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新型コロナウイルスのワクチン接種と遠隔手話通訳について
新型コロナウイルスのワクチン接種が、 4 月から 65 歳以上の人を対象に始まります。
厚生労働省から都道府県に 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する合理的配慮
の提供について」 という文書により、 障害特性に応じた合理的配慮の提供が通知されました。
市町に対し、 相談窓口では電話以外にも FAX やメール等による相談対応についても可能とす
ることと、 聴覚障がい者向け字幕映像の提供等についての検討を配慮するよう記載があります。
また、 ワクチン接種時等における合理的配慮では、 聴覚障がい者向けコミュニケーションボード
等による案内および、 遠隔手話サービスを含めた意思疎通支援事業等が円滑・柔軟に受けられ
るよう配慮を求める記載があります。
接種前の体調およびアレルギーや既往症等についての問診、 接種後 15～30 分程度の体調確
認、 2 度目の接種が必要な種類のワクチンの場合の次回予約等、
遠隔での手話通訳や要約筆記に対応していない市町は、 現場へ
の派遣を考えなければなりません。 聴覚障がい者にワクチン接種
のクーポンが届き相談窓口への連絡があったら、 意思疎通支援事
業により手話通訳や要約筆記が派遣されることになると思われま
すが、 公共施設における集団接種やかかりつけ医での接種等の
際、 全てのワクチン接種会場への派遣が可能か、 市町によって
対応が異なる可能性があります。 新たな情報が入り次第、 ホー
ムページや機関紙でお知らせします。
なお、 県が新型コロナウイルス感染症対策として当法人が一部
を担ってきた、 PCR 検査時もしくは入院時のための遠隔手話通訳
は、 4 月 1 日をもって ㈱ プラスヴォイスだけで対応することとな
り、 QR コードを読み込んだ際の 「福井県遠隔手話通訳」 を選ぶ
アイコンがなくなり、 FAX 相談票も変わりました。

聴覚障がい者生活教室
2 月 6 日（土）13：30～15：30 県社会福祉セ
ンターにおいて、 聴覚障がい者と親の会による
「聴覚障がいの先輩との交流会」が、 当法人の
聴覚障がい者生活教室として開催されました。
福井医療大学の氏田直子氏と京都先端科学
大学の橋本かほる氏を、 言語聴覚士のアドバイ
ザーとしてお迎えし、 先輩として山下直通氏と
県立ろう学校卒業の木下志穂さんからの体験談
などをうかがいました。
また、後半は参加された中高生と先輩との自
由な意見交換会が行われ、 手話と口話、筆記
など工夫して楽しく交流し、 メールアドレス交換などされていました。
保護者・学生とも、 社会に出て自分の障がいをどのように伝えていくかを考えるきっかけとなっ
たそうです。
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手話通訳者全国統一試験・全国統一要約筆記者認定試験合格者
手話通訳者全国統一試験（令和 2 年 12 月 5 日（土）実施）及び、 2020 年度全国統一要約筆
記者認定試験（令和 3 年 2 月 14 日実施）の結果が発表されました。
（１）2020 年度手話通訳者全国統一試験の受験者数は、全国で 1,348 名の内、合格者数
は 266 名(合格率 19.73％)。福井県からは 17 名が受験しましたが、 2002 年度の試験開始
以降初めて合格者がゼロでした。
大変残念ですが今年度から実技試験の内、 読み取り要約がなくなり、 場面通訳が 3 分か
ら 4 分間に延長され 160 点満点となったため、 合格基準が厳しくなったものと思われます。
（２）2020 年度全国統一要約筆記者認定試験は、①筆記と②実技に分かれ、実技には手
書き実技とパソコン実技があります。「手書き」は受験者 343 名に対し認定者数は
119 名で合格率は 34.80％、「パソコン」は 355 名に対し 140 名で 39.44％でした。
福井県では「手書き」受験者 1 名に対し認定者数は 1 名で合格率は 100％。「パソ
コン」受験者 5 名に対し認定者数 1 名で合格率は 20％でした。手書き・パソコン両
方同時に受験された方はいませんでした。合格おめでとうございます。
☆2020 年度全国統一要約筆記者認定試験合格者 (受験番号順、敬称略)

い わ さ

岩佐

しげ み

さ た け

茂美(手)

佐竹

ひ ろ み

裕美（パ）

法人登録手話通訳派遣者研修会
当法人の手話通訳登録派遣者研修会を、 3 月 7 日（日）10 時～16 時に県社会福祉センター
において、 新型コロナウイルス感染症拡大対策のため、 受講者を午前と午後にほぼ同数になるよ
う調整して、 午前と午後を同じ内容で開催し、
午前 23 名・午後 25 名が参加されました。
昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大防
止対策のため中止といたしましたが、 今回は
地元講師で、 県ろうあ協会情報コミュニケー
ション委員長の遊津貞美子氏より、 ろう者の
望む手話通訳像とは？ ～ろう者の視点から感
じること～の講義に続いて、 新型コロナウイル
ス感染症に関する手話を学び、 手話表現を
できる限り統一するよう学びました。
また、 3 グループに分かれて聞き取り通訳
の例題を表現し、 村上健氏、前田喜啓氏お
よび、 石井職員からそれぞれのグループでアドバイスを受けて、 通訳表現の工夫をしました。 最
後に DVD の動画に合わせて、 全員で聞き取り通訳の練習を行ってみました。
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法人登録要約筆記派遣者研修会
3 月 14 日（日）10 時～12 時に「手書き」要約
筆記、13 時～15 時に「パソコン」要約筆記の登
録派遣者研修会を、 県社会福祉センターにおい
て開催しました。
今回は、 遠隔要約筆記への対応で、 当法人
事務所から LAN ケーブルを引きルーターをつない
で WiFi 環境を整え実技研修を行いました。
午前 18、午後 15、両方参加 10 の実質 23 名
は熱心に受講され、 IPTalk の WebConnect を活
用した遠隔入力や、 ZOOM の遠隔表示や字幕
機能と、 WＥＢブラウザの活用等を学びました。

手話奉仕員・通訳者養成指導者会議
3 月 20 日（土）13：00～15：00 に県社会福祉センターで、 ろう者 16 名・健聴者 16 名で 32 名
の参加により手話奉仕員・手話通訳者養成指導者会議を開催いたしました。
令和 3 年度より、 県の手話奉仕員養成事業がなくなり、 手話通訳士養成研修事業が始まり、
越前市が入門と基礎の両講座を開催し、 坂井市から手話奉仕員養成の委託がなくなります。
養成担当講師連続講座も、 手話通訳者分だけ当法人が予算化しましたが、 手話奉仕員養成
の連続講座は開催市町で交渉しなければなりません。

令和 3 年度委託事業計画（案）
№

講座名

会場

曜日

時間

回数

期間

1 手話奉仕員レベルアップ講座

県社会福祉センター

火

13：30～15：30

16

R3.5.25～9.7

2 手話奉仕員レベルアップ講座

県社会福祉センター

木

19：00～21：00

16

R3.5.27～9.16

3 手話通訳者Ⅰ（嶺南会場）

敦賀市福祉総合センター

火

19：00～21：00

36

R3.5.18～R4.2.8

4 手話通訳者Ⅱ（丹南会場）

越前市文化センター

火

19：00～21：00

35

R3.4.13～R4.1.18

5 手話通訳者Ⅲ（嶺北会場）

県産業情報センター

水

19：00～21：00

13

未定

6 手話通訳者ステップアップ講座

県社会福祉センター

土

13：00～15：00

18

R3.8.28～11.20

7 手話通訳者ステップアップ講座

嶺南（未定）

未定 未定

18

未定.

8 手話通訳士養成研修講座

オンライン研修

未定 未定

7

R3.5.初旬～9.下旬

9 要約筆記者養成講座（手書き）

県社会福祉センター

土

13：00～17：00

21

R3.5.22～11.6

10 要約筆記者養成講座（パソコン）

県社会福祉センター

日

13：00～17：00

21

R3.5.16～10.31

11 要約筆記者移行研修講座

未定

7

未定

土/日 13：00～17：00/10：00～17：00

12 福井市手話奉仕員養成（入門基礎） 県社会福祉センター

金

19：00～21：00

45

R3.4.16～R4.3.18

13 福井市手話奉仕員養成（基礎）

県社会福祉センター

水

10：00～12：00

25

R3.5.19～11.10

14 福井市手話奉仕員養成（入門）

県社会福祉センター

木

19：00～21：00

21

未定

15 敦賀市手話奉仕員養成（入門）

敦賀市福祉総合センター

21

未定

16 あわら市手話奉仕員養成（基礎）

あわら市中央公民館

木

9：30～11：30

25

R3.4.15～10.21

17 あわら市手話奉仕員養成（入門）

あわら市中央公民館

水

9：30～11：30

21

R3.10.6～R4.3.16

18 越前市手話奉仕員養成（基礎）

市民プラザたけふ

木/水 19：00～21：00

27

R3.4.8～10.27

19 越前市手話奉仕員養成（入門）

市民プラザたけふ

木

19：00～21：00

21

R3.10.7～R4.3.3

20 越前町手話奉仕員養成（入門）

越前町生涯学習センター

火

19：00～21：00

27

未定

1 手話通訳者全国統一試験

県社会福祉センター

土

9：30～15：00

1

Ｒ３．１２．４

2 全国統一要約筆記者認定試験

県社会福祉センター

日

13：00～15：30

1

Ｒ４．２．２０

未定 未定
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令和２年度後期聴覚障がい者向け映像ライブラリー新着情報
№
1
2

分類番号
CB2020-001
CB2020-002

情提№
190906
190907

3

CB2020-003

190908

4

CB2020-004

190909

5

CC2020-002

190910

6

DA2020-003

190911

7

DA2020-005

190912

8

DA2020-013

9

DA2020-014

10

DA2020-015

11

DA2020-016

12
13
14
15

DA2020-017
DA2020-018
DA2020-019
DA2020-020

16

DA2020-021

17
18

DA2020-022
DA2020-023

19

DA2020-024

20

DA2020-025

21

DA2020-026

22
23
24
25
26
27
28
29

FC2020-001
FD2020-001
FD2020-003
FD2020-007
FD2020-008
FD2020-009
FD2020-010
FD2020-011

190913

190914

190915

190916

190917
190918
190919
190920
190921
190922
190923
190924

番 組 名
世界遺産 世界遺産の多い国ベスト１０
世界遺産 白神山地の１年！春夏秋冬の絶景白神山地
世界水紀行セレクション アートに彩られた世界遺産の街 スペイン バル
セロナ
世界水紀行セレクション 世界遺産の水の都と干潟の島々 イタリア ベネ
チア
動画で学ぶパワハラ４

分
25
25

ハートネットＴＶ “世界最速の男”プロの舞台に立つ！ ～聞こえないスノー
ボーダーの挑戦
ハートネットＴＶ 日本史上最強！聞こえない王者が世界へ挑む ～円盤投
げ・湯上剛輝選手
ろうを生きる難聴を生きる 目と耳と言語の壁を越えて ～アジア盲ろう
者会議・前編～
ろうを生きる難聴を生きる 目と耳と言語の壁を越えて ～アジア盲ろう
者会議・後編～
ろうを生きる難聴を生きる コミュニケーションの壁を越えて ～聴覚障害
者とともに闘う弁護士～
ろうを生きる難聴を生きる 一緒に“学ぶ”楽しさをもう一度！ ～高卒認定
試験サポートプロジェクト～
ろうを生きる難聴を生きる 異言語脱出ゲームに挑戦セヨ！
ろうを生きる難聴を生きる 皆で楽しもう！全力応援・２０２０
ろうを生きる難聴を生きる 一緒に山を楽しもう！
ろうを生きる難聴を生きる ２０２０へ！湯上剛輝 世界に挑む
～円盤投げ 日本最強の王者～ 前編
ろうを生きる難聴を生きる ２０２０へ！湯上剛輝 世界に挑む
～円盤投げ 日本最強の王者～ 後編
ろうを生きる難聴を生きる ＡＩ×手話 夢のプロジェクト実現へ
ろうを生きる難聴を生きる“自由”を描く！ ～難聴のアーティストの挑戦～
ろうを生きる難聴を生きる いざ水中世界へ！ ～ダイビングスクールの挑
戦～
ろうを生きる難聴を生きる 手話で楽しむみんなのテレビ！ ～手話放送プ
ロジェクト～
ろうを生きる難聴を生きる 農業×旅行者＝ワンダフルライフ！ ～屋久島・
ゲストハウスの夏～
ドラマ特別企画 あにいもうと
時をかける少女
俺は、君のためにこそ死ににいく
酔いどれ天使
四十七人の刺客
学校
釣りバカ日誌１８
紅の豚
29 作品 19 盤面

29

新センター施設長のご挨拶
4 月 1 日から聴覚障害者情報提供施設である、 福井県聴覚障がい者セ
ンターの施設長が、 定年退職により交代となりました。
新施設長となりました村上 健（むらかみ たけし）と申します。
若輩者で頼りないと思われるでしょうが、 他職員と力を合わせて精一杯
頑張ってまいります。
県内在住の聴覚障がい児・者のために、 皆様のお力添えをいただきより
良い社会となることを目指してまいります。
なにとぞよろしくお願い申し上げます。
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46
46
30

29
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
98
104
135
98
129
128
114
93

