
平成 31年度・令和元年度 事業報告 

（平成 30年 10月 1日～令和元年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 31年度・令和元年度における諸事業の実績を報告する。 

 

１ 検定事業 

(1)速記技能検定 

① 速記技能検定実施結果 

  平成 31（令和元）年度は、１月検定（東京・大阪）を廃止したことにより、

年間３回の検定を実施した。 

その概要は、総受験者数が 253 名で、前年度の 299 名に比して 46 名の減。

また、総志願者数は 258名で、前年度に比較し 44名の減（85.4％）となった。 

  なお、パソコンの使用による受験者は速記・反訳の両方で使用した者が 56

名、反訳のみで使用した者が 28名であった。また、分試験の実施基準を緩和

したことにより、分試験場での受験者数は 31名となり、受験者の減少に一定

の歯どめをかけることができた。 

 

  ※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   25名   （47名）      22名減 

    ２級   34名   （37名）      3名減 

    ３級    60名    （86名）      26名減 

    ４級   64名   （40名）    24名増 

    ５級   48名   （46名）      2名増 

    ６級   27名   （46名）    19名減 

 

※第 206回～208回の速記技能検定実施結果の詳細は、別表のとおりである。 



  

② 速記士証の交付、合格証明書の発行 

  平成 31年度・令和元年度速記士証の発行数： 

   ２級速記士証１名 

   （平成 31年度・令和元年度末速記士証交付総数 2,106名） 

  平成 31年度・令和元年度合格証明書の発行 

 なし 

③ 成績優秀者表彰 

  成績優秀者選考基準に基づく平成 30年度速記技能検定成績優秀者 

   文部科学大臣賞 個人の部 ３名 

           団体の部 １校 

協会最優秀賞９名、優秀賞 65名 協会奨励賞３名 

  表彰式：平成 30年 11月 17日（土） アルカディア市ヶ谷「白根」 

                   （東京都千代田区九段北 4-2-25） 

 

④ 自己評価の実施 

文部科学省のガイドラインに基づき検定の継続的な改善を目的とした自己

評価の結果をホームページで公開した（継続）。 

 

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頒布実績 

「速記技能検定問題集８号」    １冊 

「速記技能検定問題集９号」   ２冊 

「速記技能検定問題集 10号」   ８冊 

   速記学習用問題朗読ＣＤ     74枚 

 速記用シャープ 87本  替え芯 22本 

 

(2)キャプションライター技能検定 

  期間中に、プレ検定実行委員会を組織し、実施形態の検討、試験問題の作

成、業界団体との交流などを行い、プレ検定の実施に向けて準備を進めた。

（プレ検定は、令和元年 10月に東京、11月に大阪で実施） 

 

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 



  

おり実施された。 

 ・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） 

 ・戸山速記教室 

   練習日時  月２～３回 

   場    所  新宿区戸山生涯学習館 

 ・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 

 ・速記サークル「千速会」（長岡） 

   練習日時  毎月第２・第４土曜日 午後３時～４時半 

   場   所  千手コミュニティセンター 

・愛知県スクーリング  

   練習日時  月 1回（第３または第４日曜日） 

   場   所  愛知県スポーツ会館 

 ・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時半分～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 

   

 ②速記相談業務 

  速記学習教材、学習場所等の相談      25件 

  速記技能検定受験に関する相談       36件 

  その他（テレビ、マスコミ関係取材等） 13件 

 

 ③高速度速記競技会 

  本年度の速記日本一を決める高速度速記競技会を開催した。 

  期  日 平成 30年 10月 27日（土） 

  場  所 早稲田速記医療福祉専門学校 

  参加者 11名 

  

④高校生・大学生の速記競技会の後援 

・第 51回記念全国高等学校選抜速記競技大会（中根式速記協会主催）（3/24） 

・第 89回全国高等学校速記競技大会（8/4） 

・第 109回全日本大学速記競技会（12/8）（全日本学生速記連盟主催） 

  

３ 全国議事記録議事運営事務研修会 

  第 70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 30年 10月 25日（木）～10月 26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 179名（前年度 173名） 

内 容 第１日 

講演 会議録はどうつくるか 

      講師 北海道議会事務局 髙井京太氏 

日本速記協会理事 山﨑惠喜  

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 鵜沼信二氏 

        第２日 

  分科会討議と各班代表者による発表 

                講評              山﨑惠喜    鵜沼信二氏 

  ※同研修会の記録を作成し、参加自治体等に発送した。 

 

 



  

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 13名 

②発言記録何でも相談室 

   用字用例に関する相談     36件 

   会議録作成に関する相談  43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 83回速記懇談会 

    平成 31年２月 17日開催  西宮市民会館 

・第 43回速記科学研究会及び速記・言語科学研究会 合同研究会 

    令和元年 9月 1日開催  京都府立大学稲盛記念館 

第 52回インテルステノ世界大会 

    2019年 7月 13日～19日 イタリア 

 

 (2)出版物の頒布 

   「新版標準用字用例辞典」 215冊 

・用字例委員会を年度内に 21回開催し、「新訂標準用字用例辞典」の確定 

稿を８月 23日に印刷所へ入稿した。発行は令和２年１月の予定。 

   「発言記録作成標準」    59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」 ６冊 

   「横書きにおける漢数字と算用数字の書き分け方」  43冊 

   

 (3)速記の日記念イベント・速記交流会の開催 

    平成 30 年 10 月 27 日（土）、早稲田速記医療福祉専門学校において速

記交流会を開催し、100名を超える参加者があった。内容は下記のとおり。 

① 速書き“脳ピカ”の勧め 

② “速漢字”クイズと誤字・誤語探し 

③ 速記競技会（検定級別） 

④ 速記競技会（超高速度） 

⑤ 音声認識の細心事情 

⑥ キーボードコンテスト 

⑦ “はやかな”いろいろご紹介 



  

⑧ 速記に関するパネル展示 

    

 (4)広報・啓発 

  ①「日本の速記」の編集・発行 

 平成 31年度・令和元年度は、10回発行した。主な掲載記事は次のとおり。 

10月号 平成 31 年度事業計画・予算を決定 第 205 回速記技能検定結果及

び平成 29 年度成績優秀者 第 205 回速記技能検定問題文 理事会

の概要報告（平成 30年度第６回） 

11月号 「速記の日」記念イベント 第 6 回全国学生新人速記競技大会  

平成 30年度事業報告 理事会の概要報告（平成 31年度第１回） 

12月号 「速記の日」記念イベント レポート第 2弾 平成 30年度速記技能

検定成績優秀者表彰式 平成 31年度通常総会報告  

１月号 第 206 回速記技能検定結果 同問題文掲載 第 109 回全日本大学速

記競技大会 用字例の改訂について（その１） 理事会の概要報告

（平成 31年度第２回） 「日本の速記」総目次（平成 30年１月号

～12月号）  

２・３月 

合併号 

はやとくんフォーラム 2018 聴覚障害者のための字幕付与技術シ

ンポジウム 2018 意見交換会 in 大阪 レポート 用字例の改訂に

ついて（その２） 理事会の概要報告（平成 31年度第３回） 

４月号 シリーズ議会豆知識①「召集と招集」 寄稿「心理学から見た速記

とは？」 用字例の改訂について（その３）「異字同訓」 

５月号 シリーズ議会豆知識②「質問と質疑」 第 51 回全国高校選抜速記

競技大会を開催 電子速記タイプライター「ルミネックス」の官支

給が実現するまで キャプションライター技能検定準備委員会 ま

とめの報告 理事会の概要報告（平成 31年度第４回） 

６月号 シリーズ議会豆知識③「審議と審査」 ブロックだより「岩手の速

記」 パソコンにおける略語登録の仕方 用字例の改訂について

（その４）「送り仮名のつけ方」 

７月号 シリーズ議会豆知識④「議会と会議」 第 207回速記技能検定結果 

同問題文掲載 ＮＨＫ大河ドラマ「いだてん～」に速記者登場！ 

近畿速記士連盟総会報告 理事会の概要報告（平成 31 年度・令和

元年度第５回） 

８・９月 

合併号 

シリーズ議会豆知識⑤「延会と散会」 第 89 回全国高等学校速記

競技大会開催 速記に出会った私の人生 その１ 北からの報告 

研修＆交流 In爽やか札幌 

 



  

 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図書館 77、高等学校・大学 17、その

他団体・個人６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。 

また、期間中にデザインを中心にリニューアルを行った。（令和元年 10月

１日公開） 

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 

 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 13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 30年 11月 17日(土) 

   場 所 アルカディア市ヶ谷「白根」 東京都千代田区九段北 4-2-25 

   被表彰者 11名 

 

平成 31年度・令和元年度 会員異動 

 正会員 

平成 31年度期首(30.10.1) 令和 2年度期首(令和１.10.1) 差引 

650名 630名 －20名 

                              

 賛助会員 

  平成 31年度 法人３団体 

 

 平成 31 年度・令和元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。 

 

                 令和元年９月 

                    公益社団法人 日本速記協会



  

＜参考資料＞ 

 

平成 31年度・令和元年度 会議概要 

 

（１）総会 

通常総会 

平成30年11月17日 

アルカディア市ヶ谷

私学会館「白根」 

【報告事項】 

第１号報告 平成31年度事業計画及び収支予算の件 

第２号報告 平成30年度事業報告の件 

【決議事項】 

第１号議案 平成30年度決算報告（案）に関する件 

第２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30年10月28日 

議題１ 新入会員の承認に関する件 

議題２ 平成 30年度決算報告（案）に関する件 

議題３ 役員候補者の理事会推薦に関する件 

議題４ 平成 31年度通常総会次第（案）に関する件 

議題５ 平成 30年度永年表彰に関する件 

第１回臨時理事会

平成30年11月17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  

議題３ 新入会員の承認に関する件 

第２回定例理事会

平成30年12月16日 

 

議題１ 理事の役割分担に関する件 

議題２ 新入会員の承認に関する件 

議題３ 第206回速記技能検定に関する件 

第３回定例理事会

平成31年2月16日 

 （大阪市） 

議題１ 新入会員の承認に関する件 

 

第４回定例理事会

平成31年4月20日 

議題１ 新入会員の承認に関する件 

議題２ 用字例の改訂に関する件 

第５回定例理事会

令和元年6月15日 

議題１ 第207回速記技能検定に関する件 

第６回定例理事会

令和元年9月21日 

 

議題１ 新入会員の承認に関する件 

議題２ 第208回速記技能検定及び平成31年度における成績優

秀者に関する件 

議題３ 第209回速記技能検定分試験実施申請の承認に関する

件 



  

議題４ 改訂用字例の発行に関する件 

議題５ 令和２年度事業計画に関する件 

議題６ 令和２年度度収支予算に関する件 

議題７ 令和２年度通常総会の日時及び議題(予定議案）に関す

る件 

      ①令和元年度（平成31年度）事業報告 

      ②令和元年度（平成31年度）決算報告 

第２回臨時理事会 

令和元年7月8日 

（書面決議） 

議題１ 新入会員の承認に関する件 

議題２ 分試験実施申請の承認に関する件 

 

第３回臨時理事会 

令和元年 8月 5日 

（書面決議） 

議題１ 新入会員の承認に関する件 

議題２ 分試験実施申請の承認に関する件 

 

 


