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（１）国民の暮らし
１）国の動き

2015年～2016年は、前年に引き続き企業収益が過去
最高となる一方で（注１）、国民の賃金の伸び悩み（注
２）と重い負担（注３）が続いた年でした。政府は景
気回復の進展を強調していますが、これらのデータは
国民の暮らしが厳しい状況にあることを示しています。

その一方、2016年７月の参議院選挙の結果、衆参両
院で改憲の発議が可能となる議席の３分の２を「改憲
勢力」が占め、選挙後の所信表明演説で首相が憲法改
正案の提示を国会議員の責任と述べるなど、改憲が現
実味を帯びています。

また、2014年の現政権の集団的自衛権の容認（閣議
決定）、2015年の「安全保障関連法」制定により戦争
への関与が強く懸念される状況になっています。2016
年に放映された NHK 番組において広く周知されたナ
チスドイツの「T4作戦」（注４）に見るように、戦争
と障害者の生存権の保障は相容れません。

全通研がめざす「聴覚障害者福祉と手話通訳者の社
会的地位の向上」には、基本的人権が保障される平和
な社会の持続が不可欠であり、幅広い視野での学習が
重要になっています。
注１：�企業の経常利益（決算の最終利益）合計：1995年は

約26兆円。2010年は約44兆円。2015年は68兆円
（過去最高）（法人企業統計調査）

注２：�全産業の常用労働者賃金指数：�2010年を100とする
と2005年は104.6。2014年は101.4。（総務省「日
本の統計2016」）

注３：�国民負担率（租税負担率と社会保障負担率の合計）：
1995年は36.6％。2016年は43.9％（2015年度よ
り0.5％減で過去２番目。財務省）

注４：�優生思想に基づきナチスドイツが1939年に開始。
20万人以上の障害者が殺害されたとされる。

２）障害者施策について
聴覚障害者を含む障害者（関係）団体の一致した意

見として、2011年８月に取りまとめられた「障害者総
合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」（「骨格
提言」）の内容は、いわゆる「３年見直し」において
も現行法制度に反映されないままになっています。

一方で、わが国の社会保障制度を抜本的に組み替え

るような方針が国（内閣府・厚生労働省）から最近矢
継ぎ早に打ち出され（注５）、国民の暮らしを支えて
いる諸制度の根本で公的責任が縮小される懸念が強まっ
ています。

また、障害者差別解消法が2016年４月から施行され
ましたが、「T4作戦」を想起させた「相模原事件」な
ど障害者をめぐる最近の事象を見る限り、同法の目的
に掲げられた「全ての国民が、障害の有無によって分
け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合
いながら共生する社会の実現」の理念よりも、自己責
任や効率を重要視する考えが社会に深く浸透している
ことがうかがえ、法律の施行だけでは障害者差別の解
消は困難であることが示されています。

これらの情勢からは、私たちが掲げる目標の実現は
容易とはいえませんが、「成長と仲間づくり」を基本
に取り組んできた全通研のこれまでの実績を踏まえ、
社会に対して私たちの主張を継続して発信すること、
また、そのために必要な組織力・提案力の一層の発揮
が求められています。
注５：�「対象者ごとに整備された「縦割り」の公的福祉サー

ビスも�「丸ごと」へと転換」（2016年７月・地域共
生社会実現本部について）「介護保険における利用者
負担の在り方について、制度改正の施行状況や医療
保険制度との均衡の観点も踏まえつつ、関係審議会
等において検討し、2016年末までに結論」（2016年
４月・経済・財政再生計画改革工程表）、「社会保障
分野においては、…（中略）…「経済・財政再生計画」
に掲げられた…（中略）…44�の改革項目について、
改革工程表に沿って着実に改革を実行していく」
（2016年６月・経済財政運営と改革の基本方針
2016）

（２）聴覚障害者の暮らし
１）暮らしから見つめる

2016年４月に施行された障害者差別解消法では合理
的配慮の提供について規定され、聴覚障害者は自らが
望むコミュニケーション手段の提供を求めることにつ
いて、法律的な後ろ盾ができることとなりました。し
かし、法律施行の前後で聴覚障害者の暮らしに大きな
改善は見られません（注６）。聴覚障害者が教育、労働、
子育て、趣味、医療、介護などライフステージにおけ

１．今の社会をどう見るか　～暮らしから見つめる社会～
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るあらゆる場面で、自由に手話でコミュニケーション
を行い、主体的に社会参加し、安心して暮らすことの
できる環境やそれを実現するための制度は不十分です。

また、手話によるコミュニケーションや情報保障が
あるだけではすべてのろう者の暮らしが豊かになるわ
けではありません。一人ひとりの生活の背景や障害特
性に応じて暮らしを保障できるしくみが必要です。

私たち全通研の会員は、それぞれが仕事や運動など
さまざまな場面で聴覚障害者と関わる機会を持ってい
ます。聴覚障害者の暮らしの中から当事者の要求や課
題を見つけ出して一緒に考え、社会へ提起して改善へ
繋げていくことが私たちの大きな役割です。
注６：�同法の合理的配慮に基づき別部局が情報保障をする

必要がある場合に、十分な申し送りのないまま障害
福祉担当部署が予算をカットし手話通訳配置がなく
なったという例や、手話でコミュニケーションでき
るデイサービスがあるのに、住民以外は利用できな
いという関係者の誤った認識があり、聴覚障害者が
利用できなかった例などが報告されています。

２）聴覚障害者施策について
2013年10月に鳥取県で全国初の手話言語条例が制定

されてから３年が経過し、手話言語条例を制定した自
治体は70を超えるまでになりました。条例制定の動き
のある地域は全国に見られ、今後制定自治体はさらに
増えることが予想されます。加えて2015年３月には兵
庫県明石市で手話言語・障害者コミュニケーション条
例が成立し、同様の条例を制定する自治体も広がりを
見せています。

聴覚障害者制度改革推進中央本部では、2016年には
「あるべき手話通訳事業に向けた提言」を取りまとめ
て公表しました。この提言には全通研が求めてきた正
規職員雇用型の手話通訳制度の考え方が盛り込まれて
います。

手話言語条例や情報・コミュニケーション条例制定
の広がりやそれに伴う各地での関連施策の広がりは、
手話に対する理解を広め、私たちの運動を進める好機
ではありますが、一過性の流行や形だけの条例で終わ
らないようにしていく必要があります。

条例制定の動きがあるときや地域で行政や関係機関
との話し合いの機会があるときには積極的に参加し、
聴覚障害者や手話を取り巻く地域の課題を提起し、聴
覚障害者の暮らしを良くする施策につながるよう働き
かけていくことが重要です。また、条例を制定した地
域でも、制定後聴覚障害者の暮らしがどう変わったの
か、暮らしやすい地域となったのかということを確認
し、条例制定後に関連施策についての評価や検討を行
う手話施策推進会議等ができていればそういった場で

意見を出すなどして、行動していくことが必要です。
そのためにも、私たち全通研会員は、聴覚障害者や手
話をとりまく地域での課題について、聴覚障害者と一
緒に聴覚障害者の暮らしから考え、学習していくこと
が大切です。

（３）�手話を学ぶ私たちの暮らしと全通研の
取り組み

１） 雇用された手話通訳者の労働と健康についての実
態調査

2015年に実施した「雇用された手話通訳者の労働と
健康についての実態調査」の報告書には、手話通訳と
して働いている人たちが直面している課題と、仕事や
手話通訳制度に対して日々、感じている切実な思いが
凝縮されています。手話通訳者の平均月収は25年前の
調査からほぼ変わらず、また月収10万円未満の非正規
職員の割合は、自治体25.3％、団体33.5％であり、生
計を維持するためには困難な収入額で働いている人が
少なくないことを示しています。また、非正規職員の
割合も年々増加し８割を超えています。

在職12年以上の手話通訳者より在職３年未満の割合
が増えているにも関わらず、平均年齢が毎回の調査ご
とに上がっていることは、ベテランの手話通訳者が多
くの業務をなんとかこなし、後継者となる人材が不足
している実態を示しています。

労働条件について望むことは「専門職として相応し
い待遇とすべき」が最も多く、自由記述でも「日々の
手話通訳業務に追われているだけでは理解が広がらな
い」「身分が不安定で次の担い手が育たずバトンを渡
したくても渡せる人がいない。自分の任期が終了した
後の状況を想像すると怖い」などの意見が多数ありま
した。手話通訳者の不足や制度の不十分さについて改
善が必要であることは明らかです。個々の努力で学習
して専門性を高めることや、できる限りの時間を費や
して地域のろう者の情報保障やコミュニケーション支
援を行うことには限界があり、安心して制度を利用で
きる環境とはいえません。抜本的な制度改正が必要で
す。

私たちはこの調査結果を受け止め、現状を変えてい
くための議論を丁寧に行う必要があります。私たち自
身が自分の言葉で、現場で働いている手話通訳者の状
況や思いを地域のろう者や行政に伝え、これからの制
度を一緒に考える場を提案していかなければ改善は進
みません。

２）健康問題についての学習運動～取り組みと成果～
2016年度に作成した健康問題のパンフレット『みん
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なが輝く未来をめざして』は、実態調査を踏まえた現
状の課題が分かりやすく書かれており、各地域で手話
通訳制度や健康問題の学習を進める資料となります。
手話通訳者が健康に働ける環境があり、手話通訳者と
して働きたいと思える身分保障や専門性が確保されて
いる社会にすることが大きな目標です。

地域のろう者が手話でコミュニケーションでき、手
話通訳や聞こえない人の暮らしに理解がある社会をつ
くるために、私たちが何を伝えていくことが必要かを
議論し共有しましょう。手話通訳者だけで学習や討議
を行うのではなく、地域のろう者や手話サークル、ろ
うあ協会等と一緒に考えどのような取り組みが必要か
意見を出し合うことが重要です。『みんなが輝く未来
をめざして』を活用した学習会を全国各地で開催し、
議論した内容を制度の改善につなげましょう。

３）全通研会員の暮らし
国民が暮らしの中で抱えている問題は、私たち全通

研会員にとっても同じ状況であり、日々の暮らしの中
でさまざまなストレスや不安を抱えながら学習や活動
を続けています。

全通研は手話に関わる人たちの集まりで、手話を通
じてろう者や手話を学ぶ人、手話通訳者の環境に目を
向け、学習会や行事に参加して人とつながり、交流す
ることに魅力を感じている人々が会員となり、仲間を
増やしてきました。人々とのつながりの中で、生き生
きと暮らせる社会をめざして手話通訳制度や福祉につ
いて社会に働きかける運動を続けています。

2016年10月に開催した支部長会議では、「中心となっ
て動く人材が不足している」「じっくり話したい議題
があるのに忙しくて時間がつくれない」「活動するた
めの資金が不足している」「学習するための会場確保
が難しい」「仕事や活動が忙しく、いつも疲れている
ように感じる」等の声が多く出されました。これらの
悩みは社会の動きと無関係ではありません。高齢化が
進み、経済的な負担が大きくなり、介護や生活困窮な
ど何らかの支援を必要とする人が増えている状況の中
でさまざまな役割を求められ、生計を立てるための労
働を続けながら全通研活動を行うことは、容易なこと
ではありません。

このような状況で、個々に時間や心の余裕がなくな
り活動に参加できなくなれば、会員同士のつながりを
持つことが難しくなり、社会の動きや情報にも目を向
ける機会が減り孤立することも考えられます。全通研
の会員でいることが仲間や地域の情報を得られ、悩み
やしんどさも共有できることを私たちは活動の中で感
じています。東日本大震災や熊本地震の際にも、全国

の仲間が知恵や力を出し合い、被災地に想いを寄せて、
活動を続けてきました。これまでの私たちの学習や運
動が、社会を変えていくための大きな力となっている
ことに確信を持ち、これからの活動をさらに展開して
いくことが必要です。

　
（４）理解を社会に広める
１）運動の重要性

障害者差別解消法の施行や手話言語条例を制定する
自治体が増加するなど手話やろう者に対する理解は大
きく広がっています。

この広がりは、手話通訳制度化などこれまでの全通
研と全日本ろうあ連盟との共同の全国・各地域での幅
広い運動の成果であることは言うまでもありません。

その一方、介護保険制度の課題が整理されないまま
障害者施策との統合が検討されるなど、日本の社会保
障制度の後退が危惧される状況が生じています。

社会保障制度は、当事者からの問題提起やそれに基
づく要望があって前進してきました。全通研は、これ
までの運動と成果に確信を持ち、ろう者の豊かな暮ら
しや手話通訳者の身分保障が実現する社会をめざし、
引き続き取り組むことが必要です。

２）組織強化の重要性
組織の力とは、「組織」＝「全通研」が活動すると

きに発揮される力です。聴覚障害者の暮らしを守る、
手話通訳者の健康を守る、震災など被災地の聴覚障害
者・手話通訳者を支援する、手話通訳制度のあるべき
姿の研究など全通研の目的達成のために行っているさ
まざまな運動を前に進めるために必要な力です。

組織を強くするためには「会員が目的を共有できる」
「一人ひとりが成長できる」そして「仲間を増やす」
ことが大切です。そうすることで、実行力が増し、社
会に影響を与えることができます。

具体的には、地域班活動や会員の少ない地域への出
張講座などの取り組みから一人ひとりの会員とのつな
がりを強くしていくこと、登録手話通訳者班や医療班
など会員の専門性やニーズを生かした活動を進めてい
くことです。

また、手話通訳者や手話学習者に入会を呼びかける
だけでなく、聴覚障害者情報提供施設など聴覚障害者
関連事業所で働く人たちを仲間として迎え、手話や手
話通訳、聴覚障害者問題についての学習・研究活動を
深めていくことも、会員一人ひとりが成長することに
つながっていきます。

私たちの社会を変えていく運動は、１、２年で成果
の見えるものではありません。一人ひとりが成長しな
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がら、仲間を増やしながら10年20年と継続していくこ
とが必要です。全通研は設立から40年を経て、中心メ
ンバーが50～60代に移ってきていますが、20代から80
歳を超える幅広い年齢層の会員により活動がつくられ

ています。各年代の活動やニーズを大切にしながら、
力を合わせて全通研運動を進めることが継続した活動
につながり、社会を変えるエネルギーになります。

（１）きわめる
これまで全通研は、机上ではなく、ろう者とともに

歩む会員の幅広い実践をもとに、手話や手話通訳に関
して研究してきました。健康問題や手話通訳業務の理
論的な整理は、この間の成果といえます。

さまざまな役割を担う中で日々会員が出会う事象を
基本に、幅広い視野で研究活動に取り組んでいきます。

１）手話通訳者の健康問題への取り組み
①予防と対策

医療関係者に対して、手話通訳者の職業病である頸
肩腕障害の理解を深めるための取り組みを行います。
そのために医師会等の協力を得られるよう働きかけま
す。

滋賀医科大学の垰田和史氏による「手話通訳者の健
康を守る研修会」の第４弾、第５弾を九州ブロック、
北信越ブロックで実施します。研修会を通じて手話通
訳者の健康問題への理解促進、予防対策の重要性等に
ついて理解を深める機会にします。
「けいわん110番」は、滋賀医科大学の協力を得て

2017年度も取り組みを継続します。
②健康対策担当者会議の実施

第50回全国手話通訳問題研究集会～ サマーフォー
ラム in ひろしま ～において、健康対策担当者会議を
開催します。

各支部では頸肩腕障害の予防に関する学習会や、健
康に不安を抱える仲間への相談支援等、手話通訳者の
健康を守るための積極的な取り組みを行っています。
一方、人員不足により思うような活動ができずに悩ん
でいる支部もあります。健康対策担当者会議を通じて
情報交換や今後の活動に向けたヒントが得られるよう
にします。
③�健康対策担当者の研修（こころとからだの健康普及
員の創設に向けて）
地域で健康問題の相談窓口となる「こころとからだ

の健康普及員」の創設に向け、2017年度から研修会を
実施します。

こころとからだの健康普及員研修会は、各支部の健
康対策担当者や健康問題に関わりがある人を対象に実
施し、医学的知識・メンタルヘルス・手話通訳制度（健

康に関する運動の歴史等）・ストレッチ（予防）をテー
マに学習します。

この研修会を受講し、かつ他の研修会（健康対策部
が実施する学習会等）を２回以上受講した人を対象に
履修証明書を交付し、「こころとからだの健康普及員」
が各支部にいることをめざします。
「こころとからだの健康普及員」は、地域において

健康に不安を持つ会員が、まず相談できる窓口として
対応することになるので、そのために手話通訳者の健
康に対する意識や知識を身につけ、健康で活動できる
よう支援していく役割を担います。
④けいわん患者・健康を守る会とのかかわり

全国手話通訳けいわん患者・健康を守る会（以下、
「けいわん患者会」という）との連携を図るため、け
いわん患者会と健康対策部の懇談会を年２回実施しま
す。また、けいわん患者会の協力を得て、けいわん患
者の全国交流集会を10月に関東ブロックで開催します。

患者会の円滑な運営を支援するため、引き続き健康
対策部から事務局長を派遣します。
⑤「雇用された手話通訳者の動態調査」の実施

各市町村、社会福祉法人、団体、機関などに在籍し
ている手話通訳者の設置状況を把握するため、支部の
協力を得て動態調査を実施します。

２）手話通訳者の健康問題学習運動の実施
手話通訳者の健康問題について正しい知識を持つ人

を増やし、手話通訳者の雇用や手話通訳制度の利用を
促進するため、2016年度に「雇用された手話通訳者の
労働と健康に関する実態調査」の結果をもとにパンフ
レットを作成しました。

今後は、パンフレットを使用した支部学習会の講師
として理事を派遣し、実態調査の内容を広く会員が理
解することをめざす学習運動を進めます。この学習運
動については、全日本ろうあ連盟と日本手話通訳士協
会にも文書で協力を依頼、これらの団体とも協力して
手話通訳者の健康について理解を広める運動を展開し
ます。

３）手話通訳活動あり方検討委員会の取り組み
事例マンガの掲載、講師派遣を継続します。

２．2017年度事業計画
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また「全通研がめざす手話通訳制度」の学習から見
えた課題の中から、登録手話通訳者がいきいきと活躍
できる手話通訳制度を見据えて、登録手話通訳者の実
態把握と課題整理を行います。

（２）たかめる
全通研の目的である「聴覚障害者福祉と手話通訳者

の社会的地位の向上」の実現には、その必要性につい
て、１）多数の会員が理解を深めること、２）必要性
についての社会への発信と賛同者の増加、が不可欠で
す。

そのために重要な、「会員数の増加」及び「支部・
会員の学習機会の提供」に積極的に取り組んでいきま
す。

１）未来を拓く委員会
2016年度に引き続き「未来を拓く委員会」を開催し、

情勢及び全通研長期ビジョン2024を踏まえて全通研の
今日的な課題を検討し、研究、運動、組織、財政の見
返しを図り、今後の方針の具体化を図ります。

２）12,000人会員をめざして
2024年度15,000人を達成するために、早期の12,000

人会員達成に取り組みます。目標達成のため、ブロッ
ク単位での組織担当者会議の開催、次世代会員の活動
支援、会員動向の集計・分析・発信、組織部ニュース
の発行（年３回）、ホームページを活用した情報発信、
全通研を紹介するツールの作成配布などを行います。
また、ブロック・支部の組織活動支援のため、全ブロッ
クで組織担当者会議を開催します。

３）リーダー養成
支部役員や、将来、支部や全通研の活動を担う意欲

のある会員を対象に東北ブロックで開催します。講座
は、全通研理事が担当し、全通研のあゆみ、運動の大
切さや人権について伝えます。あわせて、全通研・支
部活動の振り返り、将来の活動を考えるためのグルー
プワークを行います。

４）次世代会員への取り組み
「N-Action のつどい」「N-Action 合宿」を開催し、

次世代会員のネットワークづくりや活動支援、
「N-Action ニュース」やフェイスブックなどでの情報
発信を行います。また、各事業やネットワークを通し
て得られた声や情報を整理し、支部での位置づけ・方
向性などを提案できるように取り組みを行います。

５） 第50回全国手話通訳問題研究集会～ サマーフォー
ラム in ひろしま ～

2017年度は「第50回全国手話通訳問題研究集会～サ
マーフォーラム in ひろしま～」（以下「広島集会」と
いう）を８月18日（金）～20日（日）、広島県（福山市立
大学）で、全日本ろうあ連盟と共催で開催します。講
座は会員以外も参加対象とし、全通研の理解や手話の
普及をはじめ幅広いテーマを用意します。

分科会は会員のみを参加対象とし、今年度と同じ８
分科会で行います。また、広島集会は50回目の開催と
なるので、記念事業も企画します。

６）第３回全通研アカデミー～全通研学校Ⅲ～
2017年度の開催ブロックは、北海道、東海、中国で

す。開催にあたっては、開催要項を一部改正し、ブロッ
クが中心となった企画・運営を進めます。

７）講師派遣事業
派遣枠を広げ、講師派遣を通じて支部活動強化を図

ります。

８）研究活動強化事業
研究活動強化事業の積極的活用を図るため、研究活

動実施にあたっての課題の確認・分析を行い、研究活
動強化事業活用による研究活動の充実や活性化を図り
ます。
９）機関誌『手話通訳問題研究』の発行
①機関誌として、私たちに関わる手話・手話通訳・聴
覚障害者問題・福祉制度などを取り上げ、会員や支部
とを結ぶ機関誌『手話通訳問題研究』を引き続き４回
発行します。
第140号…2017年５月下旬発行　 第141号…2017年８
月下旬発行
第142号…2017年11月下旬発行　第143号…2018年２月
下旬発行
②機関誌の内容をより充実し、身近かなものにするた
めに各支部通信員には各号のモニターの協力をお願い
し、機関誌『手話通訳問題研究』を支部機関紙に紹介
してもらいます。
③全通研を広く知ってもらうために、掲載している「手
話この魅力あることば」の動画の一部をホームページ
にアップします。

（３）はたらきかける
聴覚障害者の暮らしやすさや手話通訳者の働きやす

さを高めるためには、全通研の会員・組織の力量向上
と、あわせて他団体との協力関係も広げながら聴覚障
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害者福祉や手話通訳制度の充実をめざした幅広い取り
組みが必要です。手話言語法や手話言語条例制定など
ろう運動と連帯し、全通研運動を推進します。

障害者福祉制度は、障害当事者の要求運動によって
国を動かし、発展してきました。全通研として、
12,000人会員の組織力を生かし、今まで蓄積した全通
研の活動をもとに社会に働きかけていきます。

１） 手話通訳制度の改善　聴覚障害者制度改革推進中
央本部／他団体や有識者とのネットワークづくり

手話通訳制度の改善をめざすためには、広範な国民
の間に現行の手話通訳制度の改善の必要性について理
解を広げることが不可欠です。そのためには私たちの
身近な障害者団体をはじめとする関係団体や有識者

（例：首長、議員、大学教授など社会的影響力のある者）
に理解を求めていくことも大切です。

2017年度も、引き続き聴覚障害者制度改革推進中央
本部や日本障害者協議会の運営の一翼を担うとともに
主催事業への協力などを通じて、全通研主催行事への
招聘や各種行事への出席・事業協力などあらゆる機会
を通じて幅広い連携をめざします。

２） 手話関係者の健康を考える３団体委員会の取り組
み

全日本ろうあ連盟、日本手話通訳士協会と全通研の
３団体で構成する「手話関係者の健康を考える３団体
委員会」で手話関係者の健康や身分保障の改善等の問
題に取り組みます。

2017年度も委員会の開催および手話関係者の健康
フォーラムを開催します。

３）機関会議の開催
①代議員会

2017年度代議員会は、2017年５月20日（土）～21日
（日）に埼玉県伊奈町の埼玉県県民活動総合センター
で行います。全通研の課題を共有するためにも会員の
代議員会への傍聴を呼びかけます。
②代議員会ブロック別会議

定例代議員会の前に、各ブロックで議案書の討議を
行います。４月から５月の代議員会までの間に９ブロッ
クで開催し、代議員や支部の役員を対象に議案書を深
めます。
③支部長会議�

2017年10月８日（日）～９日（月・祝）に行います。
代議員会で議決された方針の実践と徹底を図り、必要
な具体化を図ることを目的に開催します。

④理事会・執行理事会
理事会は、年５回、５月・８月・10月・12月・２月

に開催します。執行理事会は、年４回、４月・７月・
11月・１月に開催します。

４）広報強化
運動推進のためには計画的な広報活動が欠かせませ

ん。さまざまな層の人々に対応した情報ツールを使っ
た広報活動を進めます。

①会員向けの情報発信
引き続き「政策立案メーリングリスト」を活用した

情報交換を行います。また、会員向けの会報を年１回、
「e ～会報」を毎月１回発行します。

このほか、健康対策部の活動について紹介する「健
康対策部ニュース」を年３～４回発行し、健康対策部
の活動や行事等のお知らせ、患者会からのメッセージ
等さまざまな情報を発信します。また、支部組織活動
の参考となる特徴的な情報等を紹介する「組織部ニュー
ス」、全通研次世代活動委員会（N-Action）のつどい
や合宿の様子や活動を紹介する「次世代活動委員会
ニュース」も年数回発行します。
②会員や会員外に向けて情報発信

ホームページや「フェイスブック」「ツイッター」
を通して、さらに多くの方に全通研を知ってもらう取
り組みを進めます。特にホームページにあるブログ「全
通研 NOW!!」を随時更新し、全通研の日々の活動を
紹介します。

５）出版活動
①学習教材等の作成・取り扱い

聴覚障害者の暮らしから学び、手話と手話通訳の研
究や全通研活動が深まるよう、書籍やビデオ等を製作
しその普及を図ります。また、関連した書籍等の斡旋・
普及に取り組みます。2017年度においても、調査研究
報告書等の保存と普及に努めます。

【書籍】
「まるごと！ぜんつうけんガイドブック」
「第28回手話通訳技能認定試験模範解答集」
「これで合格！全国手話検定試験2017」
【DVD】
「手話この魅力あることば43」（DVD）
「手話この魅力あることば44」（DVD）
「会話レッスン①」（仮称）（DVD）
「手話通訳者全国統一試験をめざす人たちの学習教材
17」（DVD）
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②学習教材等の普及促進
書籍等紹介チラシを新刊発行時、または集会におい

て作成・配布します。
出版事業活動の進捗情報や各支部の取り組み情報を

共有できるようにします。
「読みたい見たい」はおすすめ書籍等の紹介と各月

の売り上げランキングを紹介するもので、今後も毎月
発行します。

６）自治体業務・政策研究委員会の取り組み
自治体で手話通訳者の正規職員雇用をする取り組み

を進めるため、2017年度にフォーラム「自治体手話通
訳者のしごと」を開催します。

また、手話言語条例や差別解消条例等の制定の取り
組みやその成果を共有するため、先進的な取り組みを
している自治体を訪問し機関誌『手話通訳問題研究』
やホームページに掲載します。自治体での聴覚障害者
関連施策等を進めるための「意思疎通支援事業に関す
るＱ＆Ａ」についても、内容を更新し自治体職員が業
務を進めるための分かりやすい情報発信を行います。

７）国際活動
①世界手話通訳者協会（WASLI）

2017年7月にパナマで開催予定の理事会に出席し、
世界各国との連携を深めます。また、2019年にパリで
開催される世界手話通訳者会議に向けて準備を進めま
す。
②アジアの仲間の支援

2017年は WFD 国際会議がヨーロッパで開催され、
WFD アジア会議は会議期間中に開かれます。アジア
からの参加国は多くないことと、短時間の会議となる
ことから、WASLI アジア会議の開催は予定していま
せん。アジアの国から支援要請があれば、支援内容な
ど検討します。
③情報の収集と発信

世界の手話手話通訳事情等の情報を会員に提供する
ため、WASLI 会報の翻訳版を引き続きホームページ
に掲載します。また、WASLI 理事メールによる情報

等も「e ～会報」や「全通研 NOW ‼」などで適宜掲
載できるよう検討し実行します。

機関誌『手話通訳問題研究』から抜粋し、国際部が
翻訳した英語版を WASLI 理事会等で配布し、全通研
の活動を海外に紹介します。また、『みんなが輝く未
来をめざして』パンフレットを英語に翻訳し、全通研
が行った全国調査を世界に紹介します。

（４）財政活動
「長期ビジョン2024」に基づいて、10年間の財政運

営を安定的に実施していくとともに、障害者差別解消
法の施行、障害者総合支援法の見直し、手話言語法や
障害者情報・コミュニケーション法の制定等に対応し
た運動を支える予算編成を行っています。

サマーフォーラム、全通研アカデミーなど学習機会
の提供や国際的に全通研をアピールする取り組み（「み
んなが輝く未来をめざして」の英語版を配布）、新会
員や次世代を担う会員が全通研活動に参加しやすい環
境づくり、雇用された手話通訳者の労働と健康につい
ての実態調査の結果を学習する学習会の開催、手話通
訳者の「こころとからだの健康推進員」養成研修（三
菱財団の助成金を申請中）などを重点施策として取り
組むこととしました。

また、一般会計と収益事業会計が共同で負担してい
る経費（按分経費）のうち人件費（職員管理事務費）
の負担方法を見直しました。

そのため、予算ベースでは剰余金を財源に充てる赤
字予算としています。予算の執行に当たっては、執行
率を90％以内に抑えるよう事業内容を精査して実施し、
経費の節減に努めていくこととします。

今後もこれまで積み上げてきた剰余金を活用して、
会費改定を行うことなく財政運営を行っていきます。

（これまで積み上げてきた剰余金の一部を別途積立金
〔特定資産〕として管理しています。）

長期的には、「全通研の未来を拓く委員会」の議論
を踏まえ、増加し続ける業務量に対応した事務所機能
の充実等を図るため、安定した財源の確保、収益事業
会計の健全化を検討します。
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３．2017年度事業計画（カレンダー）

年 月 日・曜日 行事 開催地

2017年

5 20日（土）～21日（日） 2017年度（通算第39回）代議員会 埼玉県伊奈町
6 24日（土） 全通研アカデミー～全通研学校Ⅲ～（北海道ブロック） 北海道札幌市

7
9日（日） 全通研アカデミー～全通研学校Ⅲ～（中国ブロック） 山口県下関市
23日（日） 手話通訳者の健康を守る研修会（九州ブロック） 鹿児島県鹿児島市
29日（土） 全通研アカデミー～全通研学校Ⅲ～（東海ブロック） 三重県津市

8 18日（金）～20日（日） 第50回全国手話通訳問題研究集会～サマーフォーラムinひろしま～ 広島県福山市
9 16日（土）～17日（日） こころとからだの健康普及員研修会 群馬県前橋市

10
8日（日）～9日（月・祝） 2017年度（通算第20回）支部長会議 兵庫県神戸市
20日（金） フォーラム「自治体手話通訳者のしごと」 大阪府岸和田市
28日（土） リーダー養成講座 秋田県秋田市

11
11日（土）～12日（日） 第26回けいわん患者の全国交流集会 山梨県笛吹市
26日（日） 手話通訳者の健康を守る研修会（北信越ブロック） 石川県

2018年 2
17日（土）～18日（日） 第３回N-Action合宿 東海ブロック
25日（日） 手話関係者の健康フォーラム2017 大阪府


