
（別紙） 「平成２８年度　第１回加東市手話施策推進会議」　会議の経過
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（１） 平成27年度加東市手話施策推進方針の実施状況について

実施状況の「課題・今後の方向性」の目標人数で現状からすると合わないところが多くありま
す。
まず、P2の「夏休み手話教室」の現状参加人数が19人で平成29年度末目標人数が30人/年
とありますが、トータル人数の間違いではないでしょうか。
他に「手話を学んだ人のための特別講座」、P3の「出張ミニ手話講座」、「かとう手話っこ講
座」、「出張かとう手話っこ講座」、P4の「手話奉仕員養成講座（入門課程）」、P5の「市職員研
修」、「手話奉仕員養成講座（基礎課程）」、P6の「全国手話検定試験対策講座」も平成29年
度末までのトータル人数ではないでしょうか。

会　議　の　経　過　/　発　言　内　容

ほかに何か質問・意見はありませんか。

出演者は何人くらいですか。

１５０人くらいです。

実施状況のP2「手話を学んだ人のための特別講座」の講師のお名前を教えてもらえますか。

　これは、県に講師派遣依頼をして、兵庫県聴覚障害者協会の嶋本さんに来ていただきまし
た。
各講座でも直接、聴覚障害者から話を聞いてもらいたいが、予算や人材等で出来ない講座
もあります。しかし、手話通訳者が知識として知っていることを話すのと、当事者から話を聞く
のとは全然違うので、この特別講座を企画しました。
　「かとう手話っこ講座」では最終回に、ろう者に来て頂き、話をしてもらっています。ですか
ら、直接ろう者から話を聞いていない人たち、つまり、「ミニ手話講座」や「市職員研修」を受講
した方に呼びかけて受講してもらいました。

推進委員でもある嶋本さんに依頼したことは間違いではありませんが、まずは、市内在住の
聴覚障害者の話を聞いてもらう機会を作ってほしいです。

事務局の説明に対して意見はありませんか。

３６０人余りです。手話を学んだ人の出演であったことから、その人たちも入っています。

ご指摘ありがとうございます。平成２９年度末までのトータル人数を年間目標人数に修正させ
ていただきます。

手話フェスタのときの参加者数は、およそ何人くらいでしたか。
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放送時間はずっと変わって、市の広報紙に番組表が載っています。

例えば、手話の番組だけ加東市のホームページに載せたりは出来ますか。

現在、ケーブルテレビで放映した「伝の助　手話ワンポイントレッスン」をホームページで公開
しています。加東市ホームページのＴＯＰページにあるバナーをクリックしてもらうとワンポイ
ントレッスンのページに飛びます。

再生回数などはチェックしていないのですか。

特にチェックしておりません。

ほかに何か質問・意見はありませんか。

「ミニ手話講座」などの講座は、手話について学ぶ場で、手話に触れ合い、手話が言語であ
ることを実感してもらい、簡単な挨拶ができるようになること等が目標となっていることから、
そういう意味では、手話フェスタでの発表は良かったと思いますが、「触れ合い」というところ
をもう少し出しても良かったのかなと思いました。次年度の開催については、発表だけでなく
参加されているチーム同士の交流なども取り入れていくのも良いのではと思いました。

手話フェスタのことについてのお話でしたが、それは、P1の「条例施行記念イベント」のことで
すか。

はい。そうです。

そのイベントについて、もう少し詳しく聞きたいです。参加人数だけでなく、どういう内容で開
催したかなどの記載があったほうが良いかなと思います。

一週間ずっと再放送されています。

この実施状況全体についてですが、活動評価の指数の殆どが参加人数や開催回数など数
字ですね。勿論、手話の普及ということに関しては、数字も重要だと思いますが、内容として、
例えば、理解を深めるとかの内容については数字で良いのかどうか疑問を持ちます。
イベントや講座の開催後にはアンケートをとられていると思いますが、そういうアンケートの内
容を評価に入れるなど、今後検討していただけないでしょうか。勿論、それを指標とするには
難しいかもしれませんが、数字だけではどうかなと思います。
イベントの開催などについても、たくさんの人が来られたのは成功といえば成功かもしれませ
んが、終わった後で、内容に関していろいろなところで話を聞いて、それを評価するという作
業もある方が良いように思いました。

「かとう情報ＢＯＸ」これはケーブルテレビですよね。これは何度も見れますか。それとも１回き
りですか。講演など１回きりで見れないですか。

でも、仕事などしていると、ずっと見れないのですか。
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この１年間の実施に当たり、素晴らしい内容で、行政の方、設置通訳者の方、地元の聴覚障
害者協会の方も本当に大変だったと思います。幾つか確認させていただきたいのですが。

P2の「手話を学んだ人のための特別講座」は、嶋本さんがお越しになってお話をされたという
ことですが、昨年１０月の会議の時に頂いた資料には予定になかったと思うのですが、これ
は、途中で市職員や市民から特別講座を開いてほしいという要望があったのでしょうか。

ほかに何か質問・意見はありませんか。

いろいろな企画をしていただいてありがたいと思いますが、残念に思うことがあります。聾唖
者と交流をする機会が本当に少ないです。テキストに沿って日本語対応手話みたいなもの。
つまり、聞こえない方が使う自然な手話とは違うものを教えるだけでなく、生の聾者の手話を
見せるほうがいいのではないかと思うのです。聞こえない人が手話フェスタで、手話を学んだ
人に会ったので、手話で話をしたが通じなかった。手話を勉強した方が聞こえない人の手話
を読み取れなかったようです。聞こえない人は、がっかりされたようです。日本語対応手話を
学んだので、なかなか伝わらなかったのだと思います。なので、イベントを開催するときに、人
と触れ合うという内容をつくっていただければ良いなと思います。

本来なら各講座で聴覚障害者から直接、聞こえないことについてお話を聞くのが一番良いと
思っています。しかし、講座の数が多く、地元の聴覚障害者協会の方に毎回講師に来ていた
だくには、予算の関係と、講師の人数が足りないこともあって、平成２７年度は、聴覚障害者
にお願いできていません。なので、聴覚障害者の暮らしや困ったことをテーマに話を聞いても
らう機会をつくりました。実際にどんなことで困っているのかを直接当事者から聞くのは、設置
通訳者が知識として話をするのとは全然違うと思います。１回だけでは足りないとは思いまし
たが取り入れさせていただきました。要望があった訳ではありません。

ありがとうございました。そうしましたら、この特別講座開催にあたっては、手話講座を受けら
れた方や市職員に告知、呼びかけされたということですか。

そうです。加東市で開催した講座を何らかの形で受けられた方にお知らせをさせていただき
ました。

ほかに何か質問・意見はありませんか。

是非、チェックされたら如何でしょう。そうすれば、評価も出てくると思います。

ありがとうございます。

ケーブルテレビの手話ワンポイントレッスンは月に４週放映されていますが、そのうち隔週で
しか手話通訳が付いていません。また、加東情報ＢＯＸの放映に隔週でしか手話通訳が付い
ていません。これはおかしいと思います。全ての放映に手話通訳を付けてほしいです。

６月放映分からは、全て手話通訳を付けて放映する予定にしております。

わかりました。ありがとうございます。楽しみに待っています。

ほかに何か質問・意見はありませんか。



委員

委員長

委員

委員

委員

委員

委員

委員長

委員

委員

委員長

そのとおりです。

ほかに何か質問・意見はありませんか。

手話っこ講座では、最終回に１回だけですが、聞こえない方に来ていただいて学んだ手話で
交流をする機会をつくっています。しかし、ミニ手話講座は、全３回の講座なので、聞こえない
方に来てもらって交流するところまではできていません。今後は、ミニ手話講座にも聞こえな
い方と交流する機会をつくりたいとは思っています。ただ、ミニ手話講座を受けたから日本語
手話ができるかといえば、それは難しいと思います。

Ｐ10の統一試験対策講座の合格者、過去３人とありますが、加東市内の合格者が３人という
ことですか。

もうひとつ質問です。インフルエンザ予防接種の助成の事で、登録通訳者だけに助成すると
のことですが、それは準登録者は加東市の登録試験に合格した者ではないという意味でしょ
うか。これまでは準登録通訳者もインフルエンザの予防注射を受けられたと思うのですが、
変更になった点をお聞きしても良いですか。

ほかに何か質問・意見はありませんか。

P4、出張手話っこ講座の開催場所に㈱ドトールコーヒーとありますが、これは、特に聴覚障害
者が就労されている企業とかという意味ではなく、企業から申込があって実施したということ
でしょうか。

企業の方から申込がありましたが、申込をいただいた経緯としては、聴覚障害の方が転勤で
こちらのほうに来られるということになって、少しでも対応できるようにと申込されたようです。

実際に、准手話通訳者に病院での通訳をしていただくことは、基本的に無いと思っています。
通訳のために病院へ行くことが無いのであれば必要ないと考えます。

事務局から説明がありましたが、何か質問・意見はありませんか。

准手話通訳者が病院関係で通訳することが無いのは、派遣要綱にも記載されていると思う
のでわかりますが、冬場に医療機関以外で通訳をする場面はあると思います。
病院へ通訳に行かないからインフルエンザにかからないという考え方よりは、冬場に外に出
て活動するということがあれば同じことだと思うので、手話通訳活動をするのであれば、登録
者と同じようにインフルエンザの予防注射を受けて、万全な態勢で臨むという方向で考えてい
ただきたいと思います。

(2) 加東市手話施策推進方針（案）について
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これは、あくまでも（案）であって、決定した内容ではなく、これをたたき台にして相談させても
らう場がここだと認識しています。

消防署の人が手話講座を受けたというようなことは、あまり聞かないのですが、消防署との
つながりはありますか。前に救急車のお世話になったことがあり、そのときに救急隊員が聞こ
えない人の対応に困っている様子でした。たまたま、その場に手話のできる人が居たお陰で
安心して病院に行くことができましたが、出来れば、消防隊員さんに直接手話で対応してもら
えたら良いなと思いました。なので、消防士さんたちに対しても手話講座を開いていただけた
らなと思います。

この推進方針（案）は、昨年度初めて策定させていただいており、昨年度の実施状況等を踏
まえて内容を変更や追加したものです。今年度、実施できたら良いなと思う内容を載せてい
ます。要望書への回答はまだ届いていないと思いますが、この推進方針（案）は要望書への
回答とは別と考えていただけると有り難いです。

この推進方針（案）は、行政で決めて作ったものですか。この内容は、推進会議で決めるべき
ものだと思うのですが、如何でしょう。

平成26年に、加東消防で１回だけの簡単な手話講座をしました。それと、平成27年度に今年
度も消防署に対して講座を開催してほしいというお願いはしています。ただ、北播磨消防にな
り、加東市だけではなく加東、西脇、加西、多可の４つの地域を一括して指令本部が置かれ
ているので、加東市だけで開催するのは難しいと話されていました。消防の方と聞こえない人
との合同訓練をしたいというお話はさせていただいていますが、実現していない状況です。

ほかに何か質問・意見はありませんか。

４月２５日に市長に要望書を提出しましたが、まだ回答がありません。しかし、推進方針（案）
に要望書に対する回答と思われる内容がありますが何故でしょう。

これについて回答をお願いします。

それでは、この案以外にも私達が考える案をこの場で出しても良いということですね。わかり
ました。

ほかに何か質問・意見はありませんか。

教育の場に手話を取り入れるとありますが、どういったことでしょうか。

回答をお願いします。

保育園や小学校、中学校で総合学習など色々と福祉について学習する機会が設けられてい
ます。その一部として、手話通訳者などを派遣して、勉強してもらう場をつくりたいと考えてい
ます。
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地元の聴覚障害者協会の方々が、学校などへ行って教えられていますよね。これを引き続き
続けていってもらえると良いなと思います。

ほかに何か質問・意見はありませんか。

この推進方針（案）を頂いたときに、昨年度に（案）を出されたときと同じだなと思いました。是
非、打合せの段階から地元聴覚障害者団体、関係団体を交えての検討を、と昨年度の会議
でも出ていたと思います。そうすれば、この会議の場で異論が出ることはないと思います。手
話の普及のひとつに手話講座がありますが、これについても今年度どうするかということ等を
提案された上で進めてほしいです。時間が無いとか、予算の都合でとかあると思いますが、
出来れば聾者を入れた上で（案）の企画を練って、できる範囲のことを進めていくという基本
に戻ることが大事ではないかと思います。
（案）ありきで、動けるスタッフが動くのでは、スタート自体が違うと思います。
新たな手話講座も増えているように思うのですが、そういったことも他の方から聞いており、
既に話が広がっているのではないかと思います。ここで「（案）だから決まっていないんです」
と言われても、決まっていないのに講座がひとり歩きしているのではないかなと思うので、手
話の普及についても一から検討して進めていくべきではないでしょうか。

手話フェスタの実施について、１回で終わることはないと思っていますが、この実施について
も推進会議だけでは到底時間は足りないと思います。昨年度も事前にある程度話し合いをし
て開催されました。ただ、前回の手話フェスタは交流を目的としたものではなく、発表が中心
だったと思います。手話を学ぶ者同士が手話発表をして、評価されて終わった。３位に入賞
できなくても頑張った。それはそれで良いと思いますが、それで終わりというのも残念かなと
思いました。
手話を学ぶ人・聴覚障害の人お互いが触れ合う時間も含めた手話フェスタを開催してほしい
と思います。
ろう協とサークルで考えた加東市の未来についてや、夢を語ったりしてまとめたものを昨年の
２回目の推進会議で出させていただきましたが、やはり、１日楽しく交流するとか、手話会議
のようなことがあれば良いなと思います。発表者からも市民と交流したいという意見も出てい
ますので、これらのことを踏まえてフェスタを検討していく方向で進めていければと思います。

この意見に対して回答をお願いします。

手話フェスタに関して、今年度は福祉まつり等と合同で開催しようかと考えています。その場
で昨年度と同じような発表もありきで、交流なども出来れば良いかなという風に思っていま
す。勿論、開催するにあたって、事前の打合せ等もさせていただこうと思っています。

福祉まつりと一緒にするということは、決定されたことですか。

これは、社会福祉協議会から、これまでも開催してきました福祉まつりの費用の面、応援人
員の不足などから市と一緒にやって地域の福祉のまつりを一緒に盛り上げてもらえないかと
いう要望がありました。社会福祉協議会と市、それぞれ持っている事業を相互に助け合えれ
ばということで、市の開催する手話フェスタ、認知症講演会と社会福祉協議会の開催する福
祉まつりを一緒にやろうと、今、進めてもらっています。
先ほど、ご意見にありました手話フェスタの中で聾者との交流を深める場も設けていこうと考
えているようです。昨年度の手話フェスタでは発表を中心に開催されましたが、次は、その中
にふれあいの場を含めるか、若しくは別の日に設けるなども含めてご検討いただいて、福祉
まつりを市と社会福祉協議会とで一緒にやることに賛同いただければと思います。
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聾者の方が触れ合える機会を持つイベントを手話フェスタと言うのであれば、それは手話フェ
スタで良いと思います。ただ、あの発表会を、地域の福祉を盛り上げる中で一緒にさせてほし
いということで、福祉まつりに組み込めないかと言われています。手話のイベント日をつくると
いうことでしたら、別につくることも良いことだと思いますが、あの発表会を地域の福祉の皆が
集まるところで開催したい、見せたい、一緒に盛り上げたいという意味で声かけがありまし
た。それは、そんなに悪いことではないと考えましたので賛同して進めていこうとしているとこ
ろです。

これまでも福祉まつりで手話劇をしたりした経緯はあります。だから、それと同じようなことに
なるような気がします。ボランティアサークルや団体が加入している福祉まつりなので、他の
団体も発表します。そうなると、手話だけにはならないと思います。そういう意味では、加東市
が手話言語条例に基づいて手話フェスタを開催するほうが目的に合っていると思います。福
祉まつりの集客をどうするかについては、また検討していけばいいことだと思います。

皆さんのご意見が手話フェスタを別でする方が良いとのことでしたら、もう一度検討しなおす
ことにさせていただきたいと思います。

よく分かりますが、手話フェスタには、加東市内の障害者だけでなく、三田市や豊岡市からも
来て下さっていました。それが、福祉まつりの中に入ってしまうと聴覚障害者の方は参加しな
いと思うのです。それは望ましくないことだと思います。
それと、触れ合いという詰めた話はまだですが、聴覚障害の人が発表会だけを見て、あれで
終わりというスタイルは、如何なものでしょうか。手話歌があったり、劇があったり、それを見
るだけではなくて交流する、手話を習った人たちと聾者が手話を使って触れ合うというような
場面があってこそ、手話フェスタがもっと魅力的になると思うのです。そのためには、福祉ま
つりと一緒では、そういう企画は難しくなると思いますし、聴覚障害者中心にならないと思い
ます。やはり、聴覚障害者メインの手話フェスタにしていただきたいです。

どうでしょう。これに対して如何ですか。

昨年度、開催した手話フェスタのメインイベントは発表会でした。そもそも、発表会を手話フェ
スタと言われているのか、それとも手話を使っての触れ合いを手話フェスタと言われているの
かがはっきり分からないのですが、今、社会福祉協議会からは、あれだけ魅力ある人を集め
るイベントを一緒にやってほしいというのも要望の一つであって、ああいう発表会を福祉まつ
りの中で一緒にやってほしいというお願いでありますが、意味が違っていますか。

このことについて何かご意見ありませんか。

福祉まつりと手話フェスタは別ものだと思います。皆が触れ合う場と、この手話フェスタは別
だと思います。福祉まつりと手話フェスタが一緒にとなると、福祉まつりの担当になると手話
フェスタへの参加ができないなど動ける人が減ると思います。ひとつのグループのメンバーが
分かれてしまうわけですよね。そうではなく、皆がどちらも楽しみたいと思います。
それに、手話フェスタは、手話というものをメインにして、手話での交流、手話普及ということ
で開催しているものだと思います。

いかがでしょうか。
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夏休みの子ども手話教室が非常に面白いなあと思っています。昨年度も行われていて、参
加者が１９名とのことですが、これの広報はどうされていますか。学校や教育委員会との連携
などどうされていますか。

昨年度は、学校や教育委員会と連携はしていませんでした。市の広報紙とホームページで募
集しています。

来年度すぐということではないですが、一応この推進方針というのは３年間を目処に考えよう
ということですよね。それ以降のことかもしれませんが、連携というのは、ただ福祉が一手に
引き受けてするのではなく、福祉からできるだけ脱却して、それを市がやる。大変なことかも
しれませんが、教育委員会と連携し、学校教育の福祉学習のなかで手話に関する学習をす
るから指導に行くだけでなく、それを契機にして「この夏に子どもたちのために手話をやろう」
ということで学校と市と教育委員会が連携して何かやることも良いと思います。本来、手話言
語条例というのは福祉を超えた市民の言語の問題です。ただ、なかなか加東市だけでは資
源の問題もあると思いますし、先ほど消防署の話もありましたように、西脇市、加西市や多可
町との連携を模索するのも良いと思います。
手話フェスタも、加東市だけの問題じゃなく、色々なところでトライするのであれば、もう少し広
げた連携をしながら何かイベントを開催するということも良いと思います。
連携をいろんな形でやってみるというのも、ひとつ今年度の目標にしていかれては如何でしょ
う。

ほかに何か質問・意見はありませんか。

手話で本の読み聞かせなんかはどうでしょう。図書館は子どもたちが集まるところですから、
桃太郎などいろいろな物語を聞こえない人が手話で表して、それを見ていただくというような
場面もあったら良いかなと思います。それを見て子どもたちに手話に興味を持っていただけ
ればいいと思います。

今おっしゃったことは、前から出てたことですが、それを手話フェスタのなかでやってもらって
も良いかなと思うし、聞こえない子どもたちも皆と伸びたらいいと思います。今後、アイデアを
活かして、手話フェスタや、将来を担う子どもたちを中心に市民が触れ合えるんじゃないかと
期待を持っています。

私自身は、残念ながら昨年度の手話フェスタを体験していないので様子がつかめないところ
もありますが、必ずしも昨年度と同じようなことをするだけが手話フェスタではないと思いま
す。もし、集客力のために手話の発表が必要であれば、福祉まつりに少し取り込んでも良い
のではと思います。ただ、やはり今回、聾の方が集まってよかったなという内容のものは、た
とえ規模が縮小しても「手話」と打ち出したものを開催していただけると有り難いなと思いま
す。実際発表されている方の中でも本当に聾の人との交流を考えて手話をされている方ばか
りではないかもしれません。補完的なことはそれでもいいと思うのですが、やはり、聾の人が
本当に楽しめ、県から本当に注目されるようなイベントを開催していただきたいという気持ち
はあります。

ほかに意見はありますか。



委員

事務局

委員長

委員長

５　閉　　会

委員長として、この推進会議を１年に２回開催するだけでなく、地域の聞こえない人のことな
どについて、サークルや社会福祉協議会、市の方々が集まって話ができるような日を設けて
いただけたら嬉しく思います。手話フェスタの開催についてもそうです。いろいろな人の話を
聞くことは大事だと思いますので、その辺りも含めて検討をお願いします。
以上で終わらせていただきたいと思います。

予算については、手話だけに特化した予算ではありませんが、意思疎通支援事業全体とし
て、昨年度よりも増額して計上しています。
推進会議につきましては、今年度は２回の開催で考えていますが、来年度以降については
検討していければと思います。

この辺りでこの加東市手話施策推進方針（案）についての質問・意見を終わりにしたいと思い
ますが、良いでしょうか。

今年度の手話施策推進会議や事業に関する加東市の予算ですが、どうなっていますか。
予算が無いと動けない部分もあると思うし、ギリギリのところでされていると思うのですが、予
算がどのように立てられているのか気になります。
それから、これも予算の都合もあるかと思いますが、この推進会議は年２回開催されていま
すが、年２回だと、前年度の事業報告と少し話をするだけでも結構時間が掛かります。今年
度も２回目を１０月頃に開催するとしても、すぐに１年が終わり、すごく寂しい気がします。そ
れで、是非、煮詰めるためのたたき台をつくる段階で関われるような機会と、推進会議そのも
のの回数を増やしてほしいと思います。会議の回数が増えれば、１年ごとの計画だけではな
くて、過去５年間の活動状況や、１０年後にこんなになっていたらいいねというような話し合い
も出来るかと思います。

４　事務連絡等


