
別紙１ 

「かとう手話フェスタ 2016」 

◆開 催 日 平成２９年２月５日（日） 

◆開催場所 加東市滝野文化会館 

内  容（案） 

１．スケジュール 

10：00 開 会 

10：05 あいさつ（加東市長） 

10：10 審査員紹介 

10：10 Ⅰ部 グループ発表（１０組程度） 

～昼休憩～ 12：00～13：30 ロビーにて手話カフェ開催 

（加東聴覚障害者協会＆手話サークル） 

13：30 アトラクション（手話落語３席～桂福団冶一門 宇宙亭による～） 

14：30 Ⅱ部 クイズ大会（加東聴覚障害者協会＆手話サークル） 

14：45 グループ発表の成績発表及び表彰 ※全グループに賞を贈呈 

15：00 終了 

２．主催・共催・協力

主催：加東市 

共催：加東聴覚障害者協会・加東市障害者生活支援センター・加東市社会福祉

協議会 

協力：公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会・手話サークルＫＯＫＯ・加東手話

サークル色えんぴつ・手話ネットかとう 



打合せ会で出た意見 

＜内容について＞ 

・学んだ手話での発表 

・映画「ゆずりは」の上映 

・子どもたちに手話で読み聞かせ（ロビーで） 

・ミニ手話講座（あいさつなど） 

・手話クイズ（絵や文字を見せて、手話での表現が合っているか） 

例１：「大根」の絵を見せて「キュウリ」と手話表現⇒× 

例２：「雪まつり」と言えば？「北海道」⇒○ 

・手話なぞなぞ 

・ジャンケン 

・手話カフェ ※最も意見が多かった。10 月 8 日までに加東聴覚障害者協

会とサークルでやるかどうかを決定し、社会福祉課へ返

事してもらうこととなった。 

・手話ゲーム 

・手話体験 

・ろう者が中心となること（ろう者による司会 e.t.c.） 

・ろう者と手話を学ぶ人が交流できる場 

・手話すごろく 

・手話かるた 

＜運営等について＞ 

・審査は無いほうが良い 

・手話歌は、ろう者が審査しにくい 

・小・中学校にＰＲする 

・企業等にも呼びかける 

・サークルも運営に携わる 

・２Ｆ席からは舞台の手話が見えない（舞台の上にライブ映像など） 
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かとう手話フェスタ2016費用一覧

内容 金額（単位：円） 備考

報償費 375,000 アトラクション謝礼含む（200,000円）

需用費 170,000 発表者賞品、ポスター印刷、その他雑費

施設使用料 144,000 会場使用料

合計 689,000
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別紙２

○加東市手話通訳者等認定要綱

平成１８年３月２０日

告示第７７号

改正 平成１９年１０月１９日告示第６７号

（題名改称）

平成２１年７月７日告示第５４号

平成２４年１０月５日告示第７５号

（趣旨）

第１条 この告示は、加東市手話通訳派遣等事業に係る実施要綱（平成１８年加東市告示第

７４号）により、市の手話通訳者及び准手話通訳者（以下「手話通訳者等」という。）を

登録するため、認定に必要な方法及び基準を定めるものとする。

（平１９告示６７・一部改正）

（認定）

第２条 市長は、加東市手話通訳派遣事業において依頼する手話通訳者等を登録しようとす

るときは、資格審査の上、認定の可否について選考試験を実施しなければならない。

（平１９告示６７・一部改正）

（資格）

第３条 前条の選考試験についての受験資格は、次の基準を全て満たしている者とする。

(1) 手話サークル、手話講座等の手話経験が３年以上の者

(2) 聴覚障害者福祉、言語障害者福祉に理解及び熱意のある者

(3) 満２０歳以上の者

（平１９告示６７・平２４告示７５・一部改正）

（加東市手話通訳者選考審査委員会の設置と職務）

第４条 手話通訳者等を選考するため加東市手話通訳者選考審査委員会（以下「審査委員

会」という。）を設置し、その職務は次に掲げる事項とする。

(1) 試験実施要領の作成

(2) 受験者の資格審査

(3) 試験問題の作成

(4) 試験の採点

(5) 合否の意見具申



（平１９告示６７・一部改正）

（審査委員会の構成）

第５条 審査委員会は、次に掲げる者で構成し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会から推薦された者 １人

(2) ひょうご通訳センターAランク登録通訳者 ２人

(3) 加東聴覚障害者協会から推薦された者 ２人

(4) 加東市福祉事務所職員 １人

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

２ 委員の任期は、選出されてから登録者を市長が承認する日までとする。

３ 審査委員会の委員長は、委員の互選により選出する。

（平２１告示５４・平２４告示７５・一部改正）

（試験の実施及び合否決定）

第６条 選考試験日は、市長が必要と認める臨時実施とし、試験合格者は、審査委員会での

具申により市長が合否決定する。

（登録）

第７条 市長は、合格通知を発行し合格者を登録する。同時に加東市登録手話通訳者（准手

話通訳者）証（別記様式）を発行する。

（平１９告示６７・一部改正）

（事務局）

第８条 審査委員会の事務局は、福祉事務所内に置く。

（平１９告示６７・一部改正）

（その他）

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成１８年３月２０日から施行する。

附 則（平成１９年１０月１９日告示第６７号）

この告示は、公布の日から施行する。

附 則（平成２１年７月７日告示第５４号）

この告示は、公布の日から施行する。

附 則（平成２４年１０月５日告示第７５号）

この告示は、公布の日から施行する。
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○加東市手話通訳者等認定要綱 （案）

平成１８年３月２０日

告示第７７号

改正 平成１９年１０月１９日告示第６７号

（題名改称）

平成２１年７月７日告示第５４号

平成２４年１０月５日告示第７５号

（趣旨）

第１条 この告示は、加東市手話通訳派遣等事業に係る実施要綱（平成１８年加東市告示第７

４号）により、市の手話通訳者及び准手話通訳者（以下「手話通訳者等」という。）を登録

するため、認定に必要な方法及び基準を定めるものとする。

（平１９告示６７・一部改正）

（認定）

第２条 市長は、加東市手話通訳派遣事業において依頼する手話通訳者等を登録しようとする

ときは、資格審査の上、認定の可否について選考試験を実施しなければならない。

（平１９告示６７・一部改正）

（資格）

第３条 前条の選考試験についての受験資格は、次の基準を全て満たしている者とする。

(1) 兵庫県手話通訳者認定試験（全国統一試験）合格者

(2) 手話サークル、手話講座等の手話経験が３年以上の者

(3) 聴覚障害者福祉、言語障害者福祉に理解及び熱意のある者

(4) 満２０歳以上の者

（平１９告示６７・平２４告示７５・一部改正）

（加東市手話通訳者選考審査委員会の設置と職務）

第４条 手話通訳者等を選考するため加東市手話通訳者選考審査委員会（以下「審査委員会」

という。）を設置し、その職務は次に掲げる事項とする。

(1) 試験実施要領の作成

(2) 受験者の資格審査

(3) 試験問題の作成

(4) 試験の採点
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(5) 合否の意見具申

（平１９告示６７・一部改正）

（審査委員会の構成）

第５条 審査委員会は、次に掲げる者で構成し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会から推薦された者 １人

(2) ひょうご通訳センターAランク登録通訳者 ２人

(3) 加東聴覚障害者協会から推薦された者 ２人

(4) 加東市福祉事務所職員 １人

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

２ 委員の任期は、選出されてから登録者を市長が承認する日までとする。

３ 審査委員会の委員長は、委員の互選により選出する。

（平２１告示５４・平２４告示７５・一部改正）

（試験の実施及び合否決定）

第６条 選考試験日は、市長が必要と認める臨時実施とし、試験合格者は、審査委員会での具

申により市長が合否決定する。

（登録）

第７条 市長は、合格通知を発行し合格者を登録する。同時に加東市登録手話通訳者（准手話

通訳者）証（別記様式）を発行する。

（平１９告示６７・一部改正）

（事務局）

第８条 審査委員会の事務局は、福祉事務所内に置く。

（平１９告示６７・一部改正）

（その他）

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成１８年３月２０日から施行する。

附 則（平成１９年１０月１９日告示第６７号）

この告示は、公布の日から施行する。

附 則（平成２１年７月７日告示第５４号）

この告示は、公布の日から施行する。

附 則（平成２４年１０月５日告示第７５号）

この告示は、公布の日から施行する。



公布 ・ 施行 日について



加東市手話通訳者証交付簿

交付番号 氏　　　　名 登録区分 交　付　日 返　還　日 備　　考

1
鳥　越　月　美
（上　田　月　美）

手話通訳者 平成20年4月1日 （H20.2.13准登録）

柳　下　久　枝 准手話通訳者 平成20年2月13日 平成28年3月31日 手話通訳者へ

芹　生　摩　紀 准手話通訳者 平成21年4月1日 平成25年3月31日 手話通訳者へ

2 東　合　雅　代 准手話通訳者 平成23年4月1日

3 芹　生　摩　紀 手話通訳者 平成25年4月1日

4 柳　下　久　枝 手話通訳者 平成28年4月1日

5 平　松　千　百　美 准手話通訳者 平成28年4月1日

6 伊　東　　郁 准手話通訳者 平成28年4月1日
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＜参考＞ 別紙３
Ｈ２８予算書

内容 金額（単位：円） 備考

手話通訳者選考審査委員会 160,000 委員報酬

手話通訳・要約筆記等派遣 670,000 派遣費、交通費、講師謝礼（現任研修）

手話通訳者養成講座 510,000 ２市１町で開催（西脇、加東、多可）

手話通訳者・要約筆記者助成 210,000 研修費助成、検診等助成

手話施策推進会議 164,000 委員報酬等

手話イベント 689,000 審査員謝礼、会場使用料、賞品代等

その他雑費 1,896,000 講座講師謝礼、消耗品等

合計 4,299,000


