教室開催事業  ４回開催  受講者数 延べ４１名 

 （３）交流サロンの利用 聴協高齢部会議、難聴協会議など 利用回数 延べ 

９６回 

 （４）手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣件数 ４０４件 

 （５）情報紙「わかやま３・３より情報」発行（年３回） 

 （６）難聴者サロン １２回開催 出席者数 延べ１１５名 

（７）専任手話通訳者会議 出席者１７名 

市町、各振興局等１７箇所の専任手話通訳者が集い通訳事例検討・指導者 

の育成・奉仕員養成・通訳者派遣などについて情報交換を実施した。  

（８）一般県民向けミニ手話講座「手話とふれあおう」１回開催 出席者数  

１５名 

 

８ 福祉団体との連携協力 

 （１）県社会福祉協議会 

（イ）理事会 

（ロ）生活福祉資金貸付委員会 

（２）日身連 

   （イ）第６２回日本身体障害者福祉大会 

       平成２９年 ５月３０日～３１日 岐阜県 参加者３０名 

（ロ）評議員会 

平成２９年 ５月３０日 岐阜県 

平成３０年 ３月２７日 東京都  

   （ハ）日身連近畿ブロック福祉大会・相談員研修会 

       平成２９年１０月２０日 堺市  参加者 ２９名 

   （ニ）日身連近畿ブロック団体長・事務局長会議 

       平成２９年 ４月２０日 京都市 

平成２９年 ７月２８日 堺市 

        

 



９ スポーツ関係 

 （１）第１７回県障害者スポーツ大会 

平成２９年 ４月３０日  フライングディスク（紀三井寺公園補助競 

  技場） 

５月 ７日  ボウリング（和歌山グランドボウル） 

５月２１日  開会式・陸上（紀三井寺公園陸上競技場） 

           ５月２８日  卓球（和歌山県子ども・女性・障害者相談

センター体育館・多目的ホール） 

                  アーチェリー（和歌山県子ども・女性・障

害者相談センターアーチェリー場） 

６月 ４日  水泳（秋葉山公園県民水泳場） 

 （２）第１７回全国障害者スポ－ツ大会（愛顔つなぐえひめ大会） 

平成２９年１０月２８日～３０日 愛媛県で開催 選手３５名 

金メダル １２個  銀メダル １０個  銅メダル ４個  計 ２６個 

 

１０ 福祉推進 

 （１）第６０回県身体障害者福祉大会 

平成２９年９月１０日 和歌山市民会館で開催。障害別代表及び本部

代表より意見発表を行い、とりまとめ要望書として知事へ提出した。 

参加者 ７００名 

（２）福祉懇談会 

平成３０年１月９日、県自治会館で知事との懇談を行った。会長、副

会長、理事、監事及び各郡市団体長等２４名が出席した。 

 

 

Ⅲ 収益事業 

連盟所有の和歌山市吹上２丁目５番地５所在の土地を駐車場として貸し、収益

を上げた。 


