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平成 27年度事業報告 

社会福祉法人神奈川聴覚障害者総合福祉協会は、指定管理者として神奈川県聴覚障害者

福祉センターの管理・運営を行うとともに、神奈川県の委託を受けての盲ろう者通訳・介

助員派遣事業等、聴覚障害（児）者のニーズに応じた事業や聴覚障害等についての理解を

深めるための事業を行った。 

また、神奈川県聴覚障害者福祉センター、川崎市聴覚障害者情報文化センターの指定管

理者に応募し、指定管理者に選定された。 

 

１ 理事会等の開催状況 

 理事会、評議員会、苦情解決委員会、監査等を実施した。 

（１）理事会（理事総数 10人） 

 回 開催日等 議  題  等 

第 55回 平成 27年 

5月 16日（土） 

出席者 10人 

 

第 1号議案 平成 26年度事業報告及び決算 

第 2号議案 平成 27年度補正予算 

第 3号議案 双方代理契約代理者の選任 

報告事項  神奈川県聴覚障害者福祉センター次期指定管

理者応募状況報告 

利用者満足度調査結果報告 

      苦情処理状況報告 

      職員体制現況 

今後の開催日程 

第 56回 平成 27年 

11月 21日（土） 

出席者 10人 

第 1号議案 評議員の選任 

報告事項  平成 27年度上半期事業報告 

      神奈川県聴覚障害者福祉センター次期指定管

理者決定 

      川崎市聴覚障害者情報文化センター次期指定

管理者応募状況 

      平成 28年度以降の組織体制 

      平成 28 年度以降の組織体制に係る諸規定変更

について 

      第 8回聴障センターまつり 

      今後の開催日程 
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第 57回 平成 28年 

1月 12日（火） 

出席者 10人 

第 1号議案 理事長の選任 

第 2号議案 定款の変更 

第 3号議案 定款の変更に係る諸規定の改正 

第 4号議案 平成 27年度補正予算 

報告事項  川崎市聴覚障害者情報文化センター次期指定

管理者応募結果 

      今後の開催日程 

第 58回 平成 28年 

3月 19日（土） 

出席者 9人 

第 1号議案 平成 28年度事業計画 

第 2号議案 平成 27年度補正予算 

第 3号議案 平成 28年度予算 

第 4号議案 川崎市聴覚障害者情報文化センター施設長 

第 5号議案 定款の変更に係る諸規定の改正 

第 6号議案 双方代理契約 

報告事項  平成 28年度体制 

      神奈川県監査結果 

      今後の開催日程 

 

（２）評議員会（評議員総数 23人） 

 回 開催日等 議  題  等 

第 43回 

 

平成 27年 

5月 16日（土） 

出席者 19人 

 

第 1号議案 平成 26年度事業報告及び決算 

第 2号議案 平成 27年度補正予算 

報告事項  神奈川県聴覚障害者福祉センター次期指定管理

者応募状況報告 

利用者満足度調査結果報告 

      苦情処理状況報告 

      職員体制現況 

今後の開催日程 

第 44回 平成 27年 

11月 21日（土） 

出席者 19人 

第 1号議案 理事の選任 

第 2号議案 監事の選任 

報告事項  平成 27年度上半期事業報告 

      神奈川県聴覚障害者福祉センター次期指定管理

者決定 

      川崎市聴覚障害者情報文化センター次期指定管

理者応募状況 

      平成 28年度以降の組織体制 

      平成28年度以降の組織体制に係る諸規定変更に
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ついて 

      第 8回聴障センターまつり 

      今後の開催日程 

第 45回 平成 28年 

1月 12日（火） 

出席者 19人 

第 1号議案 定款の変更 

第 2号議案 平成 27年度補正予算 

報告事項  川崎市聴覚障害者情報文化センター次期指定管

理者応募結果 

      今後の開催日程 

第 46回 平成 28年 

3月 19日（土） 

出席者 15人 

第 1号議案 平成 28年度事業計画 

第 2号議案 平成 27年度補正予算 

第 3号議案 平成 28年度予算 

第 4号議案 川崎市聴覚障害者情報文化センター施設長 

報告事項  平成 28年度体制 

      神奈川県監査結果 

今後の開催日程 

 

（３）監 査 

区 分 実施日等 内   容 

監事による監査 

（監事 2人） 

平成 27年 5月 1日（金） 

出席者 

 常務理事、他 3人 

平成 26年度事業報告及び決算等 

法人指導監査 

（藤沢市福祉総務

課 2人） 

平成 27年 9月 9日（水） 

出席者 

 常務理事、他 4人 

平成 26年度事業報告及び決算等 

財政支援団体等監

査 

（県監査事務局 

3人） 

平成27年11月10日（火） 

出席者 

 常務理事、県障害福祉

課職員、他 5人 

平成 26年度事業報告及び決算等 

 

（４）苦情解決委員会（委員総数 3人） 

開催日等 議  題  等 

平成 27年 4月 9日（木） 

出席者 委員 3人、 

    常務理事、他 3人 

平成 26年度の苦情処理状況説明及び意見交換 
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（５）神奈川県聴覚障害者福祉センターの運営に関する県障害福祉課との意見交換 

実 施 日 内     容 

平成 27年 7月 16日（木） 

出席者 県障害福祉課 3人 

常務理事、他 3人 

平成 27 年度神奈川県聴覚障害者福祉センターの管理運営及

び事業等 

平成 28年 3月 2日（水） 

出席者 県障害福祉課 2人 

    常務理事、他 3人 

平成 28 年度神奈川県聴覚障害者福祉センターの管理運営及

び委託事業等 

 

 

２ 所内会議等 

（１）所内会議  

会 議 名 回数 主な協議内容 

理事長会議 12回 課題検討、事業運営及び方向性など法人全体の運営等 

管理職会議 11回 法人全体の方向性、指定管理関連、課題の整理、対応の検討 

所長会議 12回 日常的な事業、運営について、情報共有、課題検討等 

本部事業課会議 12回 本部事業等の実施に関する情報共有及び課題検討等 

施設事業課会議 12回 指定管理事業等の実施に関する情報共有及び課題検討等 

総務課会議 12回 全体の事業実施状況及び運営等に関する課題検討等 

全体会議 12回 職員間での情報共有及び課題検討等 

 

（２）専門事業別会議 

会 議 名 回数 主な協議内容 

ケース会議 4回 相談、指導ケースの処遇、対応等についての協議検討 

手話通訳者・要約筆記者

派遣担当者会議 
6回 

手話通訳者、要約筆記者派遣等に共通する課題の検討及

び研修等の事業調整、情報共有、相互支援の調整等 

 

（３）所内委員会 

委 員 会 名 回数 主な協議内容 

広  報 10回 広報紙及びホームページの内容確認、検討、見直し等 

ＫＡＩＺＥＮ 5回 和式トイレ手すり取り付け、玄関 LED化等 

新規事業検討 1回 目的の確認、財源確保の検討、委員構成の検討等 

聴覚障害者ニーズ調査 7回 若者の難聴者のニーズからサロンの開催等 

災害対策強化 8回 聴覚障害者の災害対策における課題検討等 
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（４）職員専門部会 

委 員 会 名 回数 主な協議内容 

第 1部会 2回 業務改善等についての進捗状況の検証等 

第 2部会 3回 情報保障環境整備等についての進捗状況の検証等 

第 3部会 3回 経営・運営改善等についての進捗状況の検証等 

 

 

３ 指定管理者の応募、指定 

（１）神奈川県聴覚障害者福祉センターの指定管理 

  神奈川県聴覚障害者福祉センター指定管理にあたり、次のような経過を経て、平成 28

年度から、平成 32年度まで 5年間の指定管理者に指定された。 

実施日等 内   容 

平成 27年 1月 20日（火） 指定管理者募集要項配布開始 

平成 27年 2月 5日（木） 現地説明会[参加団体 1団体（当法人のみ）] 

平成 27年 3月 12日（木） 

      3月 23日（月） 
県立障害福祉関係施設指定管理者評価委員現地視察 

平成 27年 3月 19日（木） 指定管理者申請書提出（当法人） 

平成 27年 3月 20日（金） 指定管理者募集受付終了（応募団体当法人のみ） 

平成 27年 4月 16日（木） 県立障害福祉関係施設指定管理者評価委員会開催 

 ・プレゼンテーション等実施（当法人） 

 ・審 査 

※審査結果は後日、報告書として、行政改革推進本部へ提出 

平成 27年 5月 22日（金) 行政改革推進本部の開催（当法人を含む候補者選定） 

平成 27年 7月 13日（月） 県議会における「指定管理者の指定（当法人を含む）」議決 

平成 27年 7月 17日（金） 指定管理者指定書交付（当法人） 

平成 27年 7月 31日（金） 神奈川県公報指定管理者の指定の告示（当法人を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
神奈川県聴覚障害者福祉センター外観 
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（２）川崎市聴覚障害者情報文化センターの指定管理 

川崎市聴覚障害者情報文化センター指定管理にあたり、次のような経過を経て、平成

28年度から、平成 32年度まで 5年間の指定管理者に指定された。 

実施日等 内   容 

平成 27年 8月 28日（金） 指定管理者募集要項配布開始 

平成 27年 9月 25日（金） 指定管理者申請書提出（当法人） 

平成 27年 9月 28日（月） 指定管理者募集受付終了（応募団体当法人のみ） 

平成 27年 10月 29日（木） 指定管理者選定評価委員会開催 

 ・プレゼンテーション等実施（当法人） 

 ・審 査 

平成 27年 11月 12日（木) 選定結果の通知（当法人） 

平成 27年 12月 25日（金） 指定管理者の指定（当法人） 

平成 28年 4月（予定） 協定の締結 

 

 

４ 寄付等の受入れ 

 金銭、物品の寄付等を受け入れた。 

（１）件 数          23件 

（２）金 額      11,645,408円（物品は、相当額に換算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


