平成 24 年度 事業報告
（平成 23 年 10 月 1 日〜平成 24 年９月 30 日）

はじめに
当協会は、平成 24 年度、公益法人への移行業務を鋭意推進してきた。平成 23 年 11
月 19 日の第 48 回通常総会で新定款案が承認された後、平成 24 年 10 月１日の公益社
団法人移行を目指して申請書類の作成作業を行い、４月４日には電子申請により内閣府
へ申請した。その後、内閣府の諮問を経て、「認定の基準に適合すると認めるのが相当
である」旨の答申が出され、９月 27 日には内閣府から認定書が交付された。そして、
10 月 1 日には解散登記及び移行登記を行い、発言記録、文字・活字文化へのさらなる
貢献を目指す公益社団法人として当協会は発足することとなった。
もう一つの取り組みとして、用字用例辞典の改訂・出版がある。29 年ぶりに改定され
た常用漢字表に対応するため、用字用例辞典編集委員会を組織し、鋭意改訂作業を進めて、
６月末に「新版標準用字用例辞典」を発行することができた。
そのほか、1882 年（明治 15 年）に日本語速記が誕生して 130 年目の節目となる今年、

10 月 28 日の「速記の日」を中心に記念事業を実施するための準備も進めてきた。10
月には東京、大阪、盛岡で記念イベントを開催することになっている。
以下、平成 24 年度における各種事業の活動について報告する。

１

公益目的事業

(1)資格付与
①速記技能検定
平成 24 年度（第 178 回〜181 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 486 名で、前年度に比較し４名増加した。
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

44 名

（29 名）

15 名増

２級

48 名

（95 名）

47 名減

３級

91 名

（66 名）

25 名増

４級

69 名

（58 名）

11 名増

５級

52 名

（43 名）

９名増

６級
205 名
（214 名）
９名減
第 176 回検定から実施している問題文の朗読にかわるＣＤ録音再生方式は、２年目を
迎え定着している。

②速記士証の交付、合格証明書の発行
平成 24 年度速記士証の発行

１級速記士証７名、２級速記士証は０名。

（平成 24 年度末速記士証交付総数 2096 名）
平成 24 年度合格証明書の発行

１級２名、２級２名、３級３名。

③成績優秀者表彰
成績優秀者選考基準に基づく平成 24 年度速記技能検定成績優秀者
文部科学大臣賞２名、協会最優秀賞９名、優秀賞 48 名。
④自己評価の実施
文部科学省が推進する検定試験の質の向上や信頼性の確保に向けた取り組みに呼応し、
速記技能検定の自己評価を行い、公表した。

(2)講座、セミナー、育成
①第 63 回全国議事記録議事運営事務研修会
・期日

平成 23 年 10 月 26 日(水）〜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 131 名（昨年度は 138 名）
・内容
第１日 「地方行政の現状と課題について」 総務省 武田直人
「会議録作成の基本論及びポイント」協会スタッフ 保田良春
「地方議会の議事運営について」

野村

稔

第２日 分科会討議と各班代表者による発表
講評

鵜沼信二 山崎恵喜

第３日 校閲講習（参加者 56 名） 見学（東京証券取引所・参加者 61 名）
第１日の休憩時間には、参加者に速記文字サービスを行い、速記のＰＲに努めた。
②第２回研修交流会
・期日

平成 24 年９月８日(土）

・会場

早稲田速記医療福祉専門学校研修室

・参加者 ５０名
・内容

｢新版標準用字用例辞典｣の改訂のポイント及びパソコンフォント環境
講師

中島 隆

加古修一 外用字例編集委員

③会議録作成講座(第５期）
・期日

５月 30 日〜11 月６日

・受講者 16 名（16 市議会）
・内容

全５回の教材配本（№１〜№７）と提出問題に対する添削回答

スクーリング ８月 23 日 大阪 城北市民学習センター
８月 24 日 東京 国立オリンピック記念青少年総合センター

(3)相談、助言事業
①「みんなの速記」推進活動
学習希望者の受け皿となる「速記共練会」の活動を、協会ホームページ、機関誌「日
本の速記」等でその活動を報告するとともに、紹介・報告記事も随時掲載した。
共練会
・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

会 場

城北市民学習センター

・阪神速記共練会
練習日時

毎月第４週金曜日 午後６時〜８時半

場所

神戸市勤労会館

・和歌山共練会
練習日時

①第２・第４火曜日 午後６時〜9 時 20 分 河北コミュニティセンター

場所

②毎日曜日 午後１時〜４時

勤労者総合センター

・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

きび会館

・京都速記共練会
練習日時

月1回

場所

アスニー山科会議室

日曜日午後１時〜午後５時

・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

毎月第３日曜日

場所

西多賀市民センター

②速記文字添削サービス
６級〜４級検定受験者対象の速記文字添削サービス利用者は、３名にとどまった。
③速記相談業務
速記学習教材、学習場所等の相談

30 件

速記技能検定受験に関する相談

50 件

その他（テレビ関係取材等）

10 件

④発言記録何でも相談室
用字用例に関する相談

９件

会議録作成に関する相談

３件

(4)調査、資料収集
①海外、国内の速記関係情報及び資料収集
速記年表のため、支部、会員へ 120 年以降 130 年までの記録事項の通報呼びかけ。
②速記関係書籍の電子化
14 件を実施、13 件をホームページ上で公開。
開示した書籍名
議事演説討論傍聴筆記新法
ワープロ速記法

新ワープロ速記法

国語速記史大要(上）
中根式速記法講解

傍聴筆記法

ことば乃写真法

国語速記概説(上）

国語速記史大要(下）

nipponstenotype
国語速記概説（下）

速記入門ハンドブック

日本速記法上に於ける漢字音と其の略字法則の研究

(5)表彰、コンクール
①永年勤続表彰（平成 23 年度分）
期日

平成 23 年 11 月 19 日

場所

厚生会館

表彰者 ７名
②高速度速記競技会入賞者表彰
期日

平成 23 年 11 月 19 日

場所

厚生会館

表彰者 ７名
③後援、表彰
・第 101 回、第 102 回全日本大学速記競技会（全日本学生速記連盟主催）
後援と賞状、トロフィー贈呈
・第 43 回全国選抜速記競技大会、第 82 回全国高等学校速記競技大会（中根式速記協
会主催） 後援

(6)競技会
①高速度速記競技会
期日

平成 23 年 10 月 22 日

場所

早稲田速記医療福祉専門学校

参加者 ８名
②２０１１字速記競技会
期日

平成 23 年 10 月 22 日

場所

早稲田速記医療福祉専門学校

参加者 19 名

(7)その他公益
①130 周年記念事業
年表バージョンアップは、周年を終えた段階で内容の確定を行う。130 年記念事業をす
べて終了した後、６カ月程度以内に速記年表を作成する予定。
今回のバージョンアップで初めて、120 年までの記載事項の漏れ、訂正等の作業を並行
して行う。完成した速記年表の印刷物としての発行は行わない予定である。
②各種研究会活動の広報、後援
速記科学研究会、速記懇談会、速記・言語科学研究会主催事業の広報及び活動報告を
「日本の速記」に掲載した。

２

収益事業

(1)出版、物品販売
①出版
平成 24 年度の発行・販売数
・
「改訂標準用字用例辞典」

２６８冊

「新版標準用字用例辞典」 ２６８１冊
・
「発言記録作成標準」

７９冊

・
「速記技能検定試験問題集」

１０冊

②物品販売
平成 24 年度の販売数
・速記学習用問題文朗読ＣＤ １０６枚
・速記用シャープ ９４本

ＭＤ ２０枚

カセットテープ ２５本

替え芯 132 本

(2)会員相互普及
①「日本の速記」の編集・発行
平成 24 年度は 11 回発行した。主な掲載記事は次のとおり。
10 月号

第 47 回通常総会 みんなの速記・京都共練会 速記脳実験発表

11 月号

23 年度事業報告 競技会報告 第 177 回検定結果

12 月号

新理事長インタビュー 第 48 回通常総会 検定自己評価シート

１月号

検定成績優秀者表彰式 速記科学・速記言語科学研究会報告①

２月号

速記科学・速記言語科学研究会報告②

３.４月合併号

第 179 回検定結果 研修会講演②

５月号

日本語と格闘してきた速記術の近代①

６月号

大阪シンポジウム案内 速記術の近代② 高校選抜速記大会

７月号

新版用字用例辞典改訂作業を終えて

８月号

公益社団設立に向けて 第 180 回検定結果

９月号

速記術の近代④ みんなの速記活動報告 130 年記念競技会案内

第 178 回検定結果

速記術の近代③

研修会講演①

議会トピックス

②広報啓発活動
ホームページでは、公開情報、協会行事のお知らせ、速記技能検定等を中心に情報の
発信のほか、第 64 回全国議事記録議事運営事務研修会の要綱案内と申込み、会議録作成
講座の受講申込みを WEB で受け付けた。
130 周年記念イベント事業については、関係団体から後援をいただいたほか、イベント
のポスターの作成、プレス発表などを通じて、周知を行った。
また、ＮＨＫラジオ第二の番組「私の日本語辞典」（対談シリーズ）に理事が出演し、
速記の啓発活動を行った。

平成24年度会員異動
平成24年度年初
（Ｈ23.10.1）
８１１

平成25年度当初
（Ｈ24.10.1）
７７４

差

引

−３７

平成24年度
１

会議概要

総会

第４８回通常総会

第 1 号議案 平成 23 年度事業報告に関する件

平成 23 年 11 月 19 日

第２号議案 平成 23 年度決算報告に関する件

（厚生会館紅梅の間）

第３号議案 定款変更の案に関する件
第４号議案 会員規程に関する件
第５号議案 会費細則に関する件
第６号議案 役員の報酬及び費用に関する規程に関する件

第４９回通常総会

第１号議案 平成 25 年度事業計画に関する件

平成 24 年 9 月８日

第２号議案 平成 25 年度収支予算書に関する件

（早稲田速記医療福

第３号議案 定款変更の案に関する件

祉専門学校

第４号議案 会員規程に関する件

研修室）

第５号議案 会費細則に関する件
第６号議案 役員の報酬及び費用に関する規程に第４号議案
第７号議案 平成 24 年度収支予算書、平成 23 年度収支計算書
に関する件

２

理事会

第 226 回定例理事会

議第１ 理事長選任に関する件

平成 23 年 11 月 2 日

議題２ 理事の業務分担に関する件
議題３ 第 48 回通常総会に関する件
議題４ 永年勤続表彰に関する件
議題５ 高速度速記競技会入賞者に関する件
議題６ 新事業企画推進委員会に関する件
議題７ 用字例データ使用許可に関する件

第 227 回定例理事会

議題１ 第 178 回速記技能検定に関する件

平成 23 年 12 月 16 日

議題２

公益社団法人移行認定申請における役員等就任予定者
に関する件

議題３ 研修会に関する件
議題４

新事業企画推進委員会から提出された新事業に関する
件

議題５ 130 周年記念事業に関する件
議題６ スタッフ等選任に関する件
第 228 回定例理事会

議題１ 第 179 回速記技能検定に関する件

平成 24 年 2 月 17 日

議題２ 新事業に関する件
議題３

130 周年記事業の実施に関する件

議題４ 速記関係書籍電子化内規案に関する件

第 229 回定例理事会 議題１ 平成 23 年度決算財務諸表の一部差し替えに関する件
平成 24 年 4 月 20 日

議題２

130 周年記念事業に関する件

議題３ 速記関係書籍電子化内規案に関する件
議題４ 新事業に関する件
議題５ 新用字例発刊に関する件
議題６ 愛知産業大学三河高等学校分試験実施に関する件
第 230 回定例理事会 議題１ 第 180 回速記技能検定に関する件
平成 24 年 6 月 15 日

議題２ 定款変更の案、会員規程、会費細則、役員の報酬及び費
用に関する規程に関する件
議題３ 第 49 回通常総会開催に関する件
議題４ 研修交流会の開催に関する件
議題５ 作問委員の交代に関する件
議題６ 130 周年記念事業に関する件

臨時理事会

議題１ 第 64 回議事記録事務研修会に関する件

平成 24 年 8 月 25 日

議題２ 平成 25 年度事業計画案に関する件
議題３ 平成 25 年度収支予算案に関する件
議題４ 役員の選任に関する件
議題５ 支部の名称変更に関する件
議題６ 第 49 回通常総会議題に関する件
議題７ 130 周年記念事業に関する件

第 231 回定例理事会 議題１ 第 181 回速記技能検定に関する件
平成 24 年 9 月 21 日

議題２ 第１回(通算 50 回)通常総会に関する件
議題３ 平成 25 事業年度運営体制に関する件
議題４ 130 周年記念事業に関する件

