
（別紙） 「平成２7年度　第2回加東市手話施策推進会議」　会議の経過
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手話奉仕員養成講座とか手話奉仕員、基礎課程、入門課程なんですが・・・。講師は地元の
聴覚障害者協会の方に依頼されています。聴覚障害の方が入っていることが、内容にあれ
ばいいかと思いました。
それ以外にも、聴覚障害者協会・地元手話サークルの協力みたいな文言がないんですが。
その文言がしてないからないのか、依頼自体がなかなかそこに向かってないのか。手話言語
条例の推進なんですが、聞こえない人の存在も見えてこないので、そのあたりちょっと疑問を
持ってるんですが。

会　議　の　経　過　/　発　言　内　容

是非、載せていただくようにお願いします。ほかに何か御意見ありますか。

この資料は９月末現在で作成しています。10月以降確実に実施するものでも、９月末時点に
は実施していないので、△としています。ただ、本日までに実施対応できた分は説明をしまし
た。

わかりました。

市主催イベントに手話通訳をつけるところで、実施イベントの例として、花火大会、夏のおど
り、伝の助マラソンと予定も含めて書かれています。これは楽しいイベント系の行事ですが、
例えば福祉系の大会とか今後あるでしょうか。成人式とか、市主催の行事については、もう
既についているとか、通訳をつける動きはありますか。

人権フェスティバルについては、条例施行前から手話通訳を担当課でつけています。今後で
きる限り、市主催については通訳をつけていきたいと思いますが、担当課との調整、また担
当課の意識がそこまで至ってないこともあり、実現していないイベントもたくさんあります。今
後は、できる限り市内、市の事務局の意思統一を図り、通訳をつけていきたいと思います。

来年２月11日に耳の日の集いのような、イベントの話がありましたが、それに対しては、社会
福祉課と社会福祉協議会、加東の聴覚障害者協会、手話サークル等、合同で開きたいと思
います。市民に手話を普及するため、理解してもらうため、内容は例えば講演や手話とは何
か、手話体験とか、そのようなイベントをしたいと思いますが、どうでしょうか。

イベント内容については、たたき台はありますが、予算の関係で提示できないので、この場で
意見を伺いたいと思います。今後、できる限り対応したいと思います。

説明に対して質問、意見がありますか。

実施の評価で〇、△とあるんですが、市職員新人研修と手話奉仕員養成講座入門課程が△
になっています。この理由を教えていただきたい。

手話奉仕員養成講座については、地元ろう協の聴覚障害者の方に、2講座の講師をお願い
をしています。この件については記載が漏れていますので、今後、記載したいと思います。講
座部分についても、今後できる限り地元の聴覚障害者協会の皆様に協力をいただいて進め
ていきたいと思っています。
今年度については、まずは市で実施をしていますが、次年度以降、皆様の御意見をいただき
ながら進めていきたいと思います。よろしくお願いします。

１　開　　会

４　議　　事

２　あいさつ

（１）平成27年度加東市手話施策推進方針実施状況について
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今の話はとても大事な話です。加東市の条例や地域の聴覚障害者協会のことでもあります。
学校にお任せだとか学校や教育委員会に言ってるとかではなく、推進委員会とは別に、市と
してどうしていくのかという、組織としてはどうするかということで協力願いたいです。

伝の助手話ワンポイントレッスンがありますが、伝の助は子供に人気はあるものの、表情が
出てこないので見ていてわからない。やはり生の手話を出すほうがいいと思いますが、どうで
しょうか。

伝の助手話ワンポイントレッスンは、多くの方、特に子供たちに興味を持ってもらうきっかけと
して放送をしています。今後、地元聴覚障害者協会の皆さんにも出ていただき、もう少し高度
に勉強してもらう番組等も考えたいと思っていますが、まずは興味を持ってもらうきっかけを
踏襲してやっていますので、ご理解をいただきたいです。

かとう手話っこ講座の受講生がバッジをもらうとありますが、目的が何なのかを説明してくだ
さい。バッジが欲しいから手話っこ講座を受けているのかと思って。そのあたりを聞きたいで
す。

昨年度までは各小・中学校から直接手話サークルや社会福祉協議会、または加東聴覚障害
者協会へ直接連絡をいただいて、授業をされていたと聞いています。今年度については、一
旦は加東市の教育委員会にこういう授業をしたいと申し入れをしてほしいと言っています。教
育委員会から各学校に周知がされていると思っているんですが、現場の先生方については
以前と同じ形で依頼をされてる場合もあると思います。

従来は社会福祉協議会に派遣依頼が入って、地元ろう協の都合を聞いて、それに合わせて
サークルの人で日程調整するとの流れがあったと思うんですが、それはどうですか。
今回、学校からの依頼が教育委員会を通してということなんですが、それを申し合わせたと
いうか協議した、話し合いを持ったということはなかったと思うんですけど。これはこういう方
針でという説明は…。

関連してなんですが、委員が言われた事は、サークルに直接依頼があり、聞こえない人が
行ってないのではないかということではないですか。例えば、社、東条中学校については、そ
ういう場合があるということではないですか。

聞こえない人は行っていないというか、何かサークルから行ってるっていうようなことを聞いた
ということです。

学校に方針がありますので、そういうことはできないと思っています。現実的に学校の先生
が、どこへ頼んだらいいかわからないという声もあり、去年はどうだったという引き継ぎだけで
実施していることもあります。正規ルートとして市の教育委員会を通じて社会福祉課に依頼を
いただくと、加東聴覚障害者協会の方と連絡等し、設置通訳者と一緒に受け付けができるこ
ともありますので、そういう方法もあるということをお示ししています。

今、２月11日とか具体的な日程が出たんですが。それはまだ決まっていないのですね。

一応の案として２月11日で考えているんですが。会場使用の関係で、仮予約をしています。こ
れについても予算が通らないことには動けないので、まだ内々の状況です。

今まで中学校、小学校、例えば社中学校、東条中学校から依頼がありました。滝野中学校か
ら依頼がないんですが、ボランティアでサークルに依頼してるのか、よくわからないです。滝
野中学校も福祉関係で勉強したいことがあれば、社会福祉課に連絡を入れてほしいと思い
ます。
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ミニ手話講座は、今年度はろう講師がいないんですが、手話っこ講座10回は、最終回に地元
ろう協の方２人にミニ講演と交流をしてもらう予定です。来年度からは、地元ろう講師の参加
をお願いしています。負担が大きいので、少しずつ増やしていくとの要望もあるので、ろう講
師の回数を増やそうと思っています。今年度、ミニ手話講座、手話っこ講座、職員研修も含
め、受講した方を対象に講座を開き、直接聴覚障害の方の暮らしなどを聞いてもらう機会を
つくろうと思っています。
手話っこ講座の中での聴覚についての理解についても、入門講座、基礎講座、手話通訳Ⅰ、
Ⅱについてはテキストやカリキュラムがあるんですが、ミニ手話３回・手話っこ10回はないの
で、探りながらだったんですが、実際の講座後に報告、感想を見ると、理解できたかなと思え
る部分が結構あります。当事者である聴覚障害の方から話を聞くのは大事だと理解してるの
で、今後やっていきたいと思っています。

次年度にろうの方と一緒に…との話が聞けたので、安心しました。地元ろう協の意見を聞き
ながら進めていかれたらと思います。

市主催イベントについてです。夏の盆踊りに手話通訳がついたとあるんですが、どういうこと
ですか。参加してなかったので。

市長挨拶の時に横で通訳をしました。踊りの通訳をしたわけではありません。

別のイベントで、毎年７月の平池公園での発表会に手話通訳がついたら…と思います。子供
の歌や発表会みたいなイベントです。地元ろう者と何か手話でやりたいなとの意見が出たん
ですが、実現はしてません。

平池公園フェスティバルは、福田地域の祭りとして旧社町が実行委員会として開催していま
した。今年度、手話通訳はついていない状況ですが、市主催のイベントはすべてつけるという
思いはあるんですが、担当課との調整、市として意思疎通ができていない部分があるので、
来年度以降できる限り通訳がつくよう努力をしたいと思います。

いろいろと順次していくように期待しています。

次に、市民が手話による意思疎通や情報を得るための施策について、ご意見等ありますか。

市議会通訳のことで確認です。今、通訳はついていませんが、聴覚障害の方が傍聴したいと
申し出があった場合は、市の派遣制度が認められるのか、何か対応はされているんでしょう
か。

バッジは何か手話をイメージするようなものですか。

実物をみてください。
（委員に回覧）

10回終わって、ろうあ者のことを理解し、手話について習得したあかしと説明があったんです
が。最初の説明でもミニ手話講座の実施状況欄に、「手話に出会い、手話が言語であること
を実感してもらい」という、とても大きなことが書いてあるので、どんな内容の講座が行われて
いるのか興味があります。そういった大きな意味があるバッジなのかなと。
例えば、ろう者と実際にコミュニケーションをして、言語として通じたと実感したという体験の時
間はどのぐらいあるのかとか。ろう者のことを理解する話も、習得したと言える回数ではない
と思うんです。軽い意味で捉えてたので、内容的にはマッチしてるのかなと思いますので、ど
うなんでしょう。ろう者との触れ合いの時間とかどのくらいの割合があるんですか。

ミニ手話講座、かとう手話っこ講座は、ろう者との触れ合いの時間は、今年度はありません。

バッジについては全10回学習したあかし。聴覚障害や手話に対する理解を習得された方とい
うあかしという形でお渡ししようと思っています。手話や聴覚障害について学び、全10回受講
した結果、バッジがもらえますので、バッジ目的ということは恐らくないかと思います。
ただ、バッジをつける方が一人でも多くなれば、この条例の趣旨である暮らしやすい社会の
実現に向けての一歩となると思います。是非このバッジが見かけられるようになればと思って
います。
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＊加東聴覚障害者協会の希望・夢・意見・要望の模造紙を提示

加東市の手話通訳者登録試験について、統一試験に合格していない方は統一試験の申し
込みと市の試験の申し込みを同時にしています。技術試験として統一試験を位置づけていま
すので、統一試験に合格していない方で加東市に登録を希望される場合は統一試験を受け
ていただきます。

ありがとうございます。
加東聴覚障害者協会の声を形にしたものがあるので、それを見ていただきたいと思います。

資料には手話サークルという言葉がないんですが、一緒に進めているという意味で手話サー
クルがどこかに載ればいいかなと思うんです。手話サークルが要るのか要らないのかもわか
りませんが、事務局はどう考えられますか。

手話サークルについては、奉仕員養成講座を修了された方に参加・活動していただきたいと
思います。ただ、どういう表現で推進方針に盛り込んでいくか、手話奉仕員養成講座修了者
に手話サークル紹介を行うぐらいしか思いつかないんですが。この内容を入れたいというご
意見があれば対応したいと思います。

議会事務局との調整になりますが、言語条例制定のときには議場に設置通訳が入り、傍聴
席について通訳も行いました。要請があれば議会事務局と調整をし、出来る限り同じ形で通
訳を実施したいと考えています。

統一試験対策講座と市の通訳者等登録試験について。加東市に通訳者登録されてるのは
統一試験を通った人以上というですか。準登録者は統一試験は通っていないが、何か条件
をつけて派遣ができるということでしょうか。

市主催のイベントに手話通訳をつけると書いてありますが、国際学習塾、滝野文化会館の講
演のときに手話通訳がつくとかがばらばらでわからないんですが。どうして手話通訳がつい
たりつかなかったりするんでしょうか。

国際学習塾、滝野文化会館で行う事業は、市の文化振興財団で実施している事業が多くあ
ります。財団の判断で手話通訳つけるつけないを決めています。文化振興財団主催事業に
ついては、協力の依頼はできるんですが、強制力はないので、その点はご理解をいただきた
いと思います。

市の登録制度ですが、登録手話通訳者については、県の手話通訳認定試験、統一試験の
合格者で、かつ市の面接試験を合格した方を登録をしています。統一試験に不合格の方で
市の面接試験に合格された方を準手話通訳者として登録しています。準手話通訳者につい
ては、要綱で通訳へ行ける範囲を制限しています。市の試験は２本立ての試験という形にな
ります。

では、次の手話通訳者の配置の拡充と処遇改善等、手話による意思疎通支援者のための
施策について、何か意見はありますか。

ホームページで見れる要綱は、変更分をまとめて更新されるので、掲載については改正前の
ものだと思います。総務課でまとめて出しますので、更新時期については承知をしていませ
ん。
要綱については報酬単価の改正は済んでいます。運営委員会は、前回の会議で議論いただ
いたとおり、この手話施策推進会議に包括するという形で要綱からは削除とさせていただい
ています。最終の要綱を、本日用意ができず申しわけないんですが、また準備させていただ
きます。

処遇改善等に関することで、４月から2,000円になっていますが、それ以外にも前の要綱、派
遣制度の要綱変更もあります。９月時点、ホームページの派遣要綱が変わっていません。派
遣制度の要綱の中に運営委員会のメンバーが何名になってその運営などが全部書いてあ
り、変わる部分があると思うんですが・・・。

準通訳者は必ず統一試験を受けたことがある方でしょうか。個人で勉強して、面接だけで通
るということはあり得ないと理解していいんでしょうか。
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誰が作ったかを書いておかないといけないです。持ち帰って、団体の名前書いて、貼ってもい
いと許可をもらったらまた持参します。

サークルやろうあ協会からの声を形にして見せてもらいました。これを是非何か使えるとか、
こう工夫をするとかしながら使ってもらえばいいと思います。
この声をきっかけに…という意見が出ましたが、何かご意見があれば。

生の声を聞かせていただき、全てやりたいと言えばいいわけですが、いろんな事情がありま
す。１つずつでもできることからと思いますので、今やりますと言えないのは残念ですが、ご
理解いただきたい。

今求めていること、要望していることです。
・タクシーを呼ぶときにメールが使えるようにしてほしい、また福祉バスもできたらいいなと載
せています。
・突然、病院や銀行に行く時には通訳をお願いすることができないので、手話通訳者が病院
や銀行等に設置してあればと思います。
・図書館で手話つきの読み聞かせとか。子供が手話を学ぶきっかけになるので、あったらい
いなと思います。
・小・中・高校に行って、こどもが直接手話と触れ合うことができたらと思います。学校だけで
なくイベント会場等でもいいです。
・聴覚障害者と健聴者との交流の場、例えばカフェやサロンのような場があったらいいな、つ
くりたいなと思います。
・市には聴覚障害者関連の施設がないので、作業所など人が集まれるような施設、センター
があればいいなと。聴覚障害者・ろう者だけでなく、難聴者も一緒に触れ合える場所があれ
ばいいと思います。
・警察や消防署の職員にも手話を覚えてほしい。
・ろう者の手話アドバイザーを加東市役所に入れてほしい。三重県松阪市に聴覚障害者を採
用をしたということなので、同じように市にも聴覚障害者のアドバイザー、手話アドバイザーを
入れてほしい。
・災害時に困らないまちづくり、場所などをつくってほしい。
・電車やバス、バス停等に字幕や手話で案内できるものが欲しい。手話映像の案内などが欲
しい。

これを作成したきっかけは、この条例を身近なものとして考えていけたらいいかなと。
ラインを使ってタクシー呼べたらとか、こういう店に通訳がいたらとかの声が消えてしまい形
に残らないので、書いてもらうことにしました。
夢ですから、無理という内容も当然あるんですが、それも全部含めて、ろうの人が描いてる
夢、また手話サークルの描いてる夢として作ってみたわけです。中学校・小学校とか、ろう者
とサークルと福祉課の皆さんとできること、みんなでできることをイメージしています。だから、
耳を傾けていただいて、一緒に進めていく手話言語条例という形にしていけるかと思います。
先ほどから言っているのは、地元の手話ミニ講座に行くとき、ろう協と手話サークルと設置
で・・・。今、設置がほとんどなんですが、やはり地元で、ろうあ者の〇〇さんや手話サークル
の〇〇さんだと言ってほしいんです。そういう意味で講座が終わった人は知っている顔と町で
出会えるまちづくりもいいかと思います。手話サークルの中で力が出せる人もいると思うの
で、ある一定のタッグをくんでお手伝いをする人もいるという発想を持っていただき、役所はま
だまだだから…とかではなく、広げいくという発想もいいかと思います。サークル員もろう協メ
ンバーとともに頑張りたいと思ってますので。

これ（希望・夢・意見・要望）は持ち帰るのですか。

ロビーに貼るのがいいのでは。

全部お任せという意味でなく、みんなでこういうことをつくっていきましょうという意味です。

掲示については調整しますが、新庁舎ロビーには、ポスター関係ははっていませんので、場
所等については極力調整ということでご理解ください。
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松阪市で聴覚障害者の手話アドバイザーの話を聞きましたが、聴覚障害者の方を手話アド
バイザーとして雇用されたという意味でしょうか。

ありがとうございます。まちづくりの中で、手話は言語であるということを認識できる事業を皆
さんと一緒に、ともに進んでいきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。

一番簡単なことで、図書館でイベントがありますが、手話で物語を話すとか。毎週土曜日、毎
月、手話で物語の読み聞かせはどうなんでしょう。全体の読み聞かせ企画があるはずなの
で、手話で読み聞かせはできるのではと思います。それは許可が要るんでしょうか。

図書館の事業なので、図書館と手話での読み聞かせができないかとの話はできるかと思い
ますが、あくまで図書館の判断になります。28年度にはご意見を参考にしたいです。

ろう者の生活がよくなるということが実現されなかったら、言語条例や手話施策をする意味が
ないと思います。普及していく中で、個々の希望、願いがあるということを前提にして取り組ん
でいかないといけないと思いました。
また、兵庫県でも９～10自治体で条例を施行する動きがあるという話でしたが、こういうことは
先に取り組んだ加東市からほかの市にも是非広めていきたいところだと思いました。

聴覚障害者関係、手話関連の「MIMI」という季刊誌に、手話言語条例ビフォーアフターで加東
市も載っています。松阪市ですが、手話アドバイザーという名前ではなく、手話普及牽引役と
いうことで、手話普及担当という風にかいてあります。手話普及担当は新規採用された18歳
の方です。先ほどの希望、夢として出てる手話アドバイザーというのは、ある程度経験積んで
活動してこられた方がふさわしく、企画にかかわってもらいたいという意味合いだと思いま
す。ここは手話普及担当という感じになっていて、聴覚障害者を採用したとなっています。そ
れは間違いないようです。

「MIMI」には、言語条例ができたところが載っています。それぞれ自治体の特徴も出ていま
す。松阪市は手話アドバイザーです。ほかに、北海道の石狩市は市内スーパーマーケットの
店員に手話学習をするとか、それぞれの県や市の特徴があります。是非加東市にも特徴を
出してほしいと思います。

そもそも加東市の言語条例というのは市がやるべきことだけではないわけです。市の責任も
あるし、市民が主体的にやるべきこと、事業者が努力してやるべきことがあると思います。今
は、市が何ができるかということを中心に提示しているので、関係部署との調整や予算が
通ってからとかの議論が多かったと思います。手話サークルとろう協から出されてるのは、市
としてどうするのかという全体的なものがあって、市はどういう責任を持ち、どう下地をつくる
か、という議論があるかと思うんです。今回の推進方針の会議は市が主体的にやられたとい
うことなんですが、今日のろう協とか手話サークルの意見は大切なので、もう少し幅広いとこ
ろでやっていくほうがいいというのが一ついえることです。
こういうことを一緒に議論していくには、短期目標、当面来年度予算をどうするのかという部
分と５年ぐらいで徐々にしていく中期的な目標、10年ぐらいの長期目標でどういう加東市にし
ていくのかというかビジョンがあってこそ、中期、短期というものが意味あるものになっていく
ので、是非その長期、中期目標を議論する会議のあり方を検討していただいたらと思いま
す。
それから、手話アドバイザーもいい提案だと思います。例えば、国際交流で、外国人採用し
て、その外国人が国際交流企画を運営したり、観光の英語ビデオをつくるとか、時々学校へ
行き英語交流をするとか、いろんなことを企画して国際交流をしているところはあります。そ
れと同じようにろう者が、加東市に応じた企画運営とか、いろんなことができると思います。観
光ビデオつくるとか、その人が学校で子供たちと交流しながらろうの人と学校をつなげると
か、いろんなことが展開できると思います。来年度予算でというのは難しいと思いますが、中
期、長期の目標の中でそういうものを取り入れて、そのために次年度どうしようかという議論
になると非常に加東市らしい手話言語条例の取り組みになっていくのかなと思います。です
から、今言ったように、もう少し幅を広げてみることと、少しスパンを考えながら議論していけ
ばいいのかなと感じました。
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民生委員について載っていたようでしたので。意見です。

加東市の民生委員はたくさんいて、非常に熱心で、すごく協力的です。２カ所の地域では民
生委員の方を対象に聴覚障害について理解してもらう、手話について勉強してもらうチャンス
がありました。だから、よそと比べたら随分加東市の民生委員は理解してくださる方が多いと
思います。今年度は２回だけでしたが、民生委員はたくさんいるので、これからどんどん増え
ていくだろうと思います。是非できるように、こちら側も頑張りたいと思います。

イベントについて、予算が…と言われてたんですが。私のイメージは、今年、各地域に設置が
出向いて、手話のミニ講座をしておられます。子供たちを含めて、手話に触れた人たちが何
人かいるので、その方たちと聴覚障害者の人たちが実際に出会って触れ合えるような楽しい
イベントをイメージしています。手話で発表との意見もありましたが、聞こえても聞こえていな
くても若い子供でも大人でも一緒に楽しめるゲームで遊ぶとか、手話を使ったコミュニケー
ションにつながるゲームとか、そういうイベントがいいという感じです。手話サークルのメン
バーも手伝いに入れるし、一緒にゲームに参加できるし。だから、聞こえない人との遊びだっ
たり交流だったりが実現するイベントのようなこと。舞台で誰かが発表を次々していくイメージ
ではないということです。

すぐに皆さんに理解してもらうことは難しいと思いますが、積み重ねで、皆さんに聞こえないこ
との理解を普及していただきたいと思います。では、ほかに何か意見等ないでしょうか。

来る人はサークルとろう協と学んだ人だけというイメージですか。

それは要望ですか。

説明には入っていませんが、一応手話サークルの協力についてなんですが。加東市の２つ
のサークルの会長と話をしたときに、聞こえない高齢の方が話や交流ができる場所というの
を是非増やしてもらえたらという話をさせてもらったことがあります。行政にできることとできな
いことがあるので、サークルの協力をもらって、聞こえない人たちが自分たちの手話、自分た
ちの言葉で話ができるような場所というのを、増やして、つくってもらえないかなと。サークル
に協力をしてもらおうと思っていないとか、そういうことはなくて、サークルとして協力をしても
らえることはお願いしたいとは思います。そういう触れ合いができるような場所というのが是
非あったらと思っていることをつけ加えておきます。

災害時の避難の方法ですが、民生委員、地域の民生委員のことで手話講座があったと記載
がありましたが、民生委員にも、聴覚障害者のこと、手話に関することを学んでもらえたらと
思います。災害時には民生委員に声かけをもらうこともありますので…。
前に民生委員が家に来られて、聴覚障害のことを御存じでない方だったので、気持ちが通じ
ず、スムーズな話しができませんでした。聞こえないということが理解できなかったと思いま
す。それで私も諦めてしまいました。

手話サークルへの思い、ろうあ協会とか、加東市らしい手話言語条例を進めるみたいな大き
な流れがあるとか・・・楽しいなと思うんです。そう考えたときに、推進委員の中に、手話サー
クル代表や社会福祉協議会が入っていないので…。社協のネットワークは広いと思います。
広めていく、普及していく、つなげていくというときに、イベントをするにしても力を借りれたらい
いと思うので、推進委員の増員というか、メンバーをきちんと整備していくことを来年度含めて
検討してはどうかなと思います。これは意見です。

さきほどの中・長期目標にも絡んできますが、半年でいろいろ普及活動をして、種まきをし
て、手話に関心を持つ人が増えてきて、次その人たちをどうしようという受け皿にサークルは
欠かせません。行政がすることは周知できていますが、市民、手話サークルも含めた市民の
役割も考えていかないと時間だけがたってしまいます。予算の問題もありますから、何か一
つでも二つでも、手話サークルの方入れるということも一つですし、あそこに書かれた何か一
つ実現するための目標を決定し、是非進めていきたいなと思いました。
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５　閉　　会

４　その他

今年度の加東市手話施策推進会議については本日で終了です。来年度１回目の会議で来
年３月末現在の実施状況について審議していただきます。日程調整は、後日通知します。よ
ろしくお願いします。

　（１）今後の予定

人がどんどん来ますか。

だけというわけではなくて、その人たちが特に参加してもらい、実際に手話を使ってもらう。だ
から、簡単なことになると思います。受講してない人も来てもらい、にわか手話で覚えたので
できるようなこともいいと思うし…。

他に意見はありませんか。
今日はいろんな意見等が出ました。皆さん、積極的なご意見ありがとうございました。これで
終わりたいと思います。

あけてみたら人が少ないというのはさみしいですけど。でも、ろうの人と話せ、触れ合えるとい
うようなキャッチフレーズで…。却下となればそれはそれで。

いえいえ。まず意見を出してもらい、それについてどうするか、できるできないではなくて、とも
にどうしようかと考えてもらえばいいので、みんなで取り組みをするということで考えたいで
す。できないことでも、一人一人どうするかを一緒に考えていく。
質問ですが、イベント話もこの委員会だけではなく、違うところで話が進んでるんでしょうか。

今のところ考えてはないんですが、この会議でたたき案も出せていない状況ですので、また
別の機会でこの推進会議関係者でない方にも調整させていただきます。

そのことですが、委員会ではなく、ろう協とかと一緒に進めてもらいたいと思います。

思いついた意見です。聴覚障害者は歌は余り好きではないと思うんですが、聞こえる子供た
ちは手話歌が好きなようです。なので、手話で歌うというのもいいと思います。子供たちが楽
しめるもの、そして大人も楽しめるもの、手話で楽しめるものと思うと、手話歌かなと思いまし
た。


