平成 29 年度 事業報告
（平成 28 年 10 月 1 日～平成 29 年９月 30 日）

はじめに
当協会は、広く国民の書記能力を増進し、記録事務の効率化を図るため、速記
の普及発達とその利用分野の開発に努め、あわせて速記技能者の技術水準及び
社会的評価の向上に資する諸事業を行うとともに、公正で正確な発言記録作成
技術の普及に努め、もって我が国の文字文化の向上に寄与していくことを目的
とする法人である。
このような目的及び公益法人としての本旨に従い、速記技能検定、みんなの
速記推進活動などの事業や全国議事記録議事運営事務研修会などを推進してき
た。
以下、平成 29 年度における諸事業の実績を報告する。

１ 速記技能検定
① 速記技能検定実施結果
平成 29 年度（第 198 回～201 回）の速記技能検定実施結果は、別表のとお
りである。
受験者総数は 349 名で、前年度の 399 名に比して 50 名の減となった。また、
総志願者数は 361 名で、前年度に比較し 49 名の減（88％）となった。
各級別志願者数は次のとおりである。（括弧内は前年度）
１級
49 名
（39 名）
10 名増
２級
69 名
（75 名）
6 名減
３級
96 名
（103 名）
7 名減
４級
55 名
（57 名）
2 名減
５級
63 名
（77 名）
14 名減
６級
29 名
（59 名）
30 名減
② 速記士証の交付、合格証明書の発行
平成 29 年度速記士証の発行
１級速記士証０名、２級速記士証０名
（平成 29 年度末速記士証交付総数 2101 名）
平成 29 年度合格証明書の発行
１級０名、２級１名

③ 成績優秀者表彰
成績優秀者選考基準に基づく平成 28 年度速記技能検定成績優秀者
文部科学大臣賞 個人の部 1 名
協会最優秀賞７名、優秀賞 55 名 協会奨励賞２名
表彰式：平成 28 年 11 月 19 日（金） 厚生会館６階「紅梅の間」
（東京都千代田区平河町 1-5-9）
④ 自己評価の実施
現状の評価と継続的な改善を目的に検定の自己評価を実施し、平成 26 年 9
月 25 日に見直しを行った結果をホームページで公開している。
⑤ 学習支援
・速記学習者からの電話、はがき等による相談に答え、初級学習者のレベル
アップを支援した。
・検定受験参考書等の配布
「速記技能検定問題集８号」
１冊
「速記技能検定問題集９号」
８冊
「速記技能検定問題集 10 号」 10 冊
速記学習用問題朗読ＣＤ
114 枚
速記用シャープ 33 本
替え芯 23 本

２ 「みんなの速記」推進活動
①教室・共練会活動
学習希望者の受け皿となる「速記教室・共練会」等の活動をホームページ
や機関誌「日本の速記」を活用して広報した。各地の共練会活動は次のと
おり。
・土曜速記教室
練習日時
第１・第２・第３土曜日 午後２時～４時
場
所
親睦会館（東京都大田区）
・新大阪速記共練会
練習日時
毎月第４水曜日 午後７時～９時半
場
所
ココプラザ
・大阪速記共練会
練習日時
第２・第４土曜日 午前９時 30 分～正午
場
所
南森町イシカワビル
・神戸速記共練会

練習日時
毎月第４土曜日 午後５時半～７時半
場
所
神戸市勤労会館
・西宮速記共練会
練習日時
毎月第２水曜日 午後６時〜８時
場
所
西宮市民会館
・和歌山速記共練会
練習日時
不定期（年２回）
場
所
和歌山市あいあいセンター
・有田速記共練会
練習日時
毎週水曜日 午後 8 時～9 時半
場
所
藤並公民館
・京都速記共練会
練習日時
月 1 回 日曜日午後１時～４時 50 分
場
所
京都市アスニー山科会議室
・盛岡速記講習会
練習日時
毎週月曜日 午後６時～８時
場
所
盛岡市勤労福祉会館
・仙台共練会
練習日時
場
所
・愛知県共練会
練習日時
場
所

毎月第３日曜日
仙台市西多賀市民センター
月 1 回（第３または第４日曜日）
愛知県スポーツ会館

②速記交流会
第１回速記交流会を下記のとおり開催した。
期
日 平成 29 年 8 月 6 日（日）
場
所 国立オリンピック記念青少年総合センター
参加人数 36 名
内
容 速記デモンストレーション・おもしろ略符号紹介・はやがきに
挑戦・言葉に関する問題（グループワーク）・懇談 など
③速記相談業務
速記学習教材、学習場所等の相談
速記技能検定受験に関する相談
その他（テレビ、マスコミ関係取材等）

25 件
30 件
6件

④高速度速記競技会
本年度の速記チャンピオンを決める高速度速記競技会を開催した。
期 日 平成 28 年 10 月 8 日（土）
場 所 早稲田速記医療福祉専門学校
参加者 9 名
⑤高校生・大学生の速記競技会の後援、表彰
・第 107 回全日本大学速記競技会（12/11）（全日本学生速記連盟主催）の
後援と賞状、トロフィー贈呈
・中根式速記協会主催第 49 回全国高等学校選抜速記競技大会（3/26）、第
87 回全国高等学校速記競技大会（8/6）の後援
⑥彩の国いきいきフェスティバル出展
期 日 平成 28 年 10 月 30 日
場 所 埼玉県県民活動総合センター（伊奈町）
参加者 来場者約 110 名
内 容 速記サイン会 速記実演 速書き体験 パネル展示（若林玵蔵、
速記脳パネルを充実）など

３ 全国議事記録議事運営事務研修会
第 68 回全国議事記録議事運営事務研修会を以下のとおり開催した。
期 日 平成 28 年 10 月 27 日（木）～10 月 28 日（金）
会 場 国立オリンピック記念青少年総合センター
参加者 173 名（昨年度は 167 名）
内 容 第１日
講演 会議録作成について
講師 元東村山議会事務局長
中岡 優
鵜沼信二
講演 地方議会の議事運営について
講師 元全国都道府県議会議長会議事調査部長 鵜沼信二
第２日 分科会討議と各班代表者による発表
講評
中岡 優
鵜沼信二

４ 会議録作成講座
①会議録作成講座

議会事務局の職員を対象に会議録作成の基本を学ぶ全４回の通信制講座を
開講した。
受講者 27 名
②発言記録何でも相談室
用字用例に関する相談
30 件
会議録作成に関する相談
20 件

５ 調査研究、広報、普及事業
(1)速記関係書籍・文献の保存・共有化、速記国際大会
速記科学研究会等の後援
・第 81 回速記懇談会
平成 29 年２月 19 日開催
西宮市民会館
・第 41 回速記科学研究会及び速記・言語科学研究会
平成 29 年９月３日開催
東京海洋大学
・第 51 回インテルステノベルリンコングレス
平成 29 年７月 22 日～28 日

合同研究会

(2)用字用例辞典の配布等
「新版標準用字用例辞典」 476 冊
「発言記録作成標準」
31 冊
「第７回地方議会における記録事務の実態調査等報告書」 ３冊
「横書きにおける漢数字と算用数字の書き分け方」
79 冊
・用字例委員会において次期改訂に向けての検討を継続した。

(4)広報・啓発
①「日本の速記」の編集・発行
平成 29 年度は、11 回発行した。主な掲載記事は次のとおり。
10 月号

平成 29 年度事業計画及び収支予算 第 197 回速記技能検定結果
及び平成 28 年度文部科学大臣賞発表 がんばれ！速記の仲間た
ち・関西学院大学速記研究部 会議記録・議事録の意義と活用
（北海道ブロック・北海道速記士会研修会から）

11 月号

平成 28 年度事業報告及び決算報告（案） がんばれ！速記の仲
間たち・福岡大学文化部速記研究部

12 月号

平成 29 年度通常総会報告

成績優秀者表彰式レポート

彩の国

いきいきフェスティバル出展報告
１月号

第 198 回速記技能検定結果 第 9 回字幕付与技術シンポジウム
報告 東京速記士会下期研修会より 人工知能（AI）の現状と
未来 理事会概要報告

２・３月合併 第 199 回速記技能検定結果 速記資料を有する図書館等・第１
号
回 ㈱ワードワープ創立 15 周年～南社長に聞く 用字例探訪
速記を学び・理解する（その 1） 理事の概要報告
４月号

速記資料を有する図書館等・第２回

第 81 回速記懇談会からの

レポート ◆寄稿 検定の思い出 朝鮮の人名・地名の表記に
ついて 君は「プレスマン」を知っているか
５月号

速記技能検定 200 回特集（その１） 第 49 回全国高校選抜速記
競技大会を開催 ◆寄稿 議員は侍たれ 理事会概要報告

６月号

速記技能検定 200 回特集（その２） ◆寄稿 48 年前の技能検
定合格通知書 衆議院・参議院特別参観レポート ◇論文掲載
ドイツ語の速記のその文化①

７月号

第 200 回速記技能検定結果 速記技能検定 200 回特集（その３）
速記技能検定の改定原案について ◇論文掲載 ドイツ語の速
記のその文化②
事会概要報告

硬軟「トリプルショートハンド展」報告

理

８月号

速記技能検定 200 回特集（その４） 会議録作成講座紙上講話
から 東京速記士会上期研修会より 現代人の話し方の合理化
速記を学び・理解する（その２）

９月号

８月６日はオリセンへ行こう！第１回速記交流会開催 第 87 回
全国高等学校速記競技大会開催 「第 51 回インテルステノベル
リンコングレス」での報告 議会会議録における整文過程の分
析

②「日本の速記」の寄贈
全国都道府県の中央図書館を中心に 75 図書館、その他 16 団体に「日本の
速記」を毎号寄贈し、速記の普及を図った。
③ホームページの運営
速記技能検定の日程、会場のお知らせ、協会主催事業のお知らせ等を中心
に更新したほか、各種公開情報の発信を行った。
バナー広告掲載 （会員 ４社）

(6)会員活動支援
①会員活動助成
ブロック及び会員の活動費助成金支給規程に基づき、速記普及活動等協会
主催事業等に参加した会員に対し、活動助成を行った。
実績 14 ブロック
②永年勤続者表彰
表彰規程に基づき、表彰を行った。
期 日 平成 28 年 11 月 19 日(土)
場 所 厚生会館 「銀杏の間」 東京都千代田区平河町 1-5-9
被表彰者 13 名

平成 29 年度

会員異動

正会員
平成 29 年度期首(28.10.1)

平成 29 年度期末(29.9.30)

差引

693

685 名

－8 名

賛助会員
平成 29 年度

法人４団体

平成 29 年度事業報告においては、「一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律施行規則」第 34 条３項に規定する付属明細書「事業報告の内容を補足する
重要な事項」が存在しないため作成しない。
平成 29 年９月
公益社団法人

日本速記協会

＜参考資料＞
平成 29 年度

会議概要

（１）総会
通常総会
【報告事項】
平成28年11月19日
第１号報告 平成28年度事業計画の件
厚生会館「紅梅の間」 第２号報告 平成29年度事業計画及び収支予算の件
【決議事項】
第１号議案 公益社団法人日本速記協会定款の一部改正案に
関する件
第２号議案 公益社団法人日本速記協会会費規則の一部改正
に関する件
第３号議案 平成28年度決算報告に関する件
第４号議案 役員の選任に関する件

（２）理事会
第１回定例理事会
平成28年10月9日

議題１ 平成28年度事業報告に関する件
議題２ 平成28年度決算報告に関する件
議題３ 公益社団法人日本速記協会定款の一部改正案に関する
件
議題４ 公益社団法人日本速記協会会費規則の一部改正案に関
する件
議題５ 理事候補者に関する件
議題６ 平成29年度通常総会次第（案）に関する件
議題７ 永年勤続者表彰に関する件
議題８ 新入会員の承認に関する件
議題９ 運営委員の交代に関する件

第１回臨時理事会
平成28年11月19日

議題１ 理事長の選定に関する件
議題２ 業務執行理事の選定に関する件

第２回定例理事会
平成28年12月18日

議題１
議題２
議題３
議題４
議題５

役員報酬に関する件
理事長に事故あるときの職務代行順位に関する件
理事の役割分担に関する件
第198回速記技能検定に関する件
事務所の賃貸借及び移転日に関する件

第３回定例理事会
平成29年2月18日

議題１ 第199回速記技能検定に関する件
議題２ 速記技能検定作問委員の選任に関する件
議題３ 新入会員の承認に関する件

第４回定例理事会
平成29年4月15日

議題１ 新入会員の承認に関する件
議題２ 速記原本の解読に係る学術研究協力ガイドライン（案）
に関する件
議題３ 速記技能検定制度改正(案)に関する件

第５回定例理事会
平成29年6月17日

議題１ 新入会員の承認に関する件
議題２ 第200回速記技能検定に関する件
議題３ 速記原本の解読に係る学術研究協力ガイドラインに関
する件（継続）
議題４ 速記技能検定制度改正の見直しに関する件（継続）

第６回定例理事会
平成29年9月11日

議題１ 新入会員の承認に関する件
議題２ 第201回速記技能検定及び平成29年度における成績優秀
者に関する件
議題３ 第202回速記技能検定の分試験実施申請に関する件
議題４ 平成30年度事業計画に関する件
議題５ 平成30年度収支予算に関する件
議題６ 平成30年度通常総会の日時及び議題（予定議案）に関す
る件
①平成29年度事業報告
②平成29年度決算報告

