
平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書    

 

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 

 

公益社団法人岡山県難聴者協会 

 

基本方針基本方針基本方針基本方針    

 

すべての障害者の、すべての権利を保障し尊厳を尊重することを目的とした、

国連の障害者権利条約が平成 26 年 1 月に批准されました。また、障害者差別解

消法が平成 28 年 4 月に施行の予定です。これらを機に、今後の日本の障害者福

祉がより発展することを期待するとともに、当協会も地域の障害福祉事業者の

一員として尽力してまいります。 

近年 少子高齢化の時代と言われて久しいですが、平成 26 年秋 政府の発表し

た資料によれば、高齢者の人口は 3,296 万人、75 歳以上の人口は 1,511 万人

となっています。耳鼻咽喉科の先生によれば、高齢者の半数は耳が遠くなって

いると思って差支えないそうです。半数ということは 1,650 万人であり、日本

の人口の 14％にあたります。例えば 500 人の会場ですと 70 人の耳の遠い方が

参加していることになります。 

 ところで 障害者差別解消法は ふたつの主な特徴があります。 

ひとつ目、不当な差別的扱いをしては いけません。 

ふたつ目、『 合理的配慮 』をしなさい。 

ふたつ目の『 合理的配慮 』ですが、500 人の会場には 70 人の耳の遠い方が

参加していますから、当然 『 合理定配慮 』に基づき、字幕をつけなければな

りません。また、選挙には政見放送がありますが、『 合理的配慮 』に基づき字

幕をつけなければなりません。以上のように これからは難聴者をとりまく社会

環境及び生活環境のあり方が問われていくことになります。 

 外見からは普通に見えている私たちは、難聴について理解の無さには、本当

に苦労してまいりましたが、『 合理的配慮 』を社会に求めていくことで、社会

参加の増進と自立した生活をおくることができます。 

 当協会は 本年度も地域の障害者福祉の増進に貢献できるよう努めてまいり

ます。 

 

 



事事事事    業業業業    のののの    一一一一    覧覧覧覧    

    

(1)公益目的事業  

事業番号 事業の内容 

公 Ⅰ  難聴者等の社会福祉の向上に関する事業 

   (1)難聴者のふれあい福祉まつり事業 

   (2)耳の日の集い事業 

   (3)各種教室開催事業(料理教室、フラストレッチ 

教室) 

(4)広報誌「岡山難聴」による広報事業 

   (5)ホームページによる広報事業 

 

＊  難聴者のふれあい福祉まつり事業、耳の日の集い事業、各種教室開催事業、広報誌

「岡山難聴」による広報事業及びホームページによる広報事業は定款第 4 条第 1 項

第 1 号の難聴者等の社会福祉の向上に関する事業であることから、ひとつにまとめ

ています。 

 

 

(2)収益事業 

事業番号 事業の内容 

収 Ⅰ  慈善事業(チャリティバザー事業) 

 

 

 

 

 



公公公公    益益益益    目目目目    的的的的    事事事事    業業業業                公公公公    ⅠⅠⅠⅠ    

    

(1)(1)(1)(1)難聴者のふれあい福祉まつり難聴者のふれあい福祉まつり難聴者のふれあい福祉まつり難聴者のふれあい福祉まつり    

趣旨：高齢者、中途失聴者、難聴者等「聞こえ」で悩んでいる方に、地方 

   自治体の福祉施策の内容や福祉機器の最新情報を提供するとともに 

   相談を受け助言することをもって、難聴者等の社会福祉の向上に寄 

   与することを目的とした事業です。 

 

内容：年 1 回 11 月頃、岡山県内の会場にて、下記の事業を選択的に実施し 

   ます。 

 ア）地方自治体の職員を相談・助言者として招いて、福祉施策を紹介す 

   るとともに、参加者(高齢者、難聴者等)から当該施策に関する相談 

   を受け付け、これに対する専門的助言を行います。 

 イ）公益財団法人テクノエイド協会が認定した認定補聴器専門店その他 

     福祉機器メーカーの専門職を相談・助言者として招いて、補聴器そ 

     の他の福祉機器の最新情報を提供するとともに、参加者(高齢者、難 

     聴者等）から補聴器の装用や福祉機器等に関する相談を受け付け、 

     これに対する専門的助言を行います。 

   (ウ) 難聴の障害や難聴者等についての情報等(事例や経験等)を紹介する 

     ために適切な者(耳鼻咽喉科開業医等)を相談・助言者として招いて 

     当該情報等を紹介するとともに、参加者(高齢者、難聴者等)に関す 

     る相談を受け付け、これに対する専門的助言を行います。 

 対象者：県内の不特定多数の高齢者、中途失聴者、難聴者等「聞こえ」で悩 

     んでいる方やその家族を対象とします。 

     会員、非会員を問いません。 

募集方法：当法人の広報誌やホームページにて広報します。 

 参加料：原則として無料です。 

事業実施のための財源： 

     「心身障害児(者)援護基金」による助成金、会費、寄付金等を充当 

     します。 

     「心身障害児(者)援護基金」は心身障害児(者)の自立と社会参加を 

     促進する事業に対して助成するものであり、交付者は公益財団法人 

     岡山県福祉事業団です。 

 



(2)(2)(2)(2)耳の日の集い事業耳の日の集い事業耳の日の集い事業耳の日の集い事業    

趣旨：難聴の障害や難聴者等に対する県民の理解を深めるために、県民交 

   流を推進し、難聴者等の社会参加を促進させるとともに、「聞こえ」 

   で悩んでいる方に耳の病気相談等の場を提供することをもって、難 

   聴者等の社会福祉の向上に寄与することを目的とした事業です。 

 

内容：岡山市で、毎年 1 回 3 月 3 日の「耳の日」にちなんで 3 月の第 1 日 

   曜日に行う、耳の健康に関する社会福祉事業です。 

   主催は、公益社団法人岡山県聴覚障害者福祉協会、一般社団法人日 

   本耳鼻咽喉科学会岡山県地方部会及び当法人の三団体です。 

下記の事業を、一般県民 (難聴者等「聞こえ」で悩んでいる方を含みます。) 

を対象に無料で行います。 

 ＊現役の耳鼻咽喉科開業医による耳の病気相談等を行います。 

 ＊言語聴覚士による聴力検査をします。 

 ＊公益財団法人テクノエイド協会が認定した認定補聴器専門店その他福祉機 

器メーカーの専門職による補聴器その他の福祉機器の展示をします。 

 ＊難聴幼児通園施設の幼児による作文と絵画の展示をします。 

 

 対象者：一般県民。県内の不特定多数の高齢者、中途失聴者、難聴者等「聞 

     こえ」で悩んでいる方やその家族を対象とします。 

     会員、非会員を問いません。 

 

募集方法：岡山大学医学部耳鼻咽喉科、言語聴覚士、耳鼻咽喉科開業医等を通 

     じて広報します。その他、おかやま市政だより、山陽新聞等広告欄 

     そして当法人の広報誌やホームページにおいて広報します。 

 参加料：無料です。 

 

事業実施のための財源： 

     岡山市人権啓発活動補助金、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会岡山 

     県地方部会の寄付金等を充当します。 

     岡山市人権啓発活動補助金は、人権意識の高揚を目的とした団体が 

     創意工夫を凝らして行う人権啓発活動事業に要する経費の一部を助 

     成することにより、人権団体と協働で人権尊重のまちづくりをめざ 

     すことを目的としています。 



(3)(3)(3)(3)各種教室開催事業各種教室開催事業各種教室開催事業各種教室開催事業    ((((料理教室料理教室料理教室料理教室、フラストレッチ教室、フラストレッチ教室、フラストレッチ教室、フラストレッチ教室))))    

趣旨：民間企業が実施する各種講座において情報保障のサービスの提供が 

   ない現状を踏まえ、難聴者等「聞こえ」で悩んでいる方が参加しや 

   すい情報保障付きの講座を提供することで、県内の不特定多数の難 

   聴者等が料理その他の知識を習得する機会を創出することにより、 

   当該難聴者等の学習を支援することをもって、難聴者等の社会福祉 

   の向上に寄与することを目的とした事業です。 

   また、当該講座に健聴の方が参加すれば、当該難聴者等にとっては、 

   当該講座が社会参加の第一歩の場となることから、難聴者等が、社会

交流に役立つスキルを身に付け、受講後、自らの力で一般社会への参

加、交流をめざすことも可能となるため、そのような場の提供により、

難聴者等の社会交流等のスキルの獲得を支援することをもって、難聴

者等の社会福祉の向上に寄与することを目的とした事業です。 

 

内容：料理教室は、年 1～2 回岡山県内の会場にて開催します。 

   フラストレッチ教室は、月 2 回岡山県内の会場にて開催します。 

 

 対象者：健聴の方。  高齢者、中途失聴者、難聴者等「聞こえ」で悩んで 

     いる方及びその家族です。 

     対象者に特段の資格制限は無く、会員、非会員を問いません。 

 

募集方法：当法人の広報誌やホームページにて広報します。 

 

 参加料：無料です。( 材料費等は実費となります。) 

 

事業実施のための財源： 

     公益信託梶谷福祉基金からの助成金と会費及び寄付金等を充当しま 

     す。 

     公益信託梶谷福祉基金は、心身障害児(者)の福祉に関する施設内の 

     活動及びボランティア団体の活動に資金を助成し、もって社会福祉 

     の増進に寄与することを目的としています。 

 

 

 

 



(4)(4)(4)(4)広報誌「岡山難聴」による広報事業広報誌「岡山難聴」による広報事業広報誌「岡山難聴」による広報事業広報誌「岡山難聴」による広報事業    

趣旨：難聴者等が真に必要とする各種福祉情報を定期的に提供することで 

   取得に手間がかかる当該情報の一元的取得を支援するとともに、一 

   般県民に対して、当法人の実施する事業の内容や難聴の障害につい 

   ての実情等の情報を積極的に広報し、難聴の障害や難聴者等に対す 

   る県民の理解を促進することで、難聴者等に対する一般県民の協力 

   を得られやすくする環境づくりを行い、難聴者等の社会参加を間接 

   的に支援することを目的としており、難聴者等の社会福祉の向上に 

   寄与することを目的とした事業です。 

内容：当法人の事業活動・運動の報告、「聞こえ」で悩んでいる方々の交流 

   親睦活動などの予定・報告等はもとより、難聴の障害に関する福祉 

   情報・福祉機器の紹介、補聴器販売店に関する情報、最新医療情報 

   国や地方自治体の福祉施策の動向などの各種情報を通じて、難聴者 

   等及び一般県民に対して提供します。 

回数：年 12 回 毎月初めに発行します。 

部数：年 3,800 部。今後、一般県民への広報を拡大していく予定であり、  

   発行部数は増える予定です。 

 送付先：会員、地方自治体、耳鼻咽喉科開業医等医療関係者、全国難聴者協 

     会、関係福祉団体及び公民館などへ送付しています。また、耳の集 

     い事業や難聴者のふれあい福祉まつり事業において、一般県民に無 

     料で配布します。 

 購読料：会員は会費に含みます。地域自治体等へは無料にて送付しています。 

     一般県民は購読会員となることで、誰でも購読できます。購読会員 

     会費は 年 2,000 円と廉価です。 

事業実施のための財源： 

     共同募金配分による助成金、身体障害者更生援護事業費補助金、広 

     告掲載料、会費、寄付金等を充当します。 

     共同募金配分による助成金は、社会福祉事業、更生援護事業、その 

     他社会福祉を目的とする事業に配分を行うものであり、交付者は社 

     会福祉法人岡山県共同募金会です。 

     身体障害者更生援護事業費補助金は、身体障害者の福祉増進を図る 

     ため、身体障害者が行う身体障害者更生援護事業に要する費用に対 

     し、予算の範囲内において補助金を交付するものであり、交付者は 

     岡山県です。 



(5)(5)(5)(5)ホームページによる広報事業ホームページによる広報事業ホームページによる広報事業ホームページによる広報事業    

趣旨：県内の不特定多数の高齢者、中途失聴者、難聴者等「聞こえ」で悩 

   んでいる方に、難聴者等が真に必要とする各種福祉情報をインター 

   ネット上で常時提供することで、難聴者等の情報化を支援するとと 

   もに、不特定多数の一般県民に、当法人の実施する事業の内容や難 

   聴の障害についての実情等の情報を閲覧していただき、難聴の障害 

   や難聴者等に対する理解を深めていただくことで、難聴者等に対す 

   る一般県民の協力を得られやすくする環境づくりを行い、難聴者等 

   の社会参加を間接的に支援することを目的としており、難聴者等の 

   社会福祉の向上に寄与することを目的とした事業です。 

 

内容：主に、広報誌「岡山難聴」に掲載した記事の中から、当法人の事業 

   活動・運動・各種福祉情報等、難聴者はもとより、一般県民にも知 

   っていただきたい情報を抜粋して掲載し、閲覧に供します。 

   また、岡山県聴覚障害者センター、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学 

   会等「聞こえ」に関する情報を提供している団体のホームページへ 

   のリンクを掲載することで、より広範な難聴の障害に関する福祉情 

   報等を取得できるようにしています。なお、当法人のホームページ 

     は、その閲覧を会員に限定しておらず、誰でも閲覧可能です。 

 

対象者：高齢者、中途失聴者、難聴者等「聞こえ」で悩んでいる方及びその 

     家族、そして一般県民です。 

 

新規事業：27 年度は、ホームページを刷新します。 

 

事業実施のための財源： 

    共同募金配分による助成金、身体障害者更生援護事業費補助金、広告 

    掲載料、会費、寄付金等を充当します。 

    公益財団法人小山基金による助成金：平成 27 年度ホームページ刷新の 

    事業に充当します。 

 

 

 

 



収収収収    益益益益    事事事事    業業業業                収収収収    ⅠⅠⅠⅠ    

 

(1)(1)(1)(1) 慈善事業慈善事業慈善事業慈善事業((((チャリティバザー事業チャリティバザー事業チャリティバザー事業チャリティバザー事業))))    

1、 内容 

 名称：チャリティバザー事業 

 場所：岡山刑務所 (岡山市北区牟佐 765) 

 日程：毎年 1 回 10 月下旬の土曜日と日曜日の 2 日間 

    会員及び関係福祉団体(岡山要約筆記クラブ、岡山県医師会、岡山城ロ 

    ータリークラブ等)の協力により、それぞれ家庭等の不用品を拠出して 

 いただいています。 

2、 目的 

 主に公益目的事業の支弁にあてるため、また、当法人の会員及び役員

は 

 無報酬で事業活動を行っていますが、この事業の収益でもって必要経 

 費の支弁にあてるためです。 

 

 

 

 

主な会議主な会議主な会議主な会議    

総会 ： 年 1 回 6 月 

理事会 ： 年 2 回 6 月、3 月 

監査 ： 年 1 回 5 月 

事業運営会議 ： 年 9 回 

              


