
（総括と方針） 

2019 年度は、会員施設と連携しながら総会、施設長会議、主任会議を開催しました。ほ

かに 2019年 7月に全日本ろうあ連盟をはじめ関係団体と合同、2020年 2月に当協議会とし

てそれぞれ厚生労働省と情報交換及び懇談を行ないました。 

また、会員施設の利用者である聴覚・ろう重複者のライフステ－ジに応じた社会資源の整備

や必要なサ－ビス・制度設計を考え、取り組みを検討するためには、当協議会独自の調査・研究

だけではなく、様々な角度からの視点も必要です。そのため、全国高齢聴覚障害者福祉施設協議

会と互いの課題や取り組みを共有し、協働できる課題の整理と具体的な取り組みを検討・実施する

ことを目的とし、ろう高齢者施設協作業部会と情報交換を行いました。 

調査研究・研修部では、会員施設の基礎データ調査を 2018年度に引き続き行ないました。

ろう重複者支援ガイドブックの基本構成の一つ、多くの施設からろう重複者の支援の事例

を提供していただきました。これらの貴重な事例をどのように活用し、まとめていくか引き

続き検討してまいります。 

各種研修会においては聴覚・ろう重複者専門施設の職員同士で研修を行い、学習交流を深

めることができましたが、小規模作業所学習交流集会等は開催できませんでした。 

これまで、当協議会では設立当初から小規模作業所学習交流会等を通じて小規模事業所

の運営や創設への支援を大切に取り組んできました。参加加盟施設の状況にあわせ、研修会

の在り方について見直しつつ、引き続き顔がみえる関係作りを大切にし、会員施設数を増や

していきます。 

2020 年度は、新型コロナウイルスの影響の関係で大幅に活動を自粛せざるを得ない状況

ではありますが、必要な取り組みを以下の通り行ないます。 

① 今年度も次期障害福祉サービス報酬改定に向け、基礎データ調査や成果報告書を踏ま

えて独自の追加調査や分析などを行い、要望活動につなげます。

② ろう重複障害者支援ガイドブックの基本構成の一つ、事例集を編集します。

③ 全国高齢聴覚障害者福祉施設協議会作業部会と情報交換を行います。

最後に厚生労働省との意見交換の際、『「聴覚・ろう重複」集団の形成、支援が大切である

と認識しているが、居場所づくりだけでなく個々に必要な支援は何か、示してほしい』と話

がありました。私たち協議会としては組織力を生かし、ろう重複の専門性の振り返り、事例

の研究を行うなかで行政などに理解と支援の必要性を発信できると考えています。次年度

は障害福祉サービス報酬改定にあたります。多様な変化に対応しながらも、聴覚・ろう重複

者福祉充実のための環境を整えられるよう運営基盤の強化を目指していきます。 

第 1号議案 2019年度活動報告について 

2019年度活動報告を以下のとおり提案し、承認を求めます。 

１．会 議・研修等 

(1)2019年度（第 23回目）総会の開催



◇期 日：2019年 6月 29日（土）～30日（日） 

◇主 管：ふれあいの里どんぐり 

◇会 場：ウェスタ川越（埼玉県） 

◇内 容：2018年度活動報告および収支決算、監査報告 

         2019年度活動計画および収支予算、役員改選 

 

(2) 第 22回施設長会議 

◇期 日：2019年 11月 8日（金）～9日（土） 

◇会 場：光道園（福井県） 

◇主 管：社会福祉法人 光道園 

①16名：（14施設） 

②講演「外国人労働者の受け入れについて」 

社会福祉法人 光道園 常務理事 荒木博文氏 

③高齢障がい者に対する 自立支援の取り組み について 

社会福祉法人 光道園 

(3) 役員会 

ア 第 1回役員会 

◇期 日：2019年 6月 29日（土） 

◇会 場：ウェスタ川越（埼玉県） 

◇内 容：1．総会について 

2．厚生労働省への要望について 

3．ろう重複障害者調査・ガイドブックについて 

4．その他（施設長会議等） 

イ 第 2回役員会 

◇期 日：2019年 11月 7日（木） 

◇会 場：福井まちなか文化会館響ホール 

◇内 容：1 施設長会議の確認について 

      2 基礎データについて 

3 厚生労働省への要望について 

      4 ろう重複障害者調査・ガイドブックについて 

5 その他（次年度の総会、ガイドブック） 

 

(4) 厚生労働省との懇談 

◇期 日：2020年 2月 13日（木） 

◇会 場：厚生労働省 

◇出席者：渡邊健二、佐藤喜宣 



◇内 容：懇談、情報交換 

 

(5) 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 日本聴力障害新聞年賀広告掲載 

〇日本聴力障害新聞掲載 

2017年 6月号  ふれあいの里・どんぐり（埼玉県） 

2017年 10月号  いっぽの家（奈良県） 

2018年 2月号  いこいの村・栗の木寮（京都府） 

2018年 6月号  わかふじ寮（北海道） 

2018年 8月号   セルプ南風（山口県） 

2018月 12月号  たましろの郷（東京都） 

2019年 4月号  ろうあ工房つつじ（福岡県） 

2019年 6月号  にいーまる（新潟県） 

2019年 10月号  ほほえみ（北海道） 

2020年 1月号  工芸会（福岡県） 

2020年 4月号  らいおん工房（千葉県） 

2020年 8月号  さんさん山城（京都府） 

2020年 11月号  調整中 

2021年 2月号  調整中 

 

2． 専門部活動報告 

（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 2019年度基礎データ調査の実施 

ウ 第 22回主任会議 

◇期 日：2019年 12月 20日（金）～21日（土） 

◇会 場：1日目 福岡市市民福祉プラザ 

2 日目 工芸会ワークセンター 

◇主 管：社会福祉法人福岡ろうあ福祉会 

障害者支援施設 工芸会ワークセンター 

①講演「成年後見制度と事前指示書の作成について」 

一般社団法人 福岡成年後見センターあさひ 

弁護士 宇治野みさゑ氏 

弁護士 𠮷原 育子氏 



  ②グループディスカッション 

「重複障がいの方に対する支援での苦労や困っていること」 

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 

開催できず 

 

（2）小規模対策部 

第 16回小規模施設学習交流会 

開催できず 

 

3．関係機関・団体との連携 

ア 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：2019年 6月 7日（金） 

◇会 場：パレスホテル立川（東京都） 

◇出席者：副会長 河合めぐみ 

イ 全国聴覚障害者情報提供施設協議会第 15回（通算 27回）施設大会 

◇期 日：2019年 6月 20日（木） 

◇会 場：ホテル信濃路（長野県） 

◇出席者：副会長 河合めぐみ 

ウ 第 67回全国ろうあ者大会・開会式典 

◇期 日：2019年 6月 15日（日） 

◇会 場：仙台国際ホール（宮城県） 

◇出席者：会長 渡邊健二 

エ 「第 23回全国聴覚障害者福祉研究交流集会」協賛 

◇期 日：2019年 11月 23日（土）～24日（日） 

◇会 場：立命館大学茨木キャンパス（大阪府） 

オ 社会福祉法人全国手話研修センター評議員会 

◇期 日：2019年 6月 22日（土） 

◇会 場：全国手話研修センター（京都府） 

◇出席者：副会長 木村公之 

任 期：2019年 2月 19日～ 

カ 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：2019年 5月 20日（月） 

◇会 場：大阪府谷町福祉センター（大阪府） 

◇出席者：副会長 木村公之 

キ 厚生労働省との５団体統一要望懇談会 



◇期 日：2019年 7月 26日（金） 

◇会 場：厚生労働省 

◇出席者：副会長 木村公之 

ク ２０２１年度の報酬改定に対する緊急要望書提出 

◇期 日：2019年 11月 29日（金） 

◇提出先：厚生労働省 

ケ 全国高齢聴覚障害者福祉施設協議会作業部会と全ろう重複協 

「共同の取り組み（合同作業部会等）」の実施に向けて－準備会議－ 

◇期 日：2020年 2月 6日（木） 

◇会 場：京都市聴覚言語障害センター 

◇出席者：渡邊健二、木村公之、佐藤喜宣 

コ 「一般財団法人全日本ろうあ連盟創立 70周年記念映画」後援 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


