
Ⅰ　法人本部事業報告 （法人本部）

（１）理事会・評議員会の開催

５　評議員選任・解任委員会運営細則の一部改正について

６　評議員選任・解任委員会委員の選任について

報告事項　令和元年度事業報告

（２） 監査の実施

　

ハートピアかごしま

１　令和元年度事業報告について

令和２年度　事　業　報　告　書

区　分 期　　　日
出席
者数

場　所 決　　議　　事　　項

6月15日 書面開催 １　理事候補者（補充）の推薦について

２　令和元年度収支決算について

４　理事候補者（補充）の推薦について

７　評議員会の招集について

報告事項　会長及び常務理事の職務執行状況

5月25日 ６名

２　令和３年度事業計画について

３　令和３年度収支予算について

５　理事候補者（補充）の推薦について

６　評議員会の招集について

７　協会表彰規程の一部改正について

報告事項　会長及び常務理事の職務執行状況

６名 ハートピアかごしま

１　令和２年度第２次補正予算について

3月10日 ７名 ハートピアかごしま

3月30日 書面開催

１　令和２年度第２次補正予算について

6月22日 ９名 ハートピアかごしま

１　令和元年度計算書類及び財産目録の承認について

２　令和２年度第１次補正予算について

３　理事の補充選任について

令和３年５月１３日
南田監事
宮川監事

ハートピアかごしま　 令和２年度事業実績・収支決算

　　　期　　　　　日 出席者 場　　　　　　所 監　　　　査　　　　事　　　　項

１　常務理事の選定について

４　協会が運営する施設の長の任命について

８　諸規則等の一部改正について

３　令和２年度第1次補正予算について

理事会

3月24日
２　令和３年度事業計画について

３　令和３年度収支予算について

４　理事の補充選任について

評議員会



　県内の身体障害者及び一般県
民を対象に協会の活動状況や障
害者福祉に関する各種情報を提
供するため，広報誌「かんぎ」
を発行するとともに，ホーム
ページによる情報提供を行う。

（３）広報活動事業

事業概要事業名

障害者作品展示会

（４）障害者作品展示会

事業名 事業概要

　「障害者週間」（毎年12月３
日～９日）に合わせて開催され
る「あったか交流フェスタ」に
おいて，障害者が経験と技能を
活かして制作した作品を展示等
する。

※新型コロナウ
イルス感染症の
影響により中止

第65回日本身体障害者
福祉大会ひろしま大会

第14回九州身体障害者
グラウンドゴルフ大会

　
　日本身体障害者団体連合会及
び九州身体障害者団体連絡協議
会が主催する大会・研修会等に
参加し，今日的課題等を把握
し，協会活動に反映させる。

第5１回九州身体障害者
福祉大会
第２８回九州ブロック身体
障害者相談員研修会
（熊本大会）

　競技をとおして機能回復訓練
と体力の維持増強を図るととも
に，相互の親睦と交流等を深め
ることを目的に開催される九身
連主催の大会に，県大会の上位
入賞チームを派遣した。

第35回九州身体障害者
ゲートボール大会

広報活動事業

【配付先】
県内市町村・社
協・身障協会ほ
か

【発行】年２回
　　　8月・2月
【発行部数】
・通常版
  　　 　1,700部
・点字版　43部
・録音版　13部

場所

※新型コロナウ
イルス感染症の
影響により中止

※新型コロナウ
イルス感染症の
影響により中止

実施期間等 場所

備考

事業概要 実施期間等 場所 備考事業名

　JRの「ジパング倶楽部」の身体障
害者を対象とした特別会員の受付
業務を行う。

通年

備考

（５）日身連・九身連事業への参加

実施期間等

場所

 

ジパング倶楽部
特別会員制度

受付者数：58人

（６）ジパング倶楽部特別会員制度

事業名 事業概要 実施期間等

※新型コロナウ
イルス感染症の
影響により中止

備考

 

 



事　業　名 事　業　概　要 実施期間等 場　所

オストメイト社会適応訓
練事業

　オストメイト（人工肛
門・人工膀胱造設者）が、
ストーマリハビリテーショ
ンの基礎知識を習得し、社
会生活の機能を回復するた
めの情報交換会や相談会の
開催，ストマ用装具の使用
方法等について学ぶ講習会
などを行い社会復帰の促進
に努める。
＊実施主体
　日本オストミー協会鹿児
島県支部

・若いオストメイト交流会 12月13日 鹿児島市

・オストメイトと家族の集い 3回 鹿児島市

・九州ブロック会議への参加 11月3日 宮崎県

脊髄損傷者生活訓練
事業

　脊髄損傷者に対し，医学
的知識の研修及び補装具装
着訓練等、日常生活動作に
ついて訓練を実施し,健康
管理の向上を図る。

＊実施主体
　鹿児島県脊髄損傷者会

・第44回九州ブロック会議 10月16日 スカイプ会議

・九州ブロック定例研修会 3月5日 スカイプ会議

・広報誌の発行 年１回

リウマチ身体障害者生
活訓練事業

　患者同士がお互い助け合
い励まし合い，リウマチに
ついて正しい知識を持ち、
明るい療養生活を送ること
を目的とする。

＊実施主体
　日本リウマチ友の会鹿児島
支部

・「リウマチさんのおしゃべりの
部屋」の開催

月1回
鹿児島赤十
字病院他2ヶ
所

・医療講演会、相談会開催 3回 鹿児島市他

・広報誌の発行 年5回

音声機能障害者発声
訓練指導者養成事業

　喉頭の摘出により音声機
能を喪失した者に対しての
発声訓練や発生訓練に携わ
る指導者を養成する。
＊実施主体
　鹿児島県鶴鈴会

・発声訓練 通年 鹿大病院他

3人参加

54人参加

17人参加

2

計26回

980部作成

1

２　「障害者の明るいくらし」促進事業

3

備　考

4

延べ33人参加



事　業　名 事　業　概　要 実施期間等 場　所 備　考

身体障害者スポーツ振
興・強化事業

　各種身体障害者スポーツ
の競技力向上を図るととも
に、各種レクリエーション
スポーツを通じて、健康増
進、体力維持、社会参加推
進を図るため，競技別県大
会の開催や九州大会・全国
大会に選手を派遣する。

○ 競技別県大会の開催

①ボウリング大会 10月11日 鹿児島市 参加者数：１０人

②グラウンド・ゴルフ大会 11月6日 鹿児島市 参加者数：７３人

・アーチェリー大会 5月 ハートピア ＊大会中止

・ゲートボール大会 6月 鹿児島市 ＊大会中止

・視覚障害者卓球大会 7月 ハートピア ＊大会中止

・卓球大会 8月 ハートピア ＊大会中止

○ 九州大会派遣

①第20回全国障害者スポー
ツ大会グランドソフトボール競
技九州ブロック予選大会

5月 鹿児島県 ＊大会中止

②第20回全国障害者スポー
ツ大会聴覚障害者ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
競技九州地区予選会

5月 鹿児島県

③第57回全九州ろうあ者ス
ポーツ大会（ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ､ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ・バドミントン）

5月 大分県

④第20回全国障害者スポー
ツ大会車椅子バスケットボー
ル競技九州地区予選大会

6月 鹿児島県

⑤第41回九州障害者卓球選
手権大会

6月 沖縄県

⑥第45回九州身体障害者
アーチェリー選手権大会

6月 鹿児島県

⑦第14回九州身体障害者グ
ラウンドゴルフ大会

10月 福岡県

⑧第35回九州身体障害者
ゲートボール大会

10月 大分県

⑨第48回九州視覚障害者ＳＴ
Ｔ大会

11月 福岡市

⑩第31回全国ふうせんバレー
ボール大会

12月 北九州市

⑪第29回視覚障害者マラソン
宮崎大会

12月 宮崎県

○　全国大会派遣

①第12回国際クラス別パラ卓
球選手権大会 11月 大阪市

②日本電動車椅子サッカー選手
権大会2021 12月 静岡県

③日本電動車椅子サッカー選手
権大会2021 3月 京都市 ＊大会中止

※九州大会及び全国大会
は新型コロナウイルスの
影響により全て中止と
なった。

＊大会中止

＊大会中止

＊大会中止

＊大会中止

＊大会中止

＊大会中止

5

＊大会中止

＊大会中止

＊大会中止

＊大会中止

＊大会中止

＊大会中止



事　業　名 事　業　概　要 実施期間等 場　所 備　考

障害者スポーツ指導員
養成事業

　障害者の特性に応じたス
ポーツ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの指導者
を育成する。

・初級障がい者スポーツ指導
員養成講習会

10月24,25日
11月21,22日

ハートピア

10月25日 〃

11月21日 〃

「障害者110番」運営事
業

　障害者の権利擁護に係る相
談等に対応するため，常設の
相談窓口を設置し，内容に応
じて弁護士による専門相談を
行うなど障害者の福祉の増進
を図る。

・常設の相談窓口対応 通年 ハートピア

・弁護士相談
月1回

（第３水曜日）
〃

・障がい者スポーツ指導員
フォローアップ研修会 参加者数：２４人

相談件数：8件

参加者数：３４人

参加者数：２１人

7

相談件数：447件

6



事　業　名 事　業　概　要 実施期間等 場　所

障害者福祉活動推進
事業
（障害者社会参加推進
センター運営事業）

　身体、知的、精神３障害者団
体が連携して，障害者の多様
な要望を的確に把握し，障害
者の自立と社会参加を推進す
るため意見交換等を行うととも
に，障害及び障害者への理解
促進に努める。

・障害者社会参加推進協議会
の開催

9月4日 ハートピアか
ごしま

・障害者及び障害者スポーツ
等に関する講話

2回 県内学校等

4回 県内教育機
関等

事　業　名 事　業　概　要 実施期間等 場　所

障害者福祉団体活動
費助成事業

・身体障害者福祉向上のため
に実施する経費について県か
ら助成を受けるとともに，障害
者団体の活動を支援する。

通年

・地域団体活動推進事業
　地域の身体障害者福祉協会
等が行うスポーツ大会等の経
費に対し助成する。

５　手話通訳者設置事業

事　業　名 事　業　概　要 実施期間等 場　所

手話通訳者設置事業
　聴覚障害者等に対応するた
め，手話通訳者を県庁に配置

通年 障害者支援室

事　業　名 事　業　概　要 実施期間等 場　所

全国障害者スポーツ大
会派遣事業

　全国障害者スポーツ大会に
鹿児島県選手団を派遣する。 ※「第20回全国障害者ス

ポーツ大会かごしま大会」が
新型コロナウイルスの影響に
より中止

６　全国障害者スポーツ大会派遣事業

３　障害者福祉活動推進事業（障害者社会参加推進センター運営事業）

備　考

・参加者数：委員１３人

４　障害者福祉団体活動費助成事業

・全県団体活動推進事業
　身体障害者協会連合会、視
覚障害者団体連合会、聴覚障
害者協会の3団体が行う事業
及び県身体障害者相談員協
議会が開催する研修会に対し
助成する。

・助成団体
　視覚連及び聴協の2団
体に助成。
※他団体は、新型コロナ
ウイルスの影響により大
会等を中止

・１名配置
・手話通訳件数：293件

備　考

備　考

備　考

・助成団体
　１１団体のうち２団体に
助成。
※他団体は、新型コロナ
ウイルスの影響により大
会等を中止



７　県障害者保健福祉大会

事　業　名 事　業　概　要 実施期間等 場　所

県障害者保健福祉大
会

　県内の障害者及び関係者が
一堂に会し，功労者の表彰な
ど障害や障害者に対する県民
の理解と認識をより一層深める
ことを目的に３障害者合同の大
会を開催する。

11月12日
鹿児島県民
交流センター

事　業　名 事　業　概　要 実施期間等 場　所

障害者ITサポートセン
ター運営事業

・ITコーディネーターが，パソコ
ンやスマートフォン操作等に関
する各種相談に応じる。

・毎月第1・3
木曜日

・ハートピアか
ごしま

・在宅の重度身体障害者に対
しては，ボランティアや職員を
派遣して相談に応じる。

・相談日；随
時

・相談者の自
宅

１人（訪問件数：１件）

事　業　名 事　業　概　要 実施期間等 場　所

情報サポート事業
　県や団体等が発行する広報
誌等の点字版・録音版及びビ
デオの聴覚障害者向け字幕を
受託制作する。

・点字印刷物作成受託 通年

・かごしま県議会だより（点字
版・音声版）の制作配布受託

年２回
（5月，12月）

・県政かわら版（点字版・音声
版）の制作配布受託

年６回
（4，6，8，10，
12，2月）

９　情報サポート事業（自主事業）

備　考

・参加者
　障害者，障害者団体，
　関係機関等
・参加者数：229人

備　考

備　考

点字資料、点字名刺

・点字版　60部
・音声版　60本
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載用音声
ﾌｧｲﾙ作成

・点字版　280部
・音声版　230本
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載用音声
ﾌｧｲﾙ作成

1４人（延べ7９件）

８　ITサポートセンター運営事業



Ⅱ　障害者自立交流センター事業報告

　１　障害者自立交流センター管理運営事業

事　　業　　概　　要 実施期間等 場　所

自立交流センター 　県からの指定管理業務として，施設 令和２年度利用者数

施設の管理・運営 の利用許可，利用料徴収等管理業務及 通　年 　５８，４６３人

び総合受付・プール監視・運動療法訓 　内訳は【別紙１】のとおり

練等の業務を行う。

スポーツボラン 　障害者スポーツの振興に寄与するス

ティア養成事 ポーツボランティアの養成及びボラン ハートピアかごしま

業 ティア活動の円滑な推進を図るため，

研修等を実施する。

　　・スポーツボランティア養成講座 １月２４日 修了者 １１ 名

　　・スポーツボランティア研修 ３月　６日 修了者 ３６ 名

職員等研修  　職員の資質向上を図るため，各種研修

事業 会等への参加，職員の資格取得の支援

及び職員研修会を開催する。

　　・水泳コーチ研修会 １０月１９日 リモート参加 １ 人

　　・障害者スポーツ指導員（初級：前期） １０月２４日～２５日 ハートピアかごしま 参加者 ４ 人

　　・障害者スポーツ指導員（初級：後期） １１月２１日～２２日 ハートピアかごしま 参加者 ３ 人

　　・全国障害者スポーツセンター協議会 １２月８日～９日 リモート参加 １ 人

　　・職員研修 年６回 ハートピアかごしま 参加者 ３０ 人

　 障害者のスポーツや文化活動等に関す ・年報発行

情報提供事業 る情報を提供し，障害者の社会参加を支 通　年 ・広報誌発行

援する。 ・利用カレンダー作成

・ホームページの活用

自立交流セン 　センターの運営に利用者の意見を反

ター運営協議 映させ，円滑かつ効果的な運営を図
会 る。

　 障害者と県民との交流等を図るため，

あったか交流 交流センターの自主事業として障害者週

　　フェスタの開催　 間に合わせて開催する。

 　スポーツ教室受講修了者等で組織され

スポーツ大会開催 た自主グループの活動を支援するため， ハートピアかごしま

事業 各種スポーツ大会を開催し，障害者スポー

ツの振興を図る。

　　・水泳大会 １１月２９日 参加者数 ３５ 人

　　・バドミントン大会 １月３１日 参加者数 ４９ 人
　　・ボッチャ大会 ※新型コロナウ

イルスの影響に
より中止

 　年間を通してスポーツ教室を開催し，体 ハートピアかごしま
力の維持増進，機能回復，スポーツの振
興を図る。
　　《水泳教室Ⅰ》　・初級者（６回） ９月～１０月 　受講者数延べ ２４ 人

　鹿児島県の指定管理者として施設の適正な管理運営に努めるとともに，障害者のスポーツ・レクリ
エーション及び文化活動を支援し，障害者の社会参加の促進と障害者スポーツの振興に努めた。

備　考

自
立
交
流
セ
ン
タ
ー

運
営
事
業

事　業　名

※新型コロナウ
イルスの影響に
より中止

※新型コロナウ
イルスの影響に
より中止

スポーツ教室



　　　　　　　　　　　　・中級者（６回） ９月～１０月 　受講者数延べ ２４ 人
　　　　　　　　　　　　・ウオーキング（６回） ９月～１０月 　受講者数延べ ３９ 人
　　　　　　　　　　　　・ワンポイント（２回） ９月 　受講者数延べ ８ 人
　　《水泳教室Ⅱ》　・初心者Ａ（６回） １１月～１２月 　受講者数延べ ３０ 人
　　　　　　　　　　　　・初心者Ｂ（６回） １１月～１２月 　受講者数延べ １５ 人
　　　　　　　　　　　　・中級者（６回） １１月～１２月 　受講者数延べ ３７ 人
　　　　　　　　　　　　・ワンポイント（２回） １１月～１２月 　受講者数延べ １２ 人
　　・卓球教室（５回） ７月～　９月 　受講者数延べ ６２ 人
　　・バスケットボール教室（４回） ８月～１１月 　受講者数延べ ５２ 人
　　・バドミントン教室（４回） ８月～１１月 　受講者数延べ ６４ 人
　　・ボッチャ教室（４回） ８月～１２月 　受講者数延べ ４５ 人
　　・車いすテニス教室（４回） ８月～１２月 　受講者数延べ ３９ 人
　　・健康体操教室（６回） ８月～　１月 　受講者数延べ ４９ 人
　　・エンジョイスポーツ教室（４回） １１月～　２月 　受講者数延べ ６４ 人

計　９教室 計 ５６４ 人

　当センターで受講が困難な遠隔地の障
害者を対象に，健康づくりと障害者スポー
ツの振興を図る。

　　・鹿児島市犬迫町松元地区 １月１５日
育成センター
　　　　　コスモス

受講者数 ４０ 人

　　※他の地区での開催は新型コロナウイルスの影響により中止

　年間を通して文化教室を開催し，
趣味や娯楽によるコミュニケーション ハートピアかごしま
の場を提供し，生涯学習の一助となる
文化的活動を支援する。
　　・大人かわいい雑貨作り教室（４回） ８月～　２月 　受講者数延べ １４ 人
　　・絵手紙教室（４回） ８月～１１月 　受講者数延べ １８ 人
　　・ネイルビギナー教室（４回） ８月～１２月 　受講者数延べ ２４ 人
　　・押し花アート教室（４回） ８月～１２月 　受講者数延べ ２１ 人
　　・季節の生け花教室（４回） ９月～１２月 　受講者数延べ ６ 人
　　・基本の調味料アレンジ教室（４回） ９月～　１月 　受講者数延べ １６ 人
　　・和菓子教室（４回） ９月～　１月 　受講者数延べ １３ 人
　　・楽しい陶芸教室（４回） ９月～　１月 　受講者数延べ ２９ 人
　　・手芸教室（４回） ９月～　１月 　受講者数延べ ２８ 人
　　・おしゃれカフェ教室（４回） ９月～　１月 　受講者数延べ ４０ 人

計　１０教室 計 ２０９ 人

　　・親子　わくわくクッキング教室 ８月２２日 ハートピアかごしま 受講者数 ３ 人
　　・親子　陶芸教室 １２月２０日 〃 受講者数 ９ 人
　　・親子　ケーキ作り教室 ２月２０日 〃 受講者数 ７ 人

計 １９ 人

 　文化教室受講者等が製作した作品を展
示して，日頃の成果を発表する場を提供し， １２月～１月 ハートピアかごしま 出展者数 １４ 人
障害者の社会参加を促進する。 （１階廊下に展示）

文化教室
　　親子教室

文化教室
　　作品展示会

地域交流スポーツ
教室

文化教室



Ⅲ　視聴覚障害者情報センター事業報告

　１　鹿児島県視聴覚障害者情報センター管理運営事業

　 鹿児島県の指定管理者として，施設の適正な管理運営に努めるとともに，視聴覚障害者の生活・

　福祉と文化の向上を図るため、視聴覚障害者に対する情報提供事業を積極的に推進した。

事　業　概　要 実施期間等 場　所

製  作 通年
受入ﾀｲﾄﾙ数
 点字図書
 録音（ｶｾｯﾄ）
 音声デイジー
（CD)

(自館製作）
340ﾀｲﾄﾙ（284）
 48ﾀｲﾄﾙ（48）
105ﾀｲﾄﾙ（46）

合成音デイ
ジー（ CD）

381ﾀｲﾄﾙ(279)

マルチメディア
デイジー(ＣＤ）

　18ﾀｲﾄﾙ(0)

貸　出 通年

貸出数
　点字図書
　録音（ﾃｰﾌﾟ）
　録音(CD)

  2,878ﾀｲﾄﾙ
  2,936ﾀｲﾄﾙ
20,785ﾀｲﾄﾙ

養　成 通年

・ 点訳奉仕員養成講習会
　　　　　　　　　　　　（2.5年カリキュラム）
　

点訳

・ 音訳奉仕員養成講習会
　　　　　　　　　　　　（2年カリキュラム）

音訳

広　報 　毎月発行
 墨字版
 墨字拡大版
 点字版
 Ｌ点字版
 テープ版
 メール版
 CD版

4,880部
  820部
1,559部
    22部
1,028部
1,581部
1,231部

機器整備

視覚障害者情
報提供システ
ム

通年

制　作 通年

貸　出 通年

広　報 年４回
 郵送等
  メール

1,229部
   113部

聴覚関係各種
事業

・ 手話通訳者試験事前対策講座 通年 ハートピアかごしま

情報センターだより（聴覚版）を発行した。
　・配布先：利用登録者及び関係団体等

　点字図書・資料及び録音図書・資料の
貸出、閲覧を行った。

視
　
　
　
覚
　
　
　
部
　
　
　
門

　点字図書・資料及び録音図書・資料（録
音編集・デイジー編集）を製作等を行っ
た。

　
　図書製作や講習会等で必要な機器を整
備した。

　「サピエ図書館」を利用し、点字・音声
データ及び書誌の登録、相互貸借、複製
受入など利用者への情報提供を行った。

・貸出数
　 テープ   1タイトル
　 DVD　 1,052タイトル
・YouTube再生回数： 14,178

　点字図書・録音図書の製作に携わる点
訳奉仕員・音声訳奉仕員の養成を行っ
た。

 ・点字製版機基盤一式
　　　　　　（県整備分）
 ・ビデオスイッチャー

 12回（うち通信5回（5カ月））
　　　　　　 7人（延べ61人）

  13回　   3人（延べ38人）

事　業　名

　字幕入りビデオテープ、DVDの貸出・閲
覧を行った。

備　考

　視覚障害者への情報提供として機関紙
「情報センターだより」を製作、発行した。

  ・配布先：利用登録者及び奉仕員等

　聴覚障害者に役立つ情報やイベント等
を案内するための字幕や手話入りビデオ
テープ、DVDを制作した。

・自主制作
　「あいかごしま」 6本
・ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ受入数
 ＤＶＤ 71タイトル（うち自館
　　　　　　　　　　制作32ﾀｲﾄﾙ）

サピエ図書館への登録件数
　点字データ 　      334タイトル
　録音（テープ）　     51タイトル
　録音（ＣＤ）　         49タイトル
テキストデイジー　　293タイトル
  ｵﾝﾗｲﾝﾘｸｴｽﾄ送信　3,197回

　
　
　
　
　
　
　
　
聴
　
覚
　
部
　
門

 4回　 18人（延べ74人）



・ 聴覚障害者手話講習会
　　（手話を学ぼう） 通年 〃

・ 聴覚障害者情報・交流講座 ※中止 〃

・ 手話通訳者等研修講座
　　（通訳技術をみがこう）

通年 〃

・ 手話通訳者等研修講座（出張講座） 通年 霧島市
いちき串木野市

鹿屋市

・ 情報センター運営協議会の開催 １月 ハートピアかごしま

　情報センターの第４期指定管理事業に
ついて，視覚・聴覚関係団体と意見交換
等を行った。

・ プライベート点訳・音訳対応 通年 〃

・ 夏休み　一日聴覚障害・手話教室 ※中止

・ 夏休み　こどもと先生の一日点字教室 ７月 〃

・ 小中学校の総合的な学習対応 通年

・
九州視覚障害者情報提供施設協議会
理事会

4月、9月 福岡県、熊本県

・ 全視情協新任管理者研修会 6月 東京都  0人

・ 全聴情協総会及び全聴情協施設大会 6月 長野県  1人

・
聴覚障害者向けソフト制作担当職員研
修

11月 岩手県

・ 全聴情協九州ブロック研修会 12月 北九州市  2人

 9回  10人（延べ 47人）

 9回　 9人（延べ 42人）

10回　8人（延べ 53人）

 3回　12人（延べ 18人）

その他管理運営
業務

 点訳 28人（延べ 72人）
 音訳　8人（延べ 20人）

 １回 　 6人

　
　
　
　
　
　
　
　
聴
　
覚
　
部
　
門

 9回 102人（延べ 142人）

 講師派遣　　　　　  2校

 点字資料等貸出　 2校

研修会等への参加  1人、１人　　（Ｗｅｂ）

 １人



２　障害者の明るいくらし促進事業

事　業　概　要 実施期間等 場　所

・ スポーツ体験会 4月 鹿児島市

・ フラワーアレンジメント 7月 鹿児島市

・ 川辺・知覧の歴史を学ぶ 11月 南九州市  29人

・ 調理実習 12月 鹿児島市

・ 中途失明者生活訓練 通年 県内各地  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
 歩 行
 日常
 その他
 相談

 53件
 44件
   6件
 62件
269件

・ 鹿児島ロービジョンフォーラム 11月 Ｗｅｂ

・
視覚障害リハビリテーション研究発表大
会

7月 Ｗｅｂ

・ 日本ロービジョン学会 7月 Ｗｅｂ

・ ポイントマスター！ロービジョンケア外来
ノート行間セミナー

通年 Ｗｅｂ

・ 心の健康講座　「チャレンジドヨガ」 通年 ハートピアかごしま

・ 心の健康講座「マスクづくり」 5月 〃

・ 手話言語条例の今後の取り組みについ
て

3月 ハートピアかごしま

・ 骨粗鬆症について １月 〃  15人

・ 点訳奉仕員フォローアップ講習 通年 ハートピアかごしま

・ 点訳奉仕員研修会 通年 〃

・ 音訳奉仕員研修 通年 ハートピアかごしま

・ 音訳フォローアップ講習 〃 〃

・ デイジー編集講習 通年 ハートピアかごしま

・ デイジー編集フォローアップ講習 〃 〃

10回　7人（延べ15人）

　デジタル編集（音声デイジー、テキストデ
イジー、マルチメディアデイジー）のできる
奉仕員の養成を行った。

 16人（自宅：14人）

 　5回　2人（延べ7人）
　　　　　　　（個別対応）

　コミュニケーション手段に著しい障害を
有する聴覚障害者に対し、社会生活に必
要な知識等に関する講習会・研修会を
行った。

 12回　4人（延べ38人）

　点訳奉仕員指導者の研修と活動中の奉
仕員の技術を高めるための研修を行っ
た。

 8回35人（延べ66人）

 7回　30人（延べ149人）

　音訳奉仕員指導者の研修と活動中の奉
仕員の技術を高めるための研修を行っ
た。

 7回　41人（延べ197人）

 18人

 18人

　疾病・事故等により中途視覚障害者に
なった人に対し、将来の生活の方途を見
出すために必要な相談・助言・指導及び
社会復帰を図るための基礎的生活訓練等
を行った。

 18回　延べ36人

 2人

事　業　名 備　考

　視覚障害者に対し、日常生活に必要な
生活訓練指導を行った。

①視覚障害者生
活訓練事業

 28人

②中途失明者緊
急生活訓練事業

③聴覚障害者生
活訓練事業

④点訳奉仕員研
修事業

⑤音訳奉仕員研
修事業

⑥デイジー編集奉
仕員養成事業



事　業　概　要 実施期間等 場　所

・ 手話通訳者養成講座（通訳Ⅲ） 通年 垂水市

・ 　　　　　　〃　　　　　　（通訳Ⅰ） 通年 ハートピアかごしま

・ 手話通訳者登録試験
　　（手話通訳者全国統一試験）

12月 〃

・ 手話通訳者養成指導者研修 3月 奄美市

・ 要約筆記者養成講習会 通年 ハートピアかごしま

・ 要約筆記者等研修 通年 〃

・ 要約筆記者試験対策学習会 1月、2月 〃

・ 全国統一要約筆記者認定試験 2月 〃

・ 字幕制作ボランティア養成講習会
　　　　　　　　　　（ステップアップ）

通年 ハートピアかごしま

・ 盲ろう者通訳・介助員養成講習会 2月～3月

〃

徳之島町

奄美市

３　盲ろう者通訳・介助員派遣事業

事　業　概　要 実施期間等 場　所

・ 盲ろう者通訳・介助員の派遣 通年 県内外  ・派遣件数
 ・活動時間

30件
89時間

 10回　　4人（延べ36人）

 6回　4人（延べ24人）

 5回　21人（延べ105人）

　視覚機能と聴覚機能に障害を併せ持つ
盲ろう者のコミュニケーション及び移動等
の支援を行い、自立と社会参加の促進を
図るため、登録盲ろう者通訳・介助員の派
遣を行った。

備　考

 21回  20人(延べ336人)

 受験者数　20人

　映像に字幕を挿入する字幕制作ボラン
ティアの養成を行った。

 4回　23人（延べ23人）

 受験者数　46人

 2回　13人（延べ26人）

備　考

 30回　6人（延べ146人）

 1回　13人

　手話によるコミュニケーションの困難な中
途失聴者・難聴者が、意思の疎通を円滑
にして積極的な社会参加を図るため必要
な要約筆記者の養成・研修を行った。

　盲ろう者の自立と社会参加の促進を図る
ため，盲ろう者のコミュニケーション及び移
動等の支援を行う通訳介助員の養成・研
修を行った。

　手話通訳者を養成するための講習会を
開催した。
　また、手話通訳者試験を行った。

 14回　9人（延べ115人）

事　業　名

盲ろう者通訳・介
助員派遣事業

⑦手話通訳者養
成・登録試験事業

事　業　名

　手話通訳者養成指導者及び指導者を目
指す者に対し高度な知識と指導技術の習
得を図るための研修を行った。

⑧手話通訳者養
成指導者研修事
業

⑨要約筆記者養
成研修事業

⑩字幕制作ボラン
ティア養成研修事
業

⑪盲ろう者通訳・
介助員養成研修
事業



４　広域派遣事業（手話通訳・要約筆記）

事　業　概　要 実施期間等 場　所

・ 手話通訳者の派遣 通年 県内外  ・派遣件数
 ・活動時間

　104件
　190時間

・ 要約筆記者の派遣 通年 県内外  ・派遣件数
 ・活動時間

  3件
  28時間

５　情報支援ボランティア養成事業

事　業　概　要 実施期間等 場　所

・ リーダー会議の開催（1回） ９月 県民交流センター

６　遠隔手話サービス提供体制整備事業

事　業　概　要 実施期間等 場　所

運用開始
R2年9月2日

・ タブレット端末の整備（３０台）

・ 聴覚障害者向けのパンフレット・チラシ等
の作成・配布 ・市町村（26台）

７　重度障害者情報アクセス訓練事業（自主事業）

事　業　概　要 実施期間等 場　所

・ パソコン等サポート 通年 鹿児島市，指
宿市，姶良市，
霧島市，和泊
町

 29回

鹿児島市(7)，薩摩川内
市(2)，日置市(3)，志布
志市(3)，出水市，垂水
市，霧島市，いちき串木
野市，伊佐市，姶良市，
長島町，湧水町，中種
子町，南種子町，与論
町（各１）

重度障害者情報ア
クセス訓練事業

備　考

　本県で開催される燃ゆる感動かごし
ま国体・かごしま大会に参加する聴覚
障害者に情報提供を行う情報支援ボラ
ンティアに対して研修を実施した。

備　考

　視覚障害者にパソコン等の情報機器･生
活用具等の紹介をするとともに、それらの
機器の利用ができるように指導した。

事　業　名

情報支援ボラン
ティア養成事業

事　業　名

事　業　名 備　考

遠隔手話サービス
提供体制整備事
業

　聴覚障害者が新型コロナウイルス感
染症に係る病院受診等する場合や災害
時（避難発生時）における支援が必要
な際に，スマートフォンやタブレット
端末を活用した遠隔での手話通訳サー
ビスの提供体制を整備した。

・熊毛・大島支庁
　（各１台）

○養成者数計；604人
　　（※令和元年度末）
　・手話通訳者；466人
　・要約筆記者；138人

○タブレット端末の貸出
　　（２８台）

備　考

　複数市町村の住民が参加する障害者団
体等の会議等、市町村での対応が困難な
派遣等に手話通訳者・要約筆記者を派遣
した。

広域派遣事業（手
話通訳・要約筆
記）

事　業　名



８　手話通訳者等・要約筆記奉仕員派遣及び健康診断実施事業（自主事業）

事　業　概　要 実施期間等 場　所

・ 通年 県内各地
区分

派遣
人数

個人 431人

一般 56件 150人

身障 21件 33人

県外、その他

・ 県議会インターネット配信 通年 37件

・ 通年 県内各地
区分

派遣
人数

個人 21件 24人

一般 6件

身障 20件

・ 手話通訳者及び要約筆記者等頸肩腕
健康診断

2月 鹿児島市

９　同行援護従業者養成研修事業（自主事業）

事　業　概　要 実施期間等 場　所

2月～3月

3月

徳之島町

奄美市

１０　技術活用事業（自主事業）

事　業　概　要 実施期間等 場　所

通　年

・ 県政かわら版　（6回）

・県議会だより（2回）

・かんぎ　（2回）

・ありば　（2回）

・後期高齢者医療制度パンフレット

・県知事選挙，県議会議員補欠選挙

・鹿児島県第６期障害者福祉計画

・
筑波技術大学（点字ディスプレイと
テキストデイジー研究補助）

・ ＣＳ放送番組制作

　地方の手話

　つつうらうら

事　業　名 備　考

技術活用事業

　視聴覚障害者の生活に必要な情報を
提供するため，官公庁や団体等が発行
する点訳・音訳、字幕入りＤＶＤなど
の制作を受託した。

派遣人数：172人

 9人

事　業　名 備　考

同行援護従業者
養成研修事業

　視覚障害者の移動支援及び外出先で
の情報提供，代筆・代読を行う同行援
護従業者を養成する。

 6回　　3人（延べ18人）

 2回　１５人（延べ30人）

団体

　　　　　　　　　　　　　15件
　　　　　　派遣人数：15人

要約筆記者等の派遣コーディネート
　○登録筆記者等数：41人
　　　（令和3年3月31日現在）

件　　数

団体 51人

事　業　名 備　考

手話通訳者等・要
約筆記者等派遣
及び健康診断実
施事業

　市町村や団体からの依頼を受けて、
登録手話通訳者や要約筆記者等の派遣
コーディネートを行った。
　また、手話通訳者等の職業病ともい
える頸肩腕障害の早期発見のため健康
診断を実施した。

・地域支援事業委託契約
　　　　　　　　　13市6町

手話通訳者等の派遣コーディネート
　○登録通訳者等数：114人
　　　(令和3年3月31日現在）

件　　数

430件



 

 

 

 

 

事業報告の附属明細書 

 
令和２年度事業報告の内容を補足する重要な事項がないため，事業報告の附

属明細書は作成していません。 

 

 

 

 

 

                     社会福祉法人 

鹿児島県身体障害者福祉協会 

                       会 長  藤 田  満 

 

 

 

 

 

 


