




















年  度 2004（H16）年度 2005（H17）年度 2006（H18）年度 
期  間 ‘04.4.1～’05.3.31 ‘05.4.1～’06.3.31 ‘06.4.1～’07.3.31 

会員数 会 費 10,737 名 8,000 円 10,656 名 8,000 円 10,600 名 8,000 円 

支部数 設 立 
支部名 47  47  47  

決  算  額 118,456,258 円 117,005,568 円 113,671,708 円 

 

①創立 30 周年記念レセプショ

ンを開催。（8.21 愛知） 
②創立 30 周年記念出版『はば

たこう未来へ』を発行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・第 26 回代議員会 
 04.5.2～5.4 東京都 
 定数 130 名 出席 127 名 
・第 7 回全通研学校 

04.7.10～7.11 福岡市122名
 04.7.24～7.25 東京都 107 名

・第 7 回支部長会議 
 04.9.18～9.19 京都市46支
部 

・支部代表者会議 
 
 

①手話通訳者の労働と健康実

態全国調査実施。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・第 27 回代議員会 
 05.3～5.5 東京都 
 定数 131 名 出席 131 名 
・第 8 回全通研学校 
 05.7.9～7.10 京都市 116 名

 05.7.23～7.24 仙台市 76 名 
・第 8 回支部長会議 

 05.9.18～ 9.19  東京都

47 支部 
・支部代表者会議 
 

①「コミュニケーション支援事

業の完全実施に向けて」の小冊

子を発行し、運動の理論的支柱

を提供。 

②「法人化プロジェクトチー

ム」を設立し、国の公益法人制

度改革の新たな動きを受けて

全通研の法人化の方向性につ

いて検討。 

③伊東雋祐名誉運営委員長逝去

しのぶ会を行う。（京都） 

④第 1 回機関紙学校を開く。

（京都） 

 

・第 28 回代議員会 
 06.5.3～5.5 東京都 
 定数 131 名 出席 129 名 
・第 1 回全通研学校Ⅱ 
 06.6.24～6.25 春日市 95 名

 06.7.8～7.9 石川市 34 名

 06.7.22～7.23 東京都 
 158 名 
・第 9 回支部長会議 
 06.9.17～9.18 京都市 45 支

部 
・支部代表者会議 
 

運営委員 

名誉運営委員長 伊東 雋祐 

運営委員長 市川 恵美子  

副運営委員長 石川 芳郎 小出 新一 

事務局長 近藤 幸一  

財政部長 橋本 博行  

研究出版部長 山形 惠治  

健康対策部長 鈴木 賀雄  

組織部長 西川 研  

研究誌部長 長谷川 達也  

 

運営委員 木下 博 伊藤 正 

 森川 美惠子 宮澤 典子 

 村石 彰  渡辺 正夫 

 石川 敬 岡野 美也子

 伊藤 利明 石河 江里子

 浅野 紀美子 窪田 麗子 

 吉野 木の実 加藤 伸一郎

 渋谷 悌子 前田 真紀 

 鈴木 幹  

集会担当 笠松 美恵子 伊澤 美佐子

監事 岩井 勝也 国広 生久代

名誉運営委員長 伊東 雋祐  

運営委員長 市川 恵美子  

副運営委員長 石川 芳郎 小出 新一 

事務局長 近藤 幸一  

財政部長 橋本 博行  

研究出版部長 山形 惠治  

健康対策部長 鈴木 賀雄  

組織部長 西川 研  

研究誌部長 長谷川 達也  

 

運営委員 木下 博 伊藤 正 

 森川 美惠子 宮澤 典子 

 村石 彰  渡辺 正夫 

 石川 敬 岡野 美也子

 伊藤 利明 疋田 江里子

 浅野 紀美子 窪田 麗子 

 吉野 木の実 加藤 伸一郎

 渋谷 悌子 前田 真紀 

 鈴木 幹  

集会担当 伊澤 美佐子 上場 ゆり 

監事 岩井 勝也 国広 生久代 

 

運営委員長 市川 恵美子  

副運営委員長 石川 芳郎 小出 新一 

事務局長 近藤 幸一  

財政部長 橋本 博行  

研究部長 渡辺 正夫  

出版部長 山形 惠治  

健康対策部長 鈴木 賀雄  

組織部長 西川 研  

研究誌部長 長谷川 達也  

国際部長 ※委員長事務取扱 

 

運営委員 木下 博 森川 美惠子

 中村 岩子 宮澤 典子 

 石川 敬 岡野 美也子

 若杉 義光 伊藤 利明 

 窪田 麗子 吉野 木の実

 村石 彰 渋谷 悌子 

 前田 真紀 大六 奈穂子

 小山 秀樹  

集会担当 上場 ゆり 髙橋 明美 

監事 岩井 勝也 国広 生久代

 

集
会 

開催地 
期日 

参加人数 

第 37 回 愛知県・名古屋市

04.8.20～8.22 
1,614 名 

第 38 回 新潟県・新潟市

05.8.26～8.28 
1,126 名 

第 39 回 愛媛県・松山市

06.8.4～8.6 
1,111 名 

討
論
集
会

開催地 
期日 

参加人数 

第 21 回 東京都 
05.2.12～2.13 

1,280 名 

第 22 回 山口県・山口市

06.2.11.～2.12 
932 名 

第 23 回 京都府・京都市

07.2.17～2.18 
993 名 

 



 
年  度 2007（H19）年度 2008（H20）年度 2009（H21）年度 
期  間 ‘07.4.1～’08.3.31 ‘08.4.1～’09.3.31 ‘09.4.1～’10.3.31 

会員数 会 費 10,545 名 8,000 円 10,529 名 8,000 円 10,513 名 8,000 円 

支部数 設 立 
支部名 47  47  47  

決  算  額 129,034,195 円 125,086,717 円 128,477,548 円 

 

①手話通訳事業の業務評価基

準策定にかかる研究事業（1年

目）実施。 
②登録されている手話通訳者

の健康と労働についての抽出

調査実施。 

③世界手話通訳者協会理事

会・総会（スペイン）出席。 

④第 2 回機関紙学校を開く。

（岩手） 

 
・第 29 回代議員会 
 07.5.4～5.6 東京都 
 定数 132 名 出席 132 名 
・第 2 回全通研学校Ⅱ 
 07.6.23~6.24 盛岡市 45 名 
 07.7.7~7.8 京都市 61 名 

07.7.21~7.22 香川市 93 名 
・第 10 回支部長会議 
 07.9.16～9.17 京都市 47 支

部 
・支部代表者会議 
 

①手話通訳事業の業務評価基

準策定にかかる研究事業（２年

目）実施。 

②代議員会ブロック別会議を

開始。 

③第 3 回機関紙学校を開く。

（岡山） 

 
 
 
 
・第 30 回代議員会 
 08.5.4～5.6 東京都 
 定数 132 名 出席 129 名 
・第 3 回全通研学校Ⅱ 
 08.6.28~6.29 広島市 28 名 
 08.07.12~7.13名古屋市136
名 
08.7.26~7.27 札幌市 50 名 

・第 11 回支部長会議 
 08.10.12 ～ 10.13 京 都 市

45 支部 
・支部代表者会議 
 

①聴覚障害者の労働場面にお

ける情報保障のあり方の研究

事業実施。 

②健康フォーラム（愛知） 
③第 4 回機関紙学校を開く。

（神奈川） 
 
 
 
 
 
・第 31 回代議員会 
 09.5.23～5.24 東京都 
 定数 131 名 出席 130 名 
・第 4 回全通研学校Ⅱ 
 09.6.27~6.28 東京都 44 名 
 09.7.11~7.12 長野市 49 名 

09.7.25~7.26 北九州市 113
名 

・第 12 回支部長会議 
 08.10.3～10.4 京都市 44
支部 
・支部代表者会議 
 

運営委員 

運営委員長 市川 恵美子  

副運営委員長 石川 芳郎 小出 新一 

事務局長 近藤 幸一  

財政部長 橋本 博行  

研究部長 渡辺 正夫  

出版部長 山形 惠治  

健康対策部長 鈴木 賀雄  

組織部長 西川 研  

研究誌部長 長谷川 達也  

国際部長 ※ 委 員 長 事 務 取 扱

  

運営委員 木下 博 森川 美惠子

 中村 岩子 宮澤 典子 

 石川 敬  岡野 美也

子 

 若杉 義光 伊藤 利明 

 窪田 麗子 吉野 木の実

 村石 彰 渋谷 悌子 

 前田 真紀 大六 奈穂子

 小山 秀樹  

集会担当 高橋 明美 内田八重子 

監事 岩井 勝也 国広 生久代

 

運営委員長 市川 恵美子  

副運営委員長 石川 芳郎 近藤 幸一 

事務局長 伊藤 正  

財政部長 橋本 博行  

研究部長 渡辺 正夫  

出版部長 山形 惠治  

健康対策部長 森川 美惠子  

組織部長 村石 彰  

研究誌部長 長谷川 達也  

国際部長 木下 博  

 

運営委員 小山 秀樹 中村 岩子 

 宮澤 典子 石川 敬 

  岡野 美也子 佐々木 良子

 伊藤 利明 荒関 美和 

 窪田 麗子 前田 真紀 

 田中 美佐保 戎 協子 

 若杉 義光 大六 奈穂子

 井谷 紀美  

集会担当 内田八重子 谷口 三津子

監事 小出 新一 国広 生久代

 

運営委員長 市川 恵美子  

副運営委員長 石川 芳郎 近藤 幸一 

事務局長 伊藤 正  

財政部長 橋本 博行  

研究部長 渡辺 正夫  

出版部長 山形 惠治  

健康対策部長 森川 美惠子  

組織部長 村石 彰  

研究誌部長 長谷川 達也  

国際部長 木下 博  

 

運営委員 小山 秀樹 中村 岩子 

 宮澤 典子 石川 敬 

  岡野 美也子 佐々木 良子

 伊藤 利明 荒関 美和 

 窪田 麗子 前田 真紀 

 田中 美佐保 戎 協子 

 若杉 義光 大六 奈穂子

 井谷 紀美  

集会担当 谷口 三津子 合津 辰江 

監事 小出 新一 国広 生久代

 

集
会 

開催地 
期日 
参加人数 

第 40 回 宮城県・仙台市

07.8.3～8.5 
1,099 名 

第 41 回 山口県・山口市

08.8.22～8.24 
990 名 

第 42 回 兵庫県・神戸市

09.8.7～8.9 
1,452 名 

討
論
集
会

開催地 
期日 
参加人数 

第 24 回 三重県・津市 
08.2.9～2.10 

899 名 

第 25 回 千葉県・市川市

09.2.14～2.15 
1,079 名 

第 26 回 岩手県・盛岡市

10.2.13～2.14 
737 名 

 
 



 

年  度 2010（H22）年度 2011（H23）年度 2012（H24）年度 
期  間 ’10.4.1～’11.3.31 ’11.4.1～’12.3.31 ’12.4.1～’13.3.31 

会員数 会 費 10,603 名 8,000 円 10,438 名 8,000 円 10,460 名 8,000 円 

支部数 設 立 
支部名 47  47  47  

決  算  額 125,581,318 円 127,067,179 円 126,820,021 円 

 

①一般社団法人を取得。 

②法人化記念講演を開催する。

（京都） 

③手話通訳者の労働と健康に

ついての実態調査実施。 

④第１回リーダー養成講座を

開く。 （京都） 

⑤健康フォーラムを開く。

（岡山） 

 

 
 
・第 32 回代議員会 
 10.5.15～5.16 大阪市 
 定数 133 名 出席 132 名 
・臨時代議員会 
 10.8.21.熊谷市 
・第 5 回全通研学校Ⅱ 
 10.6.26~6.27 福島市 78 名 
 10.7.10~7.11 京都市 117 名 

10.7.24~7.25 松山市 54 名

・第 13 回支部長会議 
 10.9.18～9.19 京都市 45 支

部 
 

①東日本大震災聴覚障害者救

援中央本部を立ち上げる。 

②WASLI（世界手話通訳者協会）

会議（南アフリカ）出席。 

③公開講座を開く。（京都） 

④市川恵美子会長逝去 

⑤健康フォーラム（埼玉） 
⑥第 2 回リーダー養成講座を

開く。（横浜） 

 
 
 
・第 33 回代議員会 
 11.5.4～5.5 東京都 
 定数 133 名 出席 132 名 
・第 6 回全通研学校Ⅱ 
 11.6.25~6.26 岡山市 78 名

 11.7.9~7.10 津市 39 名 
11.7.23~7.24 札幌市 73 名 

・第 14 回支部長会議 
 11.10.1～10.2 京都市 46 支

部 
 
 

①世界手話通訳者協会（WASLI）

理事会（ウィーン）出席。 

②健康フォーラム2012 in愛媛

開催。 

③日本障害者協議会（JD）及び

ろう教育を考える全国協議会

に加盟。 

④市川恵美子氏をしのぶ会を

行う。（東京） 

⑤第 3 回リーダー養成講座を

開く。（岩手） 

 
・第 34 回代議員会 
 12.5.19～5.20 京都市 
 定数 132 名 出席 130 名 
・第 7 回全通研学校Ⅱ 
 12.6.23~6.24 東京都 45 名 
 12.7.7~7.8 新潟市 38 名 

12.7.21~22 北九州市 72 名 
・第 15 回支部長会議 
 12.10.7～10.8 京都市 47 支

部 
 

運営委員 

会長 市川 恵美子  

副会長 石川 芳郎 近藤 幸一 

事務局長 伊藤 正  

財政部長 橋本 博行  

研究部長 渡辺 正夫  

出版部長 山形 惠治  

健康対策部長 森川 美惠子  

組織部長 村石 彰  

研究誌部長 長谷川 達也  

国際部長 梅本 悦子  

 

理事 小山 秀樹 佐々木 良子

 宮澤 典子 石川 敬 

  岡野 美也子 田中 美佐保

 伊藤 利明 戎 協子 

 窪田 麗子 前田 真紀 

 武田 美代子 大六 奈穂子

 中村 岩子 若杉 義光 

 井谷 紀美  

集会担当 合津 辰江 園田 暢子 

監事 木下 博 国広 生久代

 

会長 市川 恵美子 

（11月～ 会長 石川芳郎） 

副会長 石川 芳郎 近藤 幸一 

事務局長 伊藤 正  

財政部長 橋本 博行  

研究部長 渡辺 正夫  

出版部長 山形 惠治  

健康対策部長 森川 美惠子  

組織部長 村石 彰  

研究誌部長 長谷川 達也  

国際部長 梅本 悦子  

 

理事 小山 秀樹 佐々木 良子

 宮澤 典子 石川 敬 

  岡野 美也子 田中 美佐保

 伊藤 利明 戎 協子 

 窪田 麗子 前田 真紀 

 武田 美代子 大六 奈穂子

 中村 岩子 若杉 義光 

 井谷 紀美  

集会担当 園田 暢子 中平 眞弓 

監事 木下 博 国広 生久代 

 

会長 石川 芳郎  

副会長 近藤 幸一 渡辺 正夫 

事務局長 伊藤 正  

財政部長 橋本 博行  

研究部長 岡野 美也子  

出版部長 山形 惠治  

健康対策部長 森川 美惠子  

組織部長 村石 彰  

研究誌部長 長谷川 達也  

国際部長 梅本 悦子  

 

理事 佐々木 良子 米野 規子 

 宮澤 典子 石川 敬 

 田中 美佐保 原田 洋行 

 伊藤 利明 戎 協子 

 窪田 麗子 武田 美代子

 前田 真紀 小山 秀樹 

 大六 奈穂子 中村 岩子 

 若杉 義光 井谷 紀美 

集会担当 中平 眞弓 渡辺 治宏 

監事 木下 博 国広 生久代

 

集
会 

開催地 
期日 
参加人数 

第 43 回 埼玉県・熊谷市

10.8.20～8.22 
1,371 名 

第 44 回 大分県・別府市

11.8.26～8.28 
1,092 名 

第 45 回 高知県・高知市

12.8.24～8.26 
901 名 

討
論
集
会

開催地 
期日 
参加人数 

第 27 回 滋賀県・大津市

11.2.5～2.6 
860 名 

第 28 回 栃木県・宇都宮市

12.2.11～2.12 
838 名 

第 29 回 愛知県・名古屋市

13.2.23～2.24 
987 名 



 
 
 
 
 
 
 

年  度 2013（H25）年度 2014（H26）年度 
期  間 ’13.4.1～’14.3.31 ’14.4.1～’15.3.31 

会員数 会 費 10,432 名 8,000 円  8,000 円 

支部数 設 立 
支部名 47  47  

決  算  額 109,043,959 円  

 

①第 4 回リーダー養成講座を

開く。（岩手） 

②健康フォーラム 2013in 東京 

を開く。 

 
 
 
 
・第 35 回代議員会 
 13.5.25～5.26 大阪市 
 定数 130 名 出席 130 名 
・第 8 回全通研学校Ⅱ 
 13.6.29~6.30 神戸市 54 名

 13.7.13~7.14 仙台市 54 名 
13.7.27~7.28 高松市 42 名 

・第 16 回支部長会議 
 13.10.13 ～ 10.14 京 都 市

47 支部 
・臨時支部代表者会議 
 

①創立 40 周年事業を実施。 
 
 
 
 
 
 
 
・第 36 回代議員会 
 14.5.24～5.25 京都市 
 定数 129 名 出席 129 名 
・第 9 回全通研学校Ⅱ 
 14.6.28～6.29札幌市 28名

 14.7.12～7.13静岡市 77名

14.7.26～7.27岡山市 85名

・第 17 回支部長会議 
 14.10.04～05 京都市 
 
 

運営委員 

会長 石川 芳郎  

副会長 近藤 幸一 渡辺 正夫 

事務局長 伊藤 正  

財政部長 橋本 博行  

研究部長 岡野 美也子  

出版部長 山形 惠治  

健康対策部長 森川 美惠子  

組織部長 村石 彰  

研究誌部長 長谷川 達也  

国際部長 梅本 悦子  

理事 佐々木 良子 米野 規子 

 宮澤 典子 石川 敬 

 田中 美佐保 原田 洋行 

 伊藤 利明 戎 協子 

 窪田 麗子 武田 美代子

 前田 真紀 小山 秀樹 

 大六 奈穂子 中村 岩子 

 若杉 義光 井谷 紀美 

集会担当 渡辺 治宏 齋藤 千英 

監事 木下 博 国広 生久代

 

会長 石川 芳郎  

副会長 近藤 幸一 渡辺 正夫 

事務局長 伊藤 正  

財政部長 橋本 博行  

研究部長 岡野 美也子  

出版部長 山形 惠治  

健康対策部長 森川 美惠子  

組織部長 小山 秀樹  

研究誌部長 長谷川 達也  

国際部長 梅本 悦子  

理事 佐々木 良子 米野 規子 

 浅井 貞子 加藤 貴雄 

 宮澤 典子 石川 敬 

 田中 美佐保 原田 洋行 

 伊藤 利明 戎 協子 

 窪田 麗子 武田 美代子

 荻島 洋子 菅原 浩二 

 大六 奈穂子 若杉 義光 

集会担当 齋藤 千英 佐藤 俊通 

監事 木下 博 国広 生久代

 

集
会 

開催地 
期日 
参加人数 

第 46 回 岐阜県・岐阜市

13.8.23～8.25 
939 名 

第 47 回 福島県・郡山市 
14.8.8～8.10 
約 1,300 名 

討
論
集
会

開催地 
期日 
参加人数 

第 30 回 大阪市 
14.2.15～2.16 

1,263 名 

 


