
（別紙） 「平成２８年度　第2回加東市手話施策推進会議」　会議の経過

(1) 平成28年度「かとう手話フェスタ2016」について

発言者 会　議　の　経　過　/　発　言　内　容

委員 手話カフェはどういう風にやるのでしょうか。

事務局
ロビーにて、お店を出していただき、そこでコーヒーやお菓子などを販売していただき、そこ
で手話で交流してもらう場になります。

委員

手話カフェについては、地元の聴覚障害者協会と手話サークル２つから「手話カフェをやり
たい」と意見が出ました。打合せのときに参加者全員が交流をしたいということだったので、
先に手話発表をして、お昼の時間を長めにとり、審査の結果発表は一番最後にしたいと考
えています。
運営については、「地元の聴覚障害者協会と手話サークルにお任せします。」と代表者に
伝えてあります。

委員

フェスタの内容について、資料では（案）となっていますが、一緒に配付されているチラシは
（案）となっていません。もう決まっているのですか。この会議で話をして、決定するものでは
ないのですか。
何か急がなければならない理由があったのでしょうか。最終決定はこの場ではないのです
か。

事務局
この会議で（案）の内容で決定した後、チラシを印刷し、配付したいと考えています。
チラシの印刷を急ぐ理由としては、できるだけ早く皆さんにお知らせして、たくさんの人に来
てもらいたいと考えているためです。

委員長 よろしいですか。

委員
たぶん、そういう理由もあるのかなと思ったのですが、一応、この会議で決まった後のほう
が良かったのかなと思いました。アトラクションとかクイズ大会など内容について、ある程度
決まっているようですが。

事務局 日程を、こういう形でしたいという案にして出させてもらっています。

委員

前回の推進会議で、フェスタの内容については、地元の聴覚障害者協会と手話サークルと
話し合ってくださいと言われた。
先日の打合せ会の時に、「手話カフェ」や「クイズ大会」がいいねという話になったので載せ
た。

委員
ある程度、打合せで決まったことですね。それなら良いです。この場で変更は難しいという
ことですね。

委員
内容に「審査員の紹介」とありますが、打合せでの意見の中に、「審査は無いほうが良い」
とか「手話歌は、ろう者が審査しにくい」とありますが、審査はあるということですね。
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委員

審査については、前回のフェスタでのアンケートでも「順位を決めるのはどうか」などの意見
がありました。
なので今年は、全ての出場者に賞を贈れるようにしたいと考えている。「面白かったで賞」
など。
何も無く発表するより、賞がある方が、出場者のモチベーションが上がると思います。

委員

何か賞が貰えるというのは良いことだと思います。
もう一つ、審査員についてですが、誰が審査されるのかは、もう決まっていますか。
前回は、確か聞こえる人が２人、聞こえない人が２人だったと思います。せっかく手話のイ
ベントなので聞こえない人をもう少し増やした方が良いのかなと思いました。

委員
今、考えているのが、アトラクションをお願いしている宇宙亭一門のろう落語家の方にも審
査員になってもらえたら良いなと考えています。

委員長 他に意見はありますか。

委員
詳しい内容等については、これからまた煮詰められるのだと思うのですが、運営人員は、
加東聴覚障害者協会や手話サークル、社会福祉協議会などのほか、出演者にも手伝って
もらうのですか。

委員長 それについて、何かありますか。

事務局
まだ、はっきりとどのくらいの人手が必要か不明ですが、出場者にお手伝いをお願いするこ
とは難しいと考えています。発表することで精一杯な人が殆どだと思うので、職員以外は、
社会福祉協議会や手話サークルの方々にお願いする方法もあると考えています。

委員長 他に意見はありますか。

委員長
話しを戻しますが、全員に賞を贈るのは良いことだと思います。「特別賞」や「アイデア賞」
など。

委員 チラシには載っていませんが「加東市手話通訳者協会」もお手伝いすることは可能です。

委員長 他に何かありますか。

委員 賞の名称について、何か良い案は無いですか。

各委員
「アイデア賞」、「ユーモア賞」、「頑張ったで賞」、「しっかりできたで賞」、「素晴らしかったで
賞」、「すごい！で賞」、「演技賞」、「かわいかったで賞」

(2) 市登録手話通訳者等について



委員長 皆さん何か意見はありませんか。

委員
第３条で、全国統一試験合格者であることが前提で、（２）～（４）の条件が必要ということだ
と思われるが、その次、第４条でまた「試験」とあるが、これは統一試験以外にまた加東市
の試験が行われるということですか。

委員

これまで、加東市の登録試験としては、実技試験（全国統一試験）と面接試験を行ってきま
した。
そして、実技試験に落ちても面接で判断して、准として登録してきました。
結局、資格を持っていない人を准という形で登録している状況です。
しかし、全国的に、資格を持った人を登録する流れになっています。
加東市でも同じように資格を持った人を通訳者として登録する方向にしたいと考えていま
す。

委員
それでは、第４条の試験とは、面接をするということですか。それとも、新に筆記試験がある
とうことですか。

委員
筆記試験はありません。ここでいう「試験問題」とは面接試験をする時の質問項目を作成す
るということです。

委員 統一試験に受かって、面接で落ちることもありますか。

委員 あり得ます。今も、実技か面接に合格すれば准として登録される内容になっています。

委員
つまり、全国統一試験にも加東市の面接試験にも合格した人が登録できるということです
ね。

委員
全国統一試験に合格して、資格者と認められている人を市の面接で落としても大丈夫です
か。

委員
やはり面接は必要だと思う。例えば、全国統一試験に合格している手話通訳者が、市外か
ら転入してこられた場合は、その通訳者と本当にコミュニケーションが取れるかどうかは面
接して初めてわかります。

委員長

兵庫県聴覚者協会は全国手話研修センターの委託を受けて、統一試験を実施していま
す。
先ほど言われたように、全国統一試験に合格するということは公的に認められた有資格者
になるということです。それを改めて市で面接をして決めるのは良いのかということですが、
ろう者にとっては、やはり、通訳をお願いする時には、その人が本当に正確に通訳できるか
は重要なことです。
どちらが良いとは言い難いですが、この件については、文言等もう少し見直してもらって、
次回に再度議論してはどうでしょう。
この改正の内容でいくと、「准手話通訳者」というものが無くなるということですよね。しか
し、今現在、名簿を見る限り、准手話通訳者は３名居られます。この人たちをどうするのか
なども含めて考えていただき、再度、議論してはどうでしょう。



委員

先ほどの説明で、准手話通訳者が通訳に行く回数は、年１～２回とのことですが、それは、
派遣できる内容が１回～２回なのか、それとも、依頼したけれど都合が付かず結果的に１
回だったのですか。
合併のとき（10年前）は、実際に動ける通訳者を確保する必要があるのと、次に目指して頑
張っている人の研修の場も保証できるということで「准手話通訳者」をつくった経緯がありま
す。
「准」をつくるかどうか色々と議論されました。
勿論、「准」なので派遣範囲を限ってということで。
今、市の登録通訳者の半数が「准」ですよね。その人たちに対するフォローをどうするのか
等慎重に丁寧に考えていけば良いかなと思います。

委員

通訳をお願いできる内容が２回です。
「准」として登録することによって、正登録の人たちと一緒に研修が受けられるということは
メリットだと思いますが、10年前と比べて手話通訳者養成カリキュラムが随分変わってきて
いて、手話通訳を学ぶ人たちの講座がかなり充実してきている状態です。しかし、更なるス
テップアップのための学習必要だと思います。
試験に受からなかった人を含め、通訳者を目指す人たちに対しての研修の機会を、今まで
とは別につくる必要はあると考えています。

委員長

若い年齢層ももっと増やしていく必要があるのかなと思いました。
また、加東市では条例ができているわけですから、手話通訳者を育てていくための力をつ
けていくことも頭に入れながら現実の内容も見つめていくことも必要だと思います。
ほかに意見はありますか。

委員

条例をスタートしてから、確かに手話の広がりを実感しています。
実際に、条例を制定する前に比べて講座の受講生が非常に増えています。一昨年から昨
年は倍に増えており、今年度も減少せずに昨年度と同数受講生がいます。確かに、時間が
あるなどにより、年配の方々が多いですが、若い人もおられます。何年かかかると思いま
すが、これから少しずつ手話の講座をステップアップしながら受けてもらうことで、手話通訳
者になってもらえるかなと思う人もおられます。長い目で養成というものを考えていく必要が
あると思っています。

委員 因みに、統一試験受験者は毎年何人くらいいらっしゃいますか。

委員 だいたい毎年３人です。

委員 そのうち合格者は何人ですか。

委員 １人です。

委員長
ほかに何かありますか。
この件については、もう少し煮詰めていく必要があるかと思いますが、事務局でもう少し煮
詰めてもらうということでいいでしょうか。

委員

通訳者と准通訳者を合わせて6人ですが、現在、たとえ年１回や２回ではあるが准通訳者
に通訳依頼があるところで、今後、准通訳者登録を無しにしても大丈夫ということでしょう
か。地元で長く手話活動している人がいます。そういった人たちはやはり必要だと思いま
す。経験を重ねていってもらえるといいのかなと思いますが。



委員

実際に、地元で長く活動しているからとか、仲がいいからとかで、資格は無くても病院など
の命に関わることや、人権に関わることの通訳に来てもらっても大丈夫ですか。
長いからとか、仲がいいから通訳を頼んでいたのは30年前の話だと思います。今は、きち
んと制度ができて、資格を持った人が通訳に行くことができる社会に変わっていると思いま
す。

委員
緊急時にその制度を利用するのは、なかなか難しいと思うのです。事前に通訳依頼できる
ものはいいが、急に通訳が必要な場合があります。このように制度と条件が合わないこと
があると思います。

委員長
通訳者というのは、はっきりと、ここからここまでが通訳というような線引きが難しいところが
ありますね。でも、加東市の通訳派遣制度について、きちんと決めていかなければいけな
いと思います。

委員 准通訳者を今すぐに無くすことは難しいような気がします。

委員長 准通訳者に通訳をお願いすることはありますか。

委員 これまでに１回か２回くらいあったような気がします。

委員 私も、これまでに１回か２回くらいありました。

委員

たぶん、まちぐるみ健診や学校の授業参観などだと思われます。
ただ、依頼があっても准通訳者の都合が悪かったら断らないといけないと思いますが、そ
れは、通訳者も准通訳者も同じだと思います。依頼はあったけど、断らないといけない場合
があって、結果的に１年に１回になったのか、依頼そのものが年に１回～２回だったので
しょうか。

委員
依頼できる内容が２回でした。それも、どちらも設置通訳士が見守り同行しての通訳でし
た。

委員
過去の記録などもあると思いますが、もう少し様子をみて、検討する必要があると思いま
す。今後、加東市に通訳を必要とされる方が転入してこられるかもしれないし、今は通訳派
遣を利用していないが関わる状況になるかもしれないですし。



委員

様子をみる期間は、これまでに十分あったと思います。「准」の登録が始まって１～２年とい
うわけではありません。
平成26年度からは設置通訳者が居ることによって登録通訳者の派遣件数は減っていま
す。
資格を持っていない人を通訳者として登録している市町はまだ少し残っていますが、統一
試験合格者を登録する方向に変わってきています。
加東市も要約筆記に関しては統一試験合格者しか登録していません。
手話は資格が無くても登録している人が居るということは、言語条例を制定していて「手話
が言語である」として進めている中で、聴覚障害者に対しての確かな情報保障が必要だと
考えます。
長く活動しているとか良い人だからとか曖昧な形ではなく、資格を持ってきちんと情報保障
ができる人を派遣したいと思っています。

委員

現在、資格の無い人が殆どで通訳を担っている市町もあって、そういうところでは、今、そ
の資格の無い人の登録を無くすと通訳派遣が成り立たなくなります。
しかし、全国的な流れとして、資格の無い人を新に登録することができなくなっているのも
わかります。
ただ、今日の資料は手話通訳者の認定要綱であって、派遣要綱とはまた別で、新に准手
話通訳者を登録しないとしても、今いる准通訳者を派遣することには特に問題は無いと考
えて良いでしょうか。

委員長 如何でしょうか。

委員
この認定要綱から准手話通訳者という言葉が無くなると、必然的に派遣要綱からも「准通
訳者」は無くなることになると思いますが。

委員
今、准通訳者を無くすことはどうかなと思います。准手話通訳者の登録が始まったのは、前
会長の時なので、これについて加東聴覚障害者協会内で話し合いたいと思います。

委員
時代的には、この要綱から「准手話通訳者」を無くす方向に行くことに間違いは無いと思わ
れますが、経過措置を設けるなど文言の整理が必要だと思います。

委員

現在、加東市の面接試験だけ合格している准手話通訳者については、３年間の面接試験
免除があり、その３年の間に統一試験に合格すれば手話通訳者として登録できるとしてい
ます。なので、准手話通訳者の登録をやめることとして、経過措置で今登録している准手
話通訳者は、その期間まではそのままにすると、新たな准手話通訳者の登録がなされない
ので、自然に准手話通訳者というものが無くなると思います。



委員長

今、全国的な状況としては、日本聾唖連盟は、聞こえない人たちの権利を守るという意味も
含めて、手話言語法をつくろうという取り組みをしています。手話通訳者も資格があるべき
だという考え方です。しかし、聾者の生活や教育環境も変わってきています。手話通訳者資
格が無かった時代に手話通訳として活動してきた人をどうするのかについて、今、各地で
悩んでいる状況です。
だから、これは加東市だけの問題ではないので、一緒にどう変えていけば良いのかを考え
ていくことが大切だと思います。
ですから、切り捨てるというような考え方ではなく、例えば、統一試験に合格できるようにど
のようにフォローしていったら良いのかなどの取り組みも考えていけたらいいかなと思いま
す。
この議事については、持ち帰っていただき、再度検討してもらうことで良いでしょうか。
それから、加東聴覚障害者協会で相談した結果を出来るだけ早目に事務局へ連絡して下
さい。

(3)来年度の予算について

委員長 今年度の予算を出していただきましたが、来年度予算について何かご意見はありますか。

委員

設置通訳者の方の給料などは入っていないと思うのですが、実際、職員として手話通訳に
行かれることが増えていると思います。手話通訳の派遣に関する費用は減ってきている
分、職員の方の負担が増えていると思いますので、その方たちの人件費についても良く考
えてあげて欲しいと思います。

委員長 ほかに何かご意見ありませんか。

委員

基本的に、地元の聾者からの依頼については地元の通訳者にお願いをしているので、設
置の手話通訳の件数がすごく増えているわけではありませんが、今後、市の行事での通訳
が増えるかもしれません。
また、要約筆記については、これまでついていなかった市の行事にも要約筆記の依頼も増
えてきているので、今後、もっと増えてくると思っています。

委員長
ありがとうございます。ほかに何かご意見はありませんか。
派遣についてのお話がありましたが、加東市の手話通訳や要約筆記の派遣依頼は、聾者
だけでなく、聞こえる人も申請できるのですか。

委員 手話通訳や要約筆記を必要とする人はどなたでも申請していただけます。

委員長
今後、聞こえる人からの依頼も増えてくるのかなと思ったので。
ほかに質問等はありませんか。

委員 まだ年度途中ですが、今年度の予算の執行については、どうですか。



事務局 概ね予算どおりの執行となっております。

委員
この推進会議で予算のことについて議論するにあたって、推進方針が決まっているわけで
すから、その推進方針に基づく形で表示していただけると議論しやすいと思います。

委員
この推進会議の委員のことですが、他市の推進会議では手話サークルの代表者が入って
いたりしているところもあるようですが、今後、委員が増えたりしますか。

事務局
今のところ、人数を増やすというところまでは考えていませんが、この推進会議の回数をも
う少し増やす方がいいのかなと考えています。

４　その他

委員長 その他、何かありましたらお願いします。

委員

今日の資料に「しゅわではなそう」というパンフレットをお配りしています。
加東市の出前講座に３種類、手話に関する講座を入れています。１つは、このパンフレット
を教材として聴覚障害者についてや、聞こえない人の暮らしや不便なことを知ってもらうた
めの内容にしています。また、加東市の応援歌、勇躍加東がありますが、これを広めること
と、手話を学ぶきっかけにすることを目的として勇躍加東を手話で歌う講座、そして、加東
市の手話言語条例についての講座があります。
今日配らせてもらったパンフレットは、加東市職員全員と、市内の小・中学生全員、そして
関係機関として加東市社会福祉協議会の職員の皆さんに配っております。他に、消防署や
公民館・図書館などにも配付しております。
あと、手話フェスタ2016のチラシについて、特に問題ないようでしたら市内の小・中学生など
多くの人に配りたいと考えています。
手話の講座に関してですが、嬉野台生涯教育センターのカリキュラムに手話っこ講座（全
10回）を加えていただいております。受講生は生涯教育センターなので高齢の方ばかりで
すが、現在28人の方が受講されています。
他に、金融機関からも講座について問い合わせをいただいていて、各支店から約70名にな
るが来て貰えるかということです。
これをきっかけに企業にも広がっていけば良いなと思っています。

委員 先ほどの予算に絡めてですが、こういう印刷物の予算は入っていますか。



事務局 入っています。

委員
加東市の出前講座で言語条例のことをお話されて、市民の方々の反応はどんな感じです
か。

委員

条例についての出前講座はまだ開催していませんが、今、入門講座を受講されている方の
半数くらいが手話っこ講座（全10回）を受講された方なので教えやすいと講師の方に言って
もらいました。
もしかしたら、そういうことが少しずつ条例の効果として出ているのかなと思いました。

委員長 手話パフォーマンス甲子園に社高校が出場するかもと聞いていましたが、どうでしたか。

委員

兵庫県からは、社高校と鳴尾高校がエントリーしました。社高校生は、非常に頑張って、兵
庫県といえば阪神・淡路大震災は忘れてはいけないことということで、その震災をテーマに
して自分たちで防災未来センターへ取材に行ったり、いろいろな人の話を聞いて一生懸命
つくりました。
私達も手話のチェックなどに行って見せてもらいましたが、非常に感動的な内容でした。
とても頑張ったのですが、少しの差で本選には行けませんでした。本選用のものもつくって
いましたのに残念です。
挑戦したメンバーは殆どが３年生だったので、大学に行っても手話を続けたいと言ってく
れ、殆どの人が看護師や介護福祉士を将来の仕事に目指していく子たちなので、手話の
できる看護師になりたいとか、手話だけでなく、聞こえない人の事などいろいろなことが学
べて良かったと言ってくれました。

委員長

ありがとうございます。本選に行けなかったのは本当に残念ですね。
それはそれとして、今頑張っている高校生が、高校生活だけで終わってしまうのではなく、
それを引き続きやってもらえるか、それも加東市の役目でもあるのかなと思っています。本
選には行けなかったけど、いろいろな経験もできたようですし、良かったと思います。

委員
社高校生も、折角つくった本選用につくり上げたものを発表する場が無いので、是非、手話
フェスタに出て発表したいと言っていますが、メンバーが３年生なので、大学受験の時期な
ので微妙です。



委員長

兵庫県の聴覚障害者の文化祭が毎年９月に開催されていますが、そこに出てもらえたら良
かったのにと残念です。
でも、高校生が手話の講座を受けて、手話パフォーマンス甲子園を目指して頑張っていく
中で、将来の仕事を決めるときに、手話を通して学んできたことを糧として考えているという
ことを聞き、すごく嬉しく思いました。
手話言語条例施行後、生活場面で、具体的にどんな変化があったかを地元の聴覚障害者
協会に方にお聞きしたいと思います。

委員

やはり、手話が広がったのは良かったなと思います。いろいろなところで皆さんが手話で話
をしてくださいます。病院や薬局で「お大事に」と手話で話をしてくださったりもします。とても
嬉しいです。
中には、手話を教えて欲しいと言われることもあります。本当に変わって来たなという気が
します。

委員
私も市役所で、「少しお待ちください」と手話で表現してくださる職員も居て、とても驚きまし
た。以前はこんなこと無かったのに、挨拶も手話で表現されたりと変わってきて良かったと
思います。

委員
市役所の職員が変わってきたと思うところで、職員の中で、今年、手話検定を受けた者が３
名居ます。結果はまだわかりませんが、少しずつですが確実に手話が職員に広がっている
と感じています。

委員長 ありがとうございます。

委員
因みに、手話検定を受ける費用とかは市で補助されていたりしますか。
例えば、他の資格を取るときに、市から助成があるのだったら、手話検定についても助成
があってもいいのかなと思いました。

委員長

今度、ある市でフォーラムをやるのですが、これを今やってほしいとかではなく、今後加東
市として取り組む際の参考になればと思います。
また、大学と市が連携して計画を立てられたりできれば良いなと思います。
ほかに何かありませんか。無ければこれで議事を終わりたいと思います。

５　閉　　会


