えんかく

遠隔要約筆記派遣について
名古屋市では 2021 年 4 月より遠隔要約筆記派遣の事業が始まった。
「遠隔要約筆記」とは、聴覚障害
のある方への情報保障のため、Zoom（アプリケーション）とインターネットを利用して遠隔地にいる要
約筆記者が入力した文字情報（要約筆記）を伝える方法。派遣のイメージは以下の図の通りになる。

図 2：ハイブリッド形式 （ 一例 ）

図 1：要約筆記者も利用者も全員在宅

図1、
2のように利用者と主催者がオンラインで参加する場合、
遠隔要約筆記派遣での対応となる。
他に利用者がオンラインと会場どちらにもいるハイブリッド形式もある。その場合は、要約筆記者が
会場に行く場合もある。主催と相談しながら、対応をしている。
※現在、遠隔要約筆記派遣は原則パソコン要約筆記で対応。

名古屋市の遠隔要約筆記派遣実績
2021 年 4 月から 2022 年１月末までの要約筆記派遣は 151 件(手書き要約筆記派遣も含む)。
その内、遠隔要約筆記派遣は 50 件で、全体の 33％であった。現在、遠隔要約筆記は３つの方法で
派遣しており、それぞれの件数は下記のとおり。
在宅対応
要約筆記者が通訳
業務を行う場所
派遣件数
１

要約筆記者の自宅

１６件

福祉センターで対応

会場ではなく、
全員福祉センター

２２件

ハイブリッドで対応
会場 （原則）

１２件

遠隔要約筆記の表示方法例
＜例 1＞
参加者と同様に Zoom に
入室し、1 画面に要約筆記
の文字を表示する方法。

司会／本日は、ご来場
ありがとうございます。
まもなく、講演会を始めま

参加者 1

す。

主催者

司会／本日は、ご来場

※参加者が多いほど、1 画面
が小さくなるため、要約筆
記も小さい画面で見ること
になる。ただし、主催の設
定によっては大きく見るこ
ともできる。

参加者 2

主催者

参加者 1

参加者 2

参加者 3

ありがとうございます。
まもなく、講演会を始めま
す。

＜例 2＞
Zoom の画面共有機能
を使用し、要約筆記の
文字を表示する方法。
個人での設定にもよる
が、図のように画面に
大きく表示される。
※参加者が多い場合、
右側に表示される人数
は増えるが、要約画面
は大きいまま表示。

遠隔要約筆記派遣の依頼方法と当日の流れ
＜依頼方法＞
・ホームページに掲載してある申込書を利用し、メール、FAX、郵送、来所のいずれかの方法でご
依頼を。申込書の要約筆記の方法の欄にある遠隔要約に○をつけて、当日連絡がつく連絡先を記
載する。
・音声情報は Zoom を使用して提供いただく。利用者（団体・個人）は、あらかじめ Zoom ミー
ティングをスケジュールし、事前に Zoom 情報を聴言センターに送る必要がある。

＜当日の流れ＞
①開始 1 時間前：要約筆記者は準備開始（この間に要約筆記者どうしで打合せもする。
）
②開始 30 分前：要約筆記者とブレイクアウトルームにて打ち合わせ（内容の確認など）
。
③終了後：Zoom を切る前に、要約筆記者と派遣の終了時間の確認。

※遠隔要約筆記派遣の詳しい情報は、聴言センターホームページをご確認ください。

２

2022 年度社会講座のご案内
～中途失聴者・難聴者対象の手話講座～
名古屋市内に在住の１８才以上の聴覚障害者の方対象の講座です。聴覚障害者の方で
身体障害者手帳を持っていない中途失聴者・難聴者の方も対象です。

「手話教室 ～初級～」
手話がまったく初めてという中途失聴者・難聴者対象
▶日 時：2022 年５月１４日（土） ～ 2023 年 3 月 11 日（土）
10：00 ～ 12：00 ※原則毎週土曜日 全 30 回
▶場 所：名身連福祉センター ３F 日常生活訓練室
▶定 員：６名
ひさこ
▶講 師：名古屋市認定手話通訳者 吉松 壽子 様
▶受講料：無料
▶テキスト代：１，５００円（税込）※テキストお持ちの方は不要
テキスト名「豊かなコミュニケーション～中途失聴者・難聴者の手話テキスト～」

「手話教室 ～中級～」
手話を１年以上学んでいる中途失聴者・難聴者対象
▶日 時：2022 年５月１４日（土） ～ 2023 年 3 月 11 日（土）
10：00 ～ 12：00 ※原則毎週土曜日 全 30 回
▶場 所：名身連福祉センター ４F ホール
▶定 員：２０名
▶講 師：名古屋市認定手話通訳者 佐々木 明美 様 ▶受講料：無料
▶テキスト代：１，５００円（税込）※テキストお持ちの方は不要
テキスト名「豊かなコミュニケーション～中途失聴者・難聴者の手話テキスト～」

「手話倶楽部」
手話の基本をマスターした中途失聴者・難聴者対象
▶日 時：2022 年５月１４日（土） ～ 2023 年 3 月 11 日（土）
13：30 ～ 15：３0
※原則毎月第２・第４土曜日（変則あり） 全１８回
▶場 所：名身連福祉センター ４F ホール
▶定 員：２０名
ひさこ
▶講 師：名古屋市認定手話通訳者 吉松 壽子 様
▶受講料：無料
～問合せ・申込先～
名身連聴覚言語障害者情報文化センター（水曜休館）

ＦＡＸ：（０５２）４１３－５８５３
TEL：（０５２）４１３－５８８５
Mail：chogen@meishinren.or.jp
ＨＰ：http://www.meishinren.or.jp/chogen/
※番号やアドレスを間違えないようお願いします

申込方法
下記の①～⑤を受講したい講座日の
１週間前までに申込先へご連絡下さい。
① 名前 ②住所 ③障害等級
④ 連絡先（FAX または e-mail アドレス）
⑤ 受講希望の講座名
３

2021 年度聴言ボランティア活動報告
2021 年度はコロナ禍におけるボランティア活動と
なり、活動の場を制限する中、感染対策をした上で多く
の方に活動のご協力をいただきました。利用者の皆様
はボランティアの方と楽しい時間を過ごすことができ
ました。2022 年度も可能な範囲で皆様にご協力いた
だけたらと思っております。今後ともよろしくお願い

2022 年度 社会講座のご案内
昨年度に引き続いて、楽しみながら、健康につい
て学ぶことができる健康講座を開催します。多くの
皆さまの申込お待ちしています。
※名古屋市内に在住の１８才以上の聴覚障害者の方
で、身体障害者手帳をお持ちの方対象の講座です
※申込方法は P３をご覧いただくか、またはホーム
ページをご覧ください。

いたします。
やくぜん

きこう

薬膳・ツボ・気功を取り入れた

件数

人数

16

43

社会講座

2

3

その他

4

7

５月７日（土）

呼吸法で気分もさわやか！

２２件

53名

６月４日（土）

梅雨を元気に過ごす体調管理

７月２日（土）

日焼け予防の薬膳食

手話体験講座
（ 名身連第二デイサービス）

合計

「健康講座」を下記のとおり開催します！
日程

～ 活動に協力いただいた方の感想 ～

講座名（仮）

８月２０日（土） 夏バテしない食べ物とツボ療法

手話体験講座ボランティアに参加して良かったことは、利用

場所 ： 名身連福祉センター ４F

者（名身連第二デイサービス）さんとのコミュニケーションや、

時間 ： 13：30 ～ 15：30

利用者さんの楽しそうな顔が見られる事です。社会講座で

定員 ： １５名

しゅんじ

は、要約筆記者の瞬時に読みやすい文字で書き出す技術、手

受講料 ： 無料

ちゅういやくぜんとくにんきょうじゅ

ちゅういこうふく

つづき

ま ひろ

講師 ： 中医薬膳特任 教 授 中医康復 都築 麻尋 氏

話通訳者の手話の置き換えの技術に関心し、とても勉強にな
ります。まだ始めたばかりで役に立っていませんがこのよう
な場を大切にしたいと思うので今後も続けていきたいと思
います。

みんなと耳の日プレ・コンサート
字幕とともにお届けする、古きよき日本の歌と「聞
しゃべ

く」のあれこれ、楽しくお喋り♪略して「みみコン」
むねつぐ

が 3 月 3 日（木）宗次ホールにて開催されました。
主にご利用者さんの見守りやお手伝いなどをしています。
多くの利用者の方と接したり、お話しができるので、毎回ボ
ランティアを楽しみにしています！

障害のある人と障害のない人が一緒に楽しめるコン
出や音声認識アプリ UD トークを活用したトーク字
幕、ヒアリングループも設置をする取り組みを通じ、

11月

12月

1月

件数

430

402

351

人数

490

459

413

件数

13

19

19

人数

38

54

58

件数

148

159

128

鶴舞公園にはお花見の時期、たくさんのキッチンカ

人数

161

164

123

ーが出店します。昨年は約７０店が出店したそうで

ﾋﾞﾃﾞｵ・DVD貸出

本数

0

0

0

す。感染対策をしっかりしたうえで、２０２２年の

中継サービス利用

件数

58

66

71

手話通訳者派遣
要約筆記者派遣
盲ろう通介員派遣

4

舞台やコンサートを楽しみたい！と思っている聴覚
サートにすることを目指してみえます。歌詞字幕の演

～ 派遣事業とライブラリー利用状況 ～
利用状況

歌、お話、構成までを担当された加藤恵利子さんは、

「～音楽は人と人とをつなぐ～もの」として今後も協
力を継続して行きたいと思います。

～ 編集後記 ～

春を楽しみましょう！

