
 平成 26年度活動報告 

〈平成 26年度活動内容〉 

１．会 議・研修等 

(1) 平成 26年度総会の開催 

   ◇期 日：平成 26年 6月 28日（土）～29日（日） 

    ◇主 管：ふれあいの里どんぐり 

    ◇会 場：1日目 浦和合同庁舎 2日目さいたま市民会館浦和（埼玉県） 

◇内 容：平成 25年度活動報告および収支決算、監査報告 

            平成 26年度活動計画および収支予算 

       ブロック会議 

 (2) 第 17回施設長会議 

◇期 日：平成 26年 11月 28日（金）～29日（土） 

◇会 場：クローバープラザ（福岡県春日市） 

◇主 管：西日本ブロック 

①22名（16施設） 

②講演 『工賃アップをどう実現するか―セルプ協提言から―』 

    講師：全国社会就労センター協議会 

       制度・政策・予算対策委員会委員長 叶 義文氏 

③実践報告・意見交換 

    グループホームについて 碧第１ホーム 渡邊健二氏 

    工房つつじの取組み   ろうあ工房つつじ  末崎由美子氏 

    紫陽花の取組み     紫陽花    武谷倫子氏 

 (3) 役員会 

ア 第 1回役員会 

◇期 日：平成 26年 4月 22日（火） 

◇会 場：日本財団ビル 

◇参加者数：6人 

◇内 容：１.役員体制について 

     ２.総会について 

     ３.厚労省への要望について 

     ４.その他 

 

  イ 第 2回役員会 

◇期 日：平成 26年 6月 28日 

◇会 場：浦和合同庁舎 

◇参加者数：７人 

◇内 容：１．総会の準備の確認 



２．厚生労働省の要望について 

３．その他 

 

  ウ 第 3回役員会 

◇期 日：平成 26年 11月 28日 

◇会 場：クローバープラザ（福岡県春日市） 

◇参加者数：5人 

◇内 容：１．規約改正について 

     ２ 研修の輪番制について 

     ３ その他（次年度の総会等） 

 

  エ 第 4回役員会 

◇期 日：平成 27年 1月 21日 

◇会 場：全社協・灘尾ホール（新霞が関ビル内） 

◇参加者数：4人 

◇内 容：１．総合支援法 3 年後の見直しにむけた検討事項について 

        ２．次年度総会・大会の講師依頼について 

        ３．その他 

 

２ 専門部活動計画 

（1）渉外部 

ア 厚生労働省との懇談 

◇期 日：平成 26年 8月 7日（木） 

◇会 場：厚生労働省 

◇内 容：要望書について 

 

イ 全日本ろうあ連盟「福祉基本政策検討プロジェクトチーム」会議 

（1）第 1回委員会 

◇期 日：平成 26年 8月 18日（月） 

◇会 場：京都・繊維会館 

◇内 容：1.政府の動向、各団体の動きに関する報告 

       2.今年度の取り組みについて 

       3.聴覚障害者社会資源創出事業の助成申請について 

       4.2014年度厚生労働省への要望について 

（2）第 2回委員会 

◇期 日：平成 26年 10月 7日（火） 

◇会 場：京都・繊維会館 

◇内 容：1.統一要望交渉の在り方について 



     2.学習会の開催について 

     3.聴覚障害者社会資源創出事業の助成申請について  

        

ウ 厚生労働省との 5団体統一要望懇談会 

◇期 日：平成 27年 1月 21日（水） 

◇会 場：厚生労働省 

◇内 容：統一要望書について 

 

  エ 障害者部会のワーキングチーム寺島先生と懇談 

   ◇期 日  平成 27年 2月 9日（月） 

◇会 場  埼玉大学 

◇内 容： 障害福祉サービスのあり方に関する検討課題について 

 

（2）広報部 

 全ろう重複協の HP開設 http://tukusi.org/zenrou.html 

会員への連絡、情報提供 

日本聴力障害新聞年賀広告掲載 

 

（3）研修部 

ア 第 18回主任指導員会議 

◇期 日：平成 26年 10月 18日（土）～19日（日） 

◇会 場：あいらぶ工房（大阪府） 

◇主 管：あいらぶ工房 

①17名（12施設） 

②講演 『わたしたちの暮らしはこれからどうなるの？ 

     ～社会保障・社会福祉制度をめぐる最新動向～』 

    講師：きょうされん大阪支部事務局長 雨田信幸氏 

③実践報告・意見交換 

    入所施設の役割     ふれあいの里どんぐり 水俣沙樹子氏 

    自分で決めることとは  聴覚・ろう重複センター碧 小坂井幸穂氏 

     

イ 第 15回聴覚障害職員の役割を考える研修会 

※全国高齢聴覚障害者福祉施設協議会との共催 

◇期 日：平成 26年 12月 20日（土）～21日（日） 

  ◇会 場：洲本市健康福祉館・淡路ふくろうの郷（兵庫県） 

◇主 管：おのころの家 

①36名（ろう重複協加盟 11施設/17名） 

②講演 『聴覚障害者福祉のこれから』 



    講師：四天王大学教授 原順子氏 

③実践報告・意見交換 

   施設現場における利用者支援の実践について ななふく苑 木下加代子氏 

   死と向き合う   光道園ライフトレーニングセンター  嵯峨崎友華氏 

   聴覚障害者の職場環境について      あすくの里  吉本知絵氏 

 

（4）小規模対策部 

ア 第 10回小規模施設学習交流会 

◇期 日：平成 26年 12月 13日（土）～14日（日） 

◇会 場：ユニゾンプラザ（新潟県） 

   ◇主 管：手楽来家 

①36名（ろう重複協加盟 11施設/17名） 

②講演 『災害時における障害者の避難ー逃げられない人々への対策ー』 

講師：京都工芸繊維大学 特任教授 防災士 神田和幸氏 

③実践報告・意見交換 

グループホームについて 碧第１ホーム 渡邊健二氏 

 

（5）調査研究部 

  ア 会員施設の障害支援区分に関するアンケート調査を実施 

   

３ その他の活動報告 

(1) 関係機関・団体との連携  

ア 第 62回全国ろうあ者大会・開会式典 

◇期 日：平成 26年 6月 15日（日） 

◇会 場：ビッグハット（長野県） 

◇出席者：会長 渡邊健二 

 

イ 平成 26年度全国盲重複障害者福祉施設研究協議会施設長セミナー 

◇期 日：平成 26年 6月 5日（木） 

◇会 場：ザ・クレストホテル立川（東京都） 

◇出席者：副会長 河合めぐみ 

   

ウ 全国聴覚障害者情報提供施設協議会第 10回（通算 22回）施設大会 

◇期 日：平成 26年 6月 26日（木） 

◇会 場：サンプリエール（長崎県） 

◇出席者：会長 渡邊健二 

 

エ 社会福祉法人南風荘創立 60周年記念式典 



◇期 日：平成 26年 10月 10日（金） 

◇会 場：ANAクラウンプラザホテル宇部（山口県） 

◇出席者：会長 渡邊健二 

 

オ 「第 18回全国聴覚障害者福祉研究交流集会」協賛 

◇期 日：平成 26年 11月 8日～9日 

◇会 場：サンスクエア堺・大阪健康福祉短期大学（大阪府） 

◇出席者：副会長 河合めぐみ 第 7分科会レポート 障害支援区分について 

 

  カ 「秋の叙勲受章者」祝電 

◇期 日：平成 26年秋 11月 

◇叙 勲：瑞宝単光章 

◇受章者：全国盲重複障害者福祉施設研究協議会元会長 山内進氏（福井県） 

 

キ 社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会・後援会設立 20周年記念大会 

◇期 日：平成 26年 12月 13日（土） 

◇会 場：ラフレさいたま（埼玉県） 

◇出席者：副会長 柴田浩志 

 

ク 「広島ろう重複障害者アイラブ作業所 15周年記念大会」後援名義・祝電 

◇期 日：平成 26年 12月 14日（日） 

◇会 場：広島市東区民文化センター（広島県） 

 

ケ 全国手話研修センター聴覚障害者関係施設等管理職研修 

◇期 日：平成 27年 1月 16日（金） 

◇会 場：全国手話研修センター（京都府） 

◇出席者：会長 渡邊健二 シンポジウム 

 

コ 「全国聴覚・ろう重複児施設協議会設立記念集会」祝電 

◇期 日：平成 27年 3月 15日（日） 

◇会 場：イーブルなごや（愛知県） 

 

サ 社会福祉法人全国手話研修センター 

評議員：副会長 柴田浩志  

任 期：平成 26年 2月 19日～平成 28年 2月 18日 

 


