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第 3号議案 平成 30年度活動計画（案）について 

平成 30年度活動計画（案）を以下のとおり提案し、承認を求めます。 

１．会 議・研修等 

(1)平成 30年度（第 22回目）総会の開催 

   ◇期 日：平成 29年 6月 24日（土）～25日（日） 

    ◇主 管：ふれあいの里どんぐり 

    ◇会 場：埼玉会館（埼玉県） 

◇内 容：平成 29年度活動報告および収支決算、監査報告 

            平成 30年度活動計画および収支予算 

 (2) 第 21回施設長会議 

◇期 日：平成 30年  月  日（土）～  日（日） 

◇会 場：未定（西日本ブロック） 

◇主 管：未定 

 (3) 役員会 

ア 第 1回役員会 

◇期 日：平成 30年 6月 23日（土） 

◇会 場：埼玉会館（埼玉県） 

◇参加者数： 名 

◇内 容：1．総会について 

2．厚生労働省の要望について 

3．調査研究の進捗について 

4．その他（施設長会議等） 

イ 第 2回役員会 

◇期 日：平成 30年 月 日（ ） 

◇会 場： 

◇内 容：1．施設長会議について 

2．調査研究について 

(4) 事務局 

ア 協議会の HP管理 http://tukusi.org/zenrou.html 

イ 会員施設へ連絡や情報発信 

ウ 厚生労働省との懇談 

◇期 日：平成 29年 月（予定） 

◇会 場：厚生労働省 

◇内 容：懇談、情報交換 

エ 日本聴力障害新聞年賀広告掲載 

 

(2) 関係機関・団体との連携 

ア 社会福祉法人広島聴覚障害者福祉会アイラブ作業所障害者相談支援事業所あいらぶ 

  開所式 

◇期 日：平成 30年 4月 22日（日） 

◇会 場：アイラブ作業所（広島県） 

◇出席者：会長 渡邊健二 
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イ 平成 30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 30年 6月 7日（木） 

◇会 場：パレスホテル立川（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 14回（通算 26回）施設大会 

◇期 日：平成 30年 6月 14日（木） 

◇会 場：コラッセふくしま（福島県） 

◇出席者：副会長 河合めぐみ 

エ 第 66回全国ろうあ者大会・開会式典 

◇期 日：平成 30年 6月 3日（日） 

◇会 場：大阪城ホール（大阪府） 

◇出席者：副会長 木村公之 

オ 「第 22回全国聴覚障害者福祉研究交流集会」協賛 

◇期 日：平成 30年 10月 20日～21日 

◇会 場：東京学芸大学小金井キャンパス（東京都） 

カ 社会福祉法人全国手話研修センター評議員会 

◇期 日：平成 30年 月 日（ ） 

◇会 場：全国手話研修センター（京都府） 

◇出席者：調査研究・研修部部長 木村公之 

任 期：平成 30年 2月 19日～ 

キ 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」 

◇期 日：平成 30年 6月 25日（月） 

◇会 場：京都市聴覚言語障害者センター（京都府） 

◇出席者：調査研究・研修部部長 木村公之 

 ク 厚生労働省との５団体統一要望懇談会 

◇期 日：平成 30年 7月 23日（月）または 26日（木）（打診中） 

◇会 場：厚生労働省 

◇出席者： 

ケ 平成 30年度障害者総合福祉推進事業 

『聴覚障害と他の障害を併せ持つためにコミュニケーションに困難を抱える障害児・者に対する 

支援の質の向上のための検討』 

  ◇期 日：平成 30年 月 日（ ）～ 

◇会 場： 

◇出席者：会長 渡邊健二 

 

2 専門部活動計画 

（1）調査研究・研修部 

ア 「聴覚・ろう重複障害者支援」にかかる留意点等のガイドブックの作成 

イ 平成 30年度基礎データ調査の実施 

ウ 第 22回主任会議 

◇期 日：平成 30年  月  日（土）～  （日） 

◇会 場：未定 

◇主 管：未定 
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エ 第 19回全国福祉施設聴覚障害会研修会 

※全国高齢聴覚障害者福祉施設協議会との共催 

◇期 日：平成 30年 月  日（土）～  （日） 

◇会 場：未定 

◇主 管：未定 

 

（2）小規模対策部 

ア 第 15回小規模施設学習交流会 

 ◇期 日：平成 30年 月 日（土）～ 日（日） 

◇会 場：未定 

◇主 管：未定 
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第 4号議案 平成 30年度収支予算（案）について 

平成 30年度収支予算（案）を以下のとおり提案し、承認を求めます。 

平成30年度全国ろう重複障害者施設連絡協議会収支予算書
収入の部 30年4月1日～31年3月31日　単位:円

平成30年度予算額 平成29年度予算額 増減額 備考

550,000 500,000 ▲ 50,000 30年度会員（54施設）

0 0 0

0 0 0

10 100 90

受取利息収入 10 100 貯金利息

雑収入 0 0

823,767 770,970 ▲ 52,797 平成29年度繰越金

1,373,777 1,271,070 ▲ 102,707

支出の部

平成30年度予算額 平成29年度予算額 増減額 備考

270,000 270,000 0

総会 60,000 60,000

施設長会議 60,000 60,000

主任指導員会議 60,000 60,000

小規模学習交流会 60,000 60,000

聴障職員研修会補助金 30,000 30,000

100,000 50,000 50,000

20,000 20,000 0

250,000 250,000 0

役員会 100,000 100,000 役員の旅費等

渉外 150,000 150,000 厚労省要望等に伴う旅費

50,000 50,000 0 切手、資料印刷代等　

60,000 60,000 0 祝い金、電報、振込手数料等

623,777 571,070 52,707

1,373,777 1,271,070 102,707

収入 1,373,777 ―         　　　　支出 1,373,777 ＝ 0

科目

（1）会費収入

（2）寄付金収入

（3）事業収入

（4）雑収入

（5）前期繰越金

合計

科目

（1）事業費支出

（2）調査研究費

（3）会場費

（4）旅費交通費

（5）事務通信費

（6）雑費

（7）予備費

合計

 
 

 

 


