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平成 28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、川崎市聴覚障害者情報文化センターの管理・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、社会福祉法改正への対応のため委員会等の実施及び定款等の改正を行うとともに、

遠隔手話通訳サービス事業委託へ応募し、決定した。 

 

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 59回 平成 28年 

5月 21日（土） 

出席者  9人 

 

第 1号議案 平成 27年度事業報告及び決算 

第 2号議案 理事の選任 

第 3号議案 社会福祉法改正への対応及び委員会 

報告事項  利用者満足度調査結果報告 

      平成 27年度苦情処理状況報告 

      平成 27 年度川崎市聴覚障害者情報文化センタ

ー事業報告 

      職員専門部会報告 

今後の開催日程 

第 60回 平成 28年 

12月 13日（火） 

出席者 10人 

第 1号議案 定款変更 

第 2号議案 評議員選任・解任委員会細則制定 

報告事項  今後の開催日程 

第 61回 平成 29年 

2月 28日（火） 

出席者  9人 

第 1号議案 評議員候補者の選任 

第 2号議案 評議員選任・解任委員の選任 

第 3号議案 神奈川県聴覚障害者福祉センター施設長の解任 

第 4号議案 神奈川県聴覚障害者福祉センター施設長の選任 

第 5号議案 常務理事の選任 

第 6号議案 遠隔手話通訳サービスへの応募 

報告事項  今後の開催日程 
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第 62回 平成 29年 

3月 18日（土） 

出席者  9人 

第 1号議案 平成 28年度補正予算 

第 2号議案 平成 29年度事業計画 

第 3号議案 平成 29年度予算 

第 4号議案 定款施行細則及び理事長報酬規程の改正 

報告事項  評議員選任・解任委員選任及び委員会実施報告 

      評議員選任報告 

      神奈川県聴覚障害者福祉センター施設長選任報告 

常務理事選任報告 

遠隔手話通訳サービス応募報告 

苦情解決委員選任報告 

 

（２）評議員会（評議員総数 23人） 

 回 開催日等 議  題  等 

第 47回 

 

平成 28年 

5月 21日（土） 

出席者 22人 

 

第 1号議案 平成 27年度事業報告及び決算 

第 2号議案 理事の選任 

第 3号議案 社会福祉法改正への対応及び委員会 

報告事項  利用者満足度調査結果報告 

      平成 27年度苦情処理状況報告 

      平成27年度川崎市聴覚障害者情報文化センター

事業報告 

      職員専門部会報告 

今後の開催日程 

第 48回 平成 28年 

12月 13日（火） 

出席者 19人 

第 1号議案 定款変更 

第 2号議案 評議員選任・解任委員会細則制定 

報告事項  今後の開催日程 

第 49回 平成 29年 

3月 18日（土） 

出席者 19人 

第 1号議案 平成 28年度補正予算 

第 2号議案 平成 29年度事業計画 

第 3号議案 平成 29年度予算 

第 4号議案 定款施行細則及び理事長報酬規程の改正 

報告事項  評議員選任・解任委員選任及び委員会実施報告 

      評議員選任報告 

      神奈川県聴覚障害者福祉センター施設長選任報告 

常務理事選任報告 

遠隔手話通訳サービス応募報告 

苦情解決委員選任報告 
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（３）評議員選任・解任委員会 

開催日等 議 題 等 

平成 29年 3月 11日（土） 

出席者 委員 3人、 

常務理事、他 1人 

第 1号議案 評議員の選任 

外部委員 中川 辰雄（国立大学法人横浜国立大学教授） 

監事委員 遠藤 良明（税理士） 

職員委員 福満 計之（神奈川県聴覚障害者福祉センター 

総務課管理係長） 

 

（４）監 査 

区 分 実施日等 内   容 

監事による監査 

（監事 2人） 

平成 28年 5月 10日（火） 

出席者  

常務理事、他 2人 

平成 27年度事業報告及び決算等 

法人指導監査 

（県地域福祉課 

2人） 

平成 28年 7月 15日（金） 

出席者 

 常務理事、他 3人 

平成 27年度事業報告及び決算等 

 

（５）苦情解決委員会（委員総数 3人） 

開催日等 議  題  等 

平成 28年 4月 21日（木） 

出席者 委員 3人、 

    常務理事、他 2人 

平成 27年度の苦情処理状況説明及び意見交換 

 

（６）社会福祉制度改革検討委員会等（委員総数 6人） 

開催日等 議 題 等 

平成 28年 6月 16日（木） 

出席者 委員 6人 

・委員長の選任、副委員長の指名 

・改正社会福祉法の概要 

・今後の検討課題の整理 

平成 28年 9月 10日（木） 

出席者 委員 6人 

・社会福祉法人制度改革の動き 

・定款変更に向けた課題 

・学習会について 

平成 28年 10月 8日（土） 

参加者  37人 

・学習会 

 「社会福祉法人改革の概要とポイント」 

～現状の整理と今後の展望～ 
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平成 28年 11月 26日（土） 

出席者 委員 6人 

・定款変更案 

・評議員選任・解任委員会 

 

（７）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 28年 6月 28日（火） 

出席者 県障害福祉課 3人 

常務理事、他 2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

び事業等 

平成 28年 10月 13日（水） 

出席者 県障害福祉課 2人 

    常務理事、他 2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 

平成 29年 1月 26日（水） 

出席者 県障害福祉課 2人 

    常務理事、他 2人 

平成 29 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 会議等 

（１）内部会議 

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 12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 

（２）代表派遣 

会 議 名 回数 主な協議内容 

神奈川県手話言語普及

推進協議会 
2回 神奈川県手話推進計画についての協議 

手話言語普及推進検討

委員会 
4回 神奈川県手話推進計画についての、関係団体との協議。 
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３ 遠隔手話通訳サービス事業委託への応募、決定 

平成 29年度から実施される、神奈川県合同庁舎等の 16か所を対象とした、タブレット

型端末を活用した遠隔手話通訳サービス及び県パブリックコメント翻訳等に関する入札

（公募型プロポーザル方式）に応募し、決定した。 

実施日程 内   容 

平成 29年 2月 17日（金） 公募開始（公募型プロポーザル方式による入札） 

平成 29年 2月 21日（火） 遠隔手話通訳サービス説明会 

平成 29年 3月 3日（金） 応募締め切り（当法人提案書提出） 

平成 29年 3月 13日（月） 応募者審査会  

・プレゼンテーション（当法人及び 2企業） 

・審 査 

平成 29年 3月 24日（金） 入札結果発表（当法人提案書に決定） 

 

 

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          16件 

（２）金 額        73,083円（物品は、相当額に換算） 
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