平成 27 年度 事業報告
（平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 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、合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。
しかしながら、事業運営の根幹を成す会員数は、近年の音声固定手段の多様
化等に伴う速記技術取得者の減少（速記技能検定受験者の減少）と高齢会員を
中心とする退会者の増加が相まって減少の一途をたどり、財政状況の悪化を招
いている。
そうした状況の中で、協会事務所賃貸料の減額を図るなど事務的経費の削減
努力を行う一方、本法人の目的を達成するために必要な、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実施し
たほか、10 年に１度実施している地方議会における記録事務の実態調査の集計
がまとまり、報告書を発行した。
以下、平成 27 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 27 年度（第 190 回～193 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 369 名で、前年度に比較し 120 名減少した。また、総志願者
数は 382 名で、前年度に比較し 132 名の減（前年実績の 74.3％）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
44 名
（55 名）
11 名減
２級
65 名
（56 名）
９名増
３級
95 名
（103 名）
８名減
４級
58 名
（77 名）
19 名減
５級
63 名
（49 名）
14 名増
６級
57 名
（174 名）
117 名減
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② 速記士証の交付、合格証明書の発行
平成 27 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 27 年度末速記士証交付総数 2100 名）
平成 27 年度合格証明書の発行
１級 1 名、２級０名、３級２名、４級２名、５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 26 年度速記技能検定成績優秀者
文部科学大臣賞 個人の部５名、団体の部１団体
協会最優秀賞９名、優秀賞 49 名 協会奨励賞３名
表彰式：平成 26 年 11 月 14 日（金） 厚生会館６階「銀杏の間」
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
・速記学習の便に供するため、「速記技能検定問題集 10 号」を発行した。
・速記学習者からの電話、はがき等による相談に答えるとともに、事務局に
おいて８月より速記講座を開講して直接指導に当たるなど、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」
４冊
「速記技能検定問題集９号」
９冊
「速記技能検定問題集 10 号」
48 冊
速記学習用問題文朗読ＣＤ
110 枚
速記用シャープ 59 本
替え芯 96 本

２ 「みんなの速記」推進活動
①共練会活動
学習希望者の受け皿となる「速記共練会」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。
・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
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・阪神速記共練会
練習日時
毎月第４週金曜日 午後１時半～３時半
場
所
神戸市勤労会館
・和歌山共練会
練習日時
不定期（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～午後５時
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
毎月第３日曜日
場
所
仙台市西多賀市民センター
・愛知県共練会
練習日時
場
所

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）

35 件
40 件
10 件

③高速度速記競技会
期 日 平成 26 年 10 月 18 日（土）
場 所 早稲田速記医療福祉専門学校
参加者 10 名
④高校生・大学生の速記競技会の後援、表彰
・第 105 回全日本大学速記競技会（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 47 回全国高等学校選抜速記競技大会（3／29）、第
85 回全国高等学校速記競技大会（8／２）の後援
3

⑤彩の国いきいきフェスティバル出展
期 日 平成 26 年 11 月３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 200 人
内 容 速記サイン会 速記実演 速書き体験 パネル展示

３ 全国議事記録議事運営事務研修会
第 66 回全国議事記録議事運営事務研修会を下記のとおり開催した。
期 日 平成 26 年 10 月 30 日（木）～10 月 31 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 168 名（昨年度は 158 名）
内 容 第１日
｢会議録作成について｣、｢会議録における話し言葉の処理方法」、
「校閲講習」
講師 会議録作成講座スタッフ 山崎恵喜
「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

鵜沼信二

４ 会議録作成講座
①会議録作成講座（第８期）の開講
受講者 21 名（19 市・町議会）
期 日 ６月 17 日～12 月 20 日
内 容 教材と参考資料の配本と提出問題の解答に対する添削（全５回）
スクーリング ８月 27 日 大阪会場(南森町イシカワビル会議室)
②発言記録何でも相談室
用字用例に関する相談
会議録作成に関する相談

40 件
30 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
①速記国際大会
インテルステノ 50 周年記念会議が７月 18 日～24 日までハンガリーのブダ
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ペストで開かれ、会員５名が参加し、報告等を行った。
②速記科学研究会等の後援
・第 39 回速記科学研究会及び速記・言語科学研究会 合同研究会
平成 27 年 8 月 23 日開催
福井県立大学
・『聴覚障害者のための字幕付与技術』シンポジウム 2015
平成 27 年４月 18 日開催
京都大学学術情報メディアセンター南館
・東京速記士会創立 60 周年記念特別講演会の後援
「文化の裏に速記あり」講師 辻原 登 アルカディア市ヶ谷
(2)用字用例辞典の配布等
「新版標準用字用例辞典」 556 冊
「発言記録作成標準」
34 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」８冊
(3)地方議会実態調査
平成 25 年度に実施した「第７回地方議会における記録事務の実態調査」
等の集計結果をまとめた報告書を作成し、回答のあった自治体に送付した。
(4)新しい記録作成技能認証制度の検討
新しい記録作成技能を認証するための検定制度について検討したが、成
案を得るに至らなかった。
(5)広報啓発
①「日本の速記」の編集・発行
平成 27 年度は 11 回発行した。６月号より「符号探訪」として各速記方
式の掲載を始めた。主な掲載記事は次のとおり。
10月号

平成27年度事業計画及び収支予算 第189回速記技能検定結果
及び文部科学大臣賞発表 中根式速記法と日本語 新版用字用
例辞典の表記について⑦ 検定一言アドバイス⑬

11月号

平成26年度事業報告及び決算報告(案)
表記について⑧

12月号

平成27年度通常総会報告 近代語資料としての速記 彩の国い
きいきフェスティバルに出展 新版用字用例辞典の表記につい
て⑨

１月号

第190回速記技能検定結果
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新版用字用例辞典の

平成26年度速記技能検定成績優秀

者表彰式 第66回全国議事記録議事運営事務研修会の講演①
民間検定試験をめぐる最近の動き 新版用字用例辞典の表記に
ついて⑩
２月号

ブロック長だより「京都速記共練会について」 故坂本清さん
を偲んで 第66回全国議事記録議事運営事務研修会の講演②
新版用字用例辞典の表記について⑪ お仕事日本遺産

３ ･ ４ 月 第191回速記技能検定結果 第66回全国議事記録議事運営事務
合併号
研修会の講演③ ある養成所中退者のその後 速記は日本のこ
れからのもの（故倉嶋宏さんを偲ぶ） 第105回全日本大学速記
競技大会結果報告
５月号

第７回地方議会における記録事務の実態調査等報告書を発行
元裁判所速記官の石渡照代さんを偲んで 私の速記物語①

６月号

シリーズ符号探訪①早稲田式 速記者における線状体神経ネッ
トワークの繋がり 私の速記物語② 第47回全国高校選抜速記
競技大会 極東軍事裁判の任務を終って

７月号

第192回速記技能検定結果 シリーズ符号探訪②中根式 成城
中学校・高等学校速記部を訪ねて 東京速記士会創立60周年記
念講演会「文化の裏に速記あり」①

８月号

シリーズ符号探訪③参議院式 東京速記士会創立60周年記念講
演会「文化の裏に速記あり」② 日本速記協会寄附金取扱規程・
倫理綱領行動規範の制定について

９月号

シリーズ符号探訪④衆議院式 インテルステノ・ブダペスト大
会でのリアルタイム字幕に関する報告 この人に聞く―大野晋

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 80 図書館その他 10 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 ３社）
(6)会員活動支援
①会員活動助成
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。
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実績 13 ブロック
②永年勤続表彰
表彰規程に基づき、表彰を行った。
期 日 平成 26 年 11 月 15 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
表彰者 ９名

平成 27 年度

会員異動

正会員
平成 27 年度期首

平成 27 年度期末

差引

737 名

717 名

―20 名

賛助会員
平成 27 年度

法人１団体
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＜参考資料＞
平成 27 年度

会議概要

（１）総会
通常総会
【報告事項】
平成26年11月16日
第１号報告 平成27年度事業計画、収支予算の件
厚生会館「銀杏の間」 【決議事項】
第１号議案 平成26年度事業報告に関する件
第２号議案 平成26年度決算報告に関する件
第３号議案 役員の選任に関する件
（２）理事会
第１回理事会
議題１ 平成26年度事業報告案に関する件
平成2６年10月17日 議題２ 平成26年度決算報告案に関する件
議題３ 平成27年度通常総会の進行その他に関する件
議題４ 平成26年度永年勤続者表彰に関する件
議題５ 当法人のガバナンスの現状と改善の要否に関する件
議題６ 任期満了に伴う理事候補者推薦に関する件
議題７ 任期満了に伴う監事候補者に関する件
議題８ 検定運営委員の交代に関する件
第２回理事会
平成26年12月20日

議題１
議題２
議題３
議題４
議題５

業務執行理事の選定に関する件
役員報酬に関する件
理事長に事故ある時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190回速記技能検定に関する件

第３回理事会
平成27年2月14日

議題１ 第191回速記技能検定に関する件
議題２ 「倫理綱領・行動規範」に関する件
議題３ 新入会員に関する件

第４回理事会
平成27年4月11日

当面の諸問題について協議した

第５回理事会
平成27年6月20日

議題１
議題２
議題３
議題４
議題５

第192回速記技能検定に関する件
倫理綱領・行動規範に関する件
公益社団法人日本速記協会寄附金取扱規程に関する件
理事会運営規則の一部改正に関する件
理事会におけるテレビ会議に関する件
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第６回理事会
平成27年9月19日

議題１
議題２
議題３
議題４
議題５
議題６

第193回速記技能検定に関する件
速記技能検定成績優秀者選考基準の改定に関する件
平成28年度事業計画に関する件
平成28年度収支予算に関する件
平成28年度通常総会の日時及び予定議案に関する件
①会員の不正行為の調査・審理に関する細則案
②公益社団法人日本速記協会定款の一部改正案
③会員の除名決議の手続き等に関する規則案
④公益社団法人日本速記協会会員規程の一部改正案
⑤公益社団法人日本速記協会会費細則の一部改正案
議題７ 新入会員に関する件
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