平 成 ３ ０ 年 度 事 業 報 告
Ⅰ

和歌山県身体障害者連盟
（１）連盟の運営
① 理事会
② 評議員会
③ 会長、副会長会議

２回
１回
７回

５月１１日、３月２３日
５月２９日
４月 ２日、７月３１日、１０月 ５日
１２月１３日、１月 ４日、３月１２日
３月２３日
④ 監 査
５月 １日 水城・上田・川嶋監事の監査を受けた。
⑤ 各部会、委員会の開催
・会館活用検討委員会
１回
５月 ７日
・郡市団体長会議
１回
４月２８日
・視覚障害者部会委員会 ２回
４月２２日、 ３月 ３日
・肢体障害者部会委員会 ２回
４月２３日、 ６月１９日
（２）連盟の事業
① 更生相談 １５地区、１６名より報告
総相談件数 ７４件
② 第６１回和歌山県身体障害者福祉大会の開催
９月９日 有田市民会館で開催。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 ６００名
③ 障害者対策の推進
障害者差別解消法の普及啓発や「紀の国障害者プラン２０１８」の着実かつ
効果的な実施のために県との話し合いや福祉懇談会を開催した。
・要望事項についての話し合い会の開催
１０月１０日、県自治会館で県と要望事項についての話し合いを行っ
た。会長、各障害部会代表及び各郡市代表等２６名が出席した
・知事を囲む福祉懇談会
１月１１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１８名が出席した。
④ 組織強化対策事業
「県民の友」へ障害者団体の紹介を掲載してもらうための働きかけを行っ
た。
⑤ 指導者講習会
・連盟幹部研修会
２月３日～４日、「白浜古賀の井リゾート＆スパ」で開催、８９名が参加
した。
第１日目 「社会福祉法について」
講師 県障害福祉課 施設福祉班長 薮本 幸男氏
「紀の国障害者プラン２０１８について」
講師 県障害福祉課 計画調整班長 西岡 匠氏
第２日目 「同和問題について」
講師 公益財団法人和歌山県人権啓発センター
登録講師 平木 照郎氏

⑥

⑦

⑧
⑨
⑩

⑪

⑫
⑬

・視覚障害者研修会
１０月２８日、ＪＲ和歌山駅で体験研修会を開催し４０名が参加した。
・肢体障害者研修会
１１月１日、株式会社早和果樹園で施設見学会を開催し６３名が参加した
全国、近畿ブロック会議等への参加
・日身連評議員会
６月１３日 群馬県
３月２６日 東京都
・日身連近畿ブロック団体長・事務局長会議
４月２４日 和歌山市
７月２７日 橿原市
関係機関、団体等（社会福祉、保健衛生、社会教育、就労、移動、ボラン
ティア等）との連絡提携
・県社会福祉協議会
（ア）理事会
（イ）生活福祉資金貸付委員会
・ＷＤＦ(和歌山障害フォーラム)
（ア）総会
（イ）意見交換会
第６３回日本身体障害者福祉大会
６月１３日～１４日 群馬県 参加者１９名
第３９回日身連近畿ブロック福祉大会並びに第２１回相談員研修会
１１月２０日 橿原市
参加者 ３９名
身体障害者のスポーツの振興
・第１８回県障害者スポーツ大会
５月１３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）
ボウリング（和歌山グランドボウル）
５月２０日 開会式・陸上（紀三井寺公園陸上競技場）
６月 ３日 水泳（秋葉山公園県民水泳場）
９月３０日 フライングディスク（紀三井寺公園陸上競技場）
・第１８回全国障害者スポ－ツ大会（福井しあわせ元気大会）
１０月１３日～１５日 福井県で開催 選手３２名
金メダル １３個 銀メダル ８個 銅メダル ７個
計 ２８個
機関誌（連盟時報）の発行
連盟時報第６５号を作製し、加盟団体・役員等に配布した。
（墨字５００部 点字２２部 音声１９部 テキストデータ５部）
ホームページの管理
毎月、行事予定表を更新 掲載事項に変更があれば、その都度更新
夢・ふれ愛・心のつながり事業
将棋大会、スポーツ教室、各種競技大会・体験教室・講演会、社会見学
等県下８ブロックで実施した。

⑭ 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
１３４名
⑮ 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 ８９回
受講者数 延べ ６４１名
（３）点訳等製作事業
わかやま長寿プラン２０１８、知事選挙、県採用試験、点字カレンダー等
の点字印刷物・音訳物の製作を行った。
（４）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。

Ⅱ
１

和歌山県視聴覚障害者情報提供施設の管理運営業務
和歌山県点字図書館
（１）点字図書館運営
① 点字図書、録音図書の貸出及び製作
登録者数
３２３人
保有数
点字図書
デジタル図書
一般ＣＤ図書
貸出状況
点字図書・雑誌
テープ図書・雑誌
デジタル図書・雑誌
ＣＤ図書・雑誌
製作数
点字図書
音声デイジー
テキストデイジー
（その他サービス）
プライベート点訳
点字プリンター打出し
レファレンス

タイトル数
３５５９
５２７３
２１８

巻数
９２９７
５２７６
２３６

延べ利用人員
３７７
２１２
１３３２０
１４６

延べ利用冊･巻数
８９１
４００
１３３２０
１５２

タイトル数
１
７
３

巻数
３
７
３

３件
３件
２３件

プライベートデイジー録音 ９件
プライベートテキスト化 ２１件

② 点字の普及
・和歌山市・橋本市・御坊市・田辺市で点字教室・講習会を実施した。
４地域
１４回
受講者数
延べ ２１３名

・「紀州っ子アドベンチャーフェスタ２０１９」
２月１１日 点字体験開催 参加者数 ６４名
③ 点訳・音訳ボランティアの養成
音訳ボランティア技術講習会
２月１８日・２５日
受講者数
延べ ７３名
④ 対面朗読サービスの実施
利用回数 １２回
利用者数 延べ１２名
朗読者数 延べ１２名
⑤ 図書館だよりの発行
年３回発行
点字８０、墨字７０、拡大２９、デイジー３５、メール４１
⑥ 視覚障害者ＩＴ講習会の開催
開催回数 各講座２回 計８回
入門講座９名 初級講座９名 中級講座１０名 iPhone 講座１４名
⑦ 図書館の広報、利用の促進
視聴覚障害者情報提供施設のリーフレットを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
⑧ 交流サロンの開催
・「プレクストーク講習会」
８月２５日
研修室２・３
参加者 ７名
・バリアフリー映画 「ナミヤ雑貨店の奇蹟」上映会 ２回
１１月１０日 ビッグ・ユー
参加者１４名
１２月１６日 和歌山県文化情報センター 参加者５２名
・「平成３０年度補装具・日常生活用具に関する研修会」
１月１９日
研修室２・３
参加者２４名
・「見えない・見えにくい方のための用具展示即売会」
１月１９日
ビッグ愛会議室８０２
来場者６８名
・「情報交換会」
２月１６日
研修室２・３
参加者２０名
⑨ 視覚障害者に関する相談
日常生活用具やパソコンの操作等について ４３件
（２）点字図書館事業
① 点字情報ネットワーク事業
点字送付者 延べ４７６名
メールマガジン利用者 延べ３５７０名
音声による新聞及び地域情報提供 １２回
② 障害者パソコンボランティア養成・派遣事業
ボランティア養成回数
１０回
養成人数 延べ５０名
ボランティア派遣回数
延べ ８２回
③ 盲女性家庭生活訓練事業
料理、茶道、手芸、音楽、一般教養等の講習を実施した。
４地域
１２回
受講者数
延べ １２６名
④ 盲青年等社会生活教室開催事業
パソコン学習会、スポ－ツ教室等実施した。
２箇所
２２回
受講者数
延べ １７２名

⑤ 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 ３０名、修了
継続中 ２４名、訓練総数 ２０４回
⑥ 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 ３２回
参加者
延べ ２１０名
２

６名、

和歌山県聴覚障害者情報センター
（１）聴覚障害者情報センター運営
① 字幕入りビデオライブラリーの貸出及び制作
登録者数 ２５８名（団体を含む）
貸出本数 延べ １０８本
ビデオテープ在庫 １８６３本
目で聴くテレビ「それいけ！くいしんぼ」制作１本（１０分）
「地方の手話」制作１本（各１０分）
「電車見見録｣ 制作１本（１０分）
和歌山県ホームページ用「手話動画」（４９分）
② 文化、学習、レクリエーション活動等各種教室の開催
「文化教室」 ４回開催
受講者数 延べ６０名
③ 手話及び要約筆記の普及
・「ふれあい人権フェスタ２０１８」
１１月２４日
参加者数 延べ ３５名
・「紀州っ子アドベンチャーフェスタ２０１９」
２月１１日
参加者数 延べ３５０名
④ 専任手話通訳者会議の開催
市町、各振興局等１２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。
２月２６日 出席者１７名
⑤ 情報支援機器の貸出
１３４件
プロジェクター、オーバーヘッドプロジェクター、ヒアリングループ等
⑥ 聴覚障害者に関する相談
テレビ電話による福祉制度の問合せ等 ３件
⑦ 手話通訳者・要約筆記奉仕員現任研修の開催
・手話通訳者現任研修
３月２１日 和歌山県勤労福祉会館 出席者 ２９名
「手話通訳者の倫理・技術の実践」
・要約筆記奉仕員（手書き）現任研修 出席者 ２６名
１月１７日 和歌山県勤労福祉会館
「要約筆記の基本技術 表記・要約技術から要約へ」
・要約筆記奉仕員（パソコン）現任研修
３月１０日 視聴覚障害者情報提供施設 出席者 １６名
「要約筆記の基本技術 表記・要約技術から要約へ及びチームワー
ク」

３

⑧ 聴覚障害者災害対策への取り組み
・聴覚障害者災害対策会議
２月２５日 視聴覚障害者情報提供施設 出席者１８名
・障害者放送通信機構主催「緊急災害時における聴覚障害者の情報保障
活動イベント」で撮影等の協力をした。
３月２２日 きのくにの手（聴覚障害者老人ホーム）
（２）聴覚障害者情報センター事業
① 聴覚障害者ＩＴ講習会開催事業
「Skype を活用してみよう！」３回開催 受講者数 １４名
② 聴覚障害者日曜教室開催事業
手作り陶芸、生活習慣病と食生活について、シナプソロジー
３回
受講者数
延べ ５８名
③ 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
（和歌山市、通訳Ⅱ串本町）９２回
受講者数 延べ ６５５名
手話通訳者全国統一試験合格者 ５名
進級合格者 ９名
・「手話通訳士養成講座」
実技の指導 ５回
受講者数 延べ ３６名
④ 要約筆記者養成事業
養成回数 ５０回(手書きコース（和歌山市・田辺市）、パソコンコース)
参加者
延べ ８９５名
修了者
手書きコース １０名
パソコンコース １５名
⑤ 要約筆記指導者養成事業
養成回数 ３０回（基礎研修・難聴者・ステップアップ）
参加者
５名
⑥ 字幕入りビデオライブラリー事業
字幕入りビデオライブラリー目録を３００部作成し、登録者に送付した。
⑦ 意思疎通支援通訳者派遣事業
派遣件数 ６件
（３）手話・要約筆記派遣事業
手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣件数 ４４６件
・手話通訳者派遣業務契約 和歌山県、１６市町、２病院 登録者数 ７３名
・要約筆記奉仕員派遣業務契約 和歌山県、１７市町 登録者数 １１１名
社会参加推進センター
① センターの運営
センターだより編集委員会 ３回
７月１２日 、１１月 ８日 、 ３月 ７日
② 機関紙「センターだより」の発行
年３回発行
１回 ３３００部 点字版 ７５部
③ 社会参加推進協議会の開催
６月 ５日
出席者 ２４名

