
平成30年度

（平成3１年３月１４日 現在）

加東市手話施策推進方針実施状況



1 ○ 実施した事業

△
実施出来なかったが、翌年度
以降実施予定

× 見直し又は実施予定なし

N
o
施策目標
（事業）

内　容 担当課 該当する事業等 現状(実施状況)
実施
評価

活動評価の指標 課題・今後の方向性

社会福祉課
情報推進室

伝の助手話ワンポ
イントレッスン
（ケーブルテレ
ビ）

設置通訳者不在のた
め、新しい映像を制作
できず、放映できませ
んでした。

△ 放映回数
過去に収録した映像を、H31.４～かとう情
報BOXの中で再放送予定。

各課

市主催のイベント
に手話通訳をつけ
た際は、加東市が
手話言語条例を制
定していることを
紹介する

高齢者大学開講式
市民人権講座
夏のおどり
福祉まつり講演会
社会福祉課主催の研修会
にて紹介

○ 実施の有無

継続実施

2020年度末までの目標：全ての市主催事
業で実施

社会福祉課
手話を通じた交流
の場「加東さくら
ルーム」

2017年度：40回開
催
　　　延べ429人参加
2018年度：10回開
催
　　　延べ９４人参加

○ 実施の有無
設置通訳者が不在のため、登録通訳者の協
力により実施したが、このまま、2019年
度以降も続けていくことは、困難である。

社会福祉課
かとう手話フェス
タ201８

かとう手話フェスタ
2018を開催。

参加者
2016年度　360人
2017年度　356人
2018年度　309人

○ 参加者数

今後も、手話が大切な言語であるというこ
とを多くの市民に理解していただくため、
市民とろう者が交流できる場のひとつとし
て、引き続き開催するが、いかに市民の参
加を増やしていくかが課題。

実施評価

市民に、手話は日本語
や英語などの音声言語
と同じように、豊かな
表現や文法を持つ「言
語」であることの理解
を深めるための施策を
実施します。

手話に対
する理解
の促進を
図るため
の施策

(1)

手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策



N
o
施策目標
（事業）

内　容 担当課 該当する事業等 現状(実施状況)
実施
評価

活動評価の指標 課題・今後の方向性

社会福祉課
かとう手話っこ講
座

設置通訳者不在のため
開催できませんでし
た。 △ 受講者数

設置通訳者の採用ができしだい開催する予
定。

社会福祉課 手話っぷ講座

設置通訳者不在のた
め、加東市独自の講座
が開催できませんでし
た。 △ 受講者数

設置通訳者の採用ができしだい開催する予
定。

社会福祉課 ミニ手話講座

手話にふれあい、手話
で名前や挨拶が表現で
きる講座を開催
2016年度　2件32人
2017年度　１件39
人
2018年度　２件64
人

○
講座数
受講者数

継続実施
登録通訳者+地元ろう者を講師として実施し
たが、日程や内容の関係で要望に応えられ
なかった団体もあった。設置通訳者の採用
と併せ、講師の確保が課題。

社会福祉課

聴覚障害者から直
接講義を受ける
「手話を学んだ人
のための特別講
義」

受講者
2016年度　56人
2017年度　60人
2018年度　36人

○ 受講者数
継続実施

2020年度末までの目標：受講者6０人／年

社会福祉課
教育委員会

教育委員会と連携
し、教育における
手話の普及を図る

社小学校、東条中学校
及び社中学校にて福祉
学習の時間に手話学習
を実施

回数
2016年度　2回
2017年度　1回
2018年度　3回

〇 派遣回数

継続実施

2020年度末までの目標：市内14小中学校
で実施

市民に手話を広く普及
させるために、各種講
座を開催します。

手話の普
及を図る
ための施
策

(2)



N
o
施策目標
（事業）

内　容 担当課 該当する事業等 現状(実施状況)
実施
評価

活動評価の指標 課題・今後の方向性

社会福祉課
教育委員会

夏休み こども手
話教室

2018年度は教育委員
会の社会教育事業「小
学生チャレンジスクー
ル」の中で、連携して
実施

参加者
2016年度　12人
2017年度　18人
2018年度　14人

〇 参加者数
継続実施

2020年度末までの目標：受講者18人／年

人事課

新採用職員を中心
に、市職員へ手話
及び聴覚障害者へ
の理解を深める研
修を実施する

設置要約筆記の職員が
講師となり、10月採
用の市職員新人研修の
カリキュラムの中に聴
覚障害者の知識につい
て学ぶ講座を組み込み
ました。

受講者
　2016年度　24人
   2017年度　35人
　2018年度　12人

○ 受講者数

継続実施

2020年度末までの目標：新採用職員全員
の受講

社会福祉課
中途失聴・難聴者
のための手話講座

中途失聴・難聴者を対
象に難聴者講師から身
近で役立つ手話を学ぶ
講座を開催。
2018年度（初開催）
　　　1回46人

○ 受講者数 希望者の状況により実施を検討

(2)

手話の普
及を図る
ための施
策

市民に手話を広く普及
させるために、各種講
座を開催します。



2 ○ 実施した事業

△
実施出来なかったが、翌年度
以降実施予定

× 見直し又は実施予定なし

N
o
施策目標
（事業）

内　容 担当課 該当する事業等 現状(実施状況)
実施
評価

活動評価の指標 課題・今後の方向性

社会福祉課

【入門課程】全18回

・2016年度
受講者18人／修了者１4
人
・2017年度
受講者11人／修了者  ９人
・2018年度
受講者 7人／修了者 　7人

○
受講者数
修了者数

継続実施

2020年度末までの目標：受講者17人／年
　　　　　　　　　　　　修了者14人／年

社会福祉課

【基礎課程】全２３回

・2016年度
受講者23人／修了者17人
・2017年度
受講者14人／修了者  7人
・2018年度
受講者13人／修了者  7人

〇
受講者数
修了者数

継続実施

2020年度末までの目標：受講者16人／年
　　　　　　　　　　　　修了者11人／年

社会福祉課

厚生労働省策定の
カリキュラムに基
づく「手話通訳者
養成講座」

北播磨５市１町の共催で手
話通訳Ⅰを実施（定員２０
人）

加東市の受講者　５人

〇 受講者数 継続実施

実施評価

厚生労働省策定のカ
リキュラムに基づく
「手話奉仕員養成講
座」

(1)

手話通訳者の派遣制度
の充実を図るため、手
話通訳者の養成を引き
続き行うとともに、手
話通訳者の現任研修の
充実を図ります。

市民が手
話により
意思疎通
を図るた
めの施策

市民が手話による意思疎通や情報を得るための施策



N
o
施策目標
（事業）

内　容 担当課 該当する事業等 現状(実施状況)
実施
評価

活動評価の指標 課題・今後の方向性

社会福祉課

兵庫県手話通訳者
認定試験（統一試
験）対策講座

2016年度 受講者 8人
2017年度 受講者 4人
2018年度 受講者 １人

○ 受講者数
継続実施

2020年度末までの目標：合格者1人／年

社会福祉課
全国手話検定試験
対策講座

講師との日程調整ができ
ず、未実施

2015年度 受講者数10人
2016年度 受講者数14人
2017年度 受講者数39人

△ 受講者数
継続実施

2020年度末までの目標：受講者10人／年

社会福祉課
市手話通訳者等登
録試験

・2016年度 受験者0人
・2017年度
受験者1人/合格者0人
・2018年度
受験者２人/合格者0人

○ 合格者数

継続実施
受験資格について、今後検討が必要。

2020年度末までの目標：市登録手話通訳者
5人

社会福祉課
市登録手話通訳者
現任研修

2016年度：10回開催
2017年度：9回開催
2018年度：８回開催

〇 開催回数

継続実施

2020年度末までの目標：開催回数10回／年

社会福祉課
市登録手話通訳者
研修費助成

国・県等が実施する手話通
訳者研修等、技術向上の効
果が見込まれる研修の受講
料、交通費の1/2を助成
（上限25千円）
2016年度：0円
2017年度：0円
2018年度：0円

〇 助成額 継続実施

(1)

手話通訳者の派遣制度
の充実を図るため、手
話通訳者の養成を引き
続き行うとともに、手
話通訳者の現任研修の
充実を図ります。

市民が手
話により
意思疎通
を図るた
めの施策



N
o
施策目標
（事業）

内　容 担当課 該当する事業等 現状(実施状況)
実施
評価

活動評価の指標 課題・今後の方向性

社会福祉課
情報推進室

かとう情報ＢＯＸ
等（ケーブルテレ
ビ）に手話通訳を
つける

毎週放映（週ごとに放送内
容が異なる）

〇 放映回数 継続実施

各課

市長が市議会での
挨拶等や、広く市
民に対して挨拶等
をする時は手話通
訳をつける

高齢者大学開講式
市民人権講座
夏のおどり
福祉まつり講演会

〇 実施の有無 継続実施

社会福祉課
議会事務局

議会の傍聴席で手
話通訳をつける

申込　0件

2016年度に加東市議会手
話通訳及び要約筆記実施要
綱を策定
申込がある時に対応

○ 実施回数 継続実施

(2)

市民が手
話により
情報を得
るための
施策

市主催のイベントや
ケーブルテレビの番組
に手話通訳をつけるよ
う努めます。



3 ○ 実施した事業

△
実施出来なかったが、翌年度
以降実施予定

× 見直し又は実施予定なし

N
o
施策目標
（事業）

内　容 担当課 該当する事業等 現状(実施状況)
実施
評価

活動評価の指標 課題・今後の方向性

社会福祉課 手話通訳者の設置

前任者退職後、随時、
設置通訳者の募集を
行っていますが、応募
がありません。

設置手話通訳者　０人

△ 設置人数
継続実施

2020年度末までの目標：設置通訳者2人

社会福祉課 要約筆記者の設置 1名設置 〇 設置人数

継続実施

2020年度末までの目標：設置要約筆記者1
人

社会福祉課 実施要綱の改正

緊急時の派遣金額を設
定、派遣地域の変更、
手話通訳者の処遇を改
善する要綱の改正を行
いました。

○  
今後も要綱改正の必要が生じた時に改正し
ます。

社会福祉課

市登録通訳者に対
し、けい腕検診及
びインフルエンザ
予防接種に対する
費用を助成

けい腕検診及びインフ
ルエンザ予防接種に対
する費用を助成しまし
た。

助成回数　　 各1回
総助成額　28,692円

○ 助成額

継続実施

H31予定額
　　けい腕検診@6,700/1人
　　インフルエンザ予防接種@4,000/1人

実施評価

手話通訳者の配置の拡充、処遇
改善等、手話による意思疎通支
援者のための施策

(2)

手話通訳
者等の処
遇改善等
に関する
施策

(1)

手話通訳
者等の配
置の充実
を図るた
めの施策

市窓口にに手話通訳者
または要約筆記者が不
在とならないよう努め
る

平成2９年度加東市手
話施策推進会議におけ
る議論を踏まえ、加東
市手話通訳派遣等事業
に係る実施要綱を改正
し、手話通訳者等の処
遇を改善する





















かとう手話フェスタ2018　アンケート結果

１住所 人数

①加東市内 26

②加東市外 40

③無記入 1

2手話フェスタの内容はいかがでしたか

①良かった 59

②良くなかった 1

③どちらとも言えない 5

３自分も発表したいと思いましたか

①思った 13

②思わない 21

③どちらとも言えない 26

４手話に興味を持ちましたか

①持った 48

②興味がない 1

③どちらとも言えない 7

①住所別人数

①加東市内 ②加東市外 ③無記入

②フェスタの内容

①良かった ②良くなかった ③どちらとも言えない

③自分も発表したいと思ったか

①思った ②思わない ③どちらとも言えない

④手話に興味を持ったか

①持った ②興味がない ③どちらとも言えない



1 2 3 4 5 6 7 8

①加西市 8 1 1 1 1 1 1 1 1

②小野市 7 1 1 1 1 1 1 1

③加古川市 7 1 1 1 1 1 1 1

④神戸市 6 1 1 1 1 1 1

⑤姫路市 4 1 1 1 1

⑥西脇市 2 1 1

⑦たつの市 1 1

⑧高砂市 1 1

⑨東京都 1 1

⑩市外不明 3 1 1 1

⑪無記入 1 1

計 41



２-感想

№ 内容

1
加東市の進んだ福祉制度が、手話を通じて生活の中ではあまり見られない、耳の不自由な方の
ショーが鑑賞できて、とても楽しかった。

2 途中からでしたが、楽しかったです。

3
人は天の上に人をつくらず、人の下に人をつくらず。とても、優しさと厳しさ、メンタルな心が伝わって
きました。感激です。感謝です。ありがとうございました。

4
内容は良かったけれど、最後の夫婦漫才でのお葬式ネタはやめてほしかった。グサッグサッと悲し
かった。

5 自分も手話を覚えてみたいと思った。

6 手話も、もっと身近に感じられるようにする必要があるなと思った。

7 手話漫才と手話カフェがとても良かった。たくさんの方々が来てくれて、うれしかった。

8
2名の手話通訳士がいなくなって1年。やはり、舞台にあがる参加グループが少なくなってさびしい。
が、今回も参加者がアイデアをよく考え、楽しかった。社中学校1年1組が特に良かった。

9
市長の話の中にあった、手話は言語ということを改めて考えさせられました。今日は、この会場でた
くさんの会話がなされていて、とても心があたたまりました。表現の仕方が違うだけで、言語としては
同じだということを思いました。

10 一人（智くん）とか高校生もがんばっていたし、楽しそうに発表してくれていました。

11
普段縁がないので、手話発表を見て興味をもちました。子供といっしょに楽しく学ぶ機会があれば、
参加してみたいです。

12 高校生ががんばっていたから。

13 楽しかった。

14
議員さん達が手話歌をされたのは驚きました！　手話フェスタが初めてで、いつも観てるNHKのコン
ビの方の講演が観れて大変良かったです！

15
講演が目玉なので楽しかったです。ろう者と聴者の違いが勉強になりました。久しぶりに笑いまし
た。ストレス解消になりました。

16 出演された方、それぞれ、がんばっておられた。

17 初めての参加。色々と工夫されて楽しかったです。

18
初めて手話フェスタへ参加致しました。見ていて楽しく、素晴らしい世界観で良い。時々TVで講座を
見ますが、直で目で見て感じられて良かったです。

19 楽しい時間でした。　智くん、釣り役と魚役だったでしょうか。

20
さまざまな人（ろうの人）の手話を見ることができた。しかし、手話が早すぎて、何を話しているのか、
つかめなかった。

21 漫才が面白く、勉強になった。

22 さみしい。

23 休憩時間が長く、帰る人もいたので、ちょっと残念です。

24 手話カフェも盛り上がっていて、よかった。

25 手話が広がっているのを感じました。手話漫才もとてもおもしろく、また、勉強になりました。

26 漫才がとても楽しくて、笑いました。　中・高生の発表もよかったです。



№ 内容

27 手話漫才、とてもおもしろかった。

28 講演よかった。

29 手話を学んでいる人たちの頑張りが見えて、楽しく見させていただきました。

30
議員さん達による手話コーラス、高校生による手話ダンスが素敵でした。　聞こえない人の文化につ
いて学ぶことができた。

31 夫婦まんざいがおもしろかった。　又は各の発表会が楽しそう。

32 ダンス、漫才が楽しかった。社中の子供たちのがんばりが伝わりました。

33
ダンスもおもしろいです。まん才を初めて見ましたが、笑いを通して、ろう者の方の行動を伝えてくれ
たので、楽しくきくことが出来ました。

34
市会議員の手話歌が覚えてくれるだけでも、他の市からきたものは、うらやましいです。　モンキー
高野、レンさんの手話まんざいも良かった。ろう者と聴者のちがいがよくわかった。

35
手話歌（ダンス）の選曲、良かった。「手のひらを太陽に」「エビカニダンス」「ダンシングヒーロー」
「365日の紙飛行機」

36 楽しみながら学べるスタイル、日頃の成果を発表できる場でよかった。

37 特に講演での、ろう者との違いが勉強になりました。

38 楽しかった。手話の勉強をもっとがんばろうと思いました。

39 モンキー高野＆菊川れんのまんざい、おもしろくて楽しい。いい勉強になったと思った。

40 モンキー高野＆菊川れんさん　OK

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50



３-理由

№ 内容

1
普段はコミュニケーションを取れない方々と、発表を通じて意見の交流や感情の共有が出来るこ
とが、とても有意義なことだと感じたから。

2 出演した。

3 ほんのわずかですが、親身になって手話ができるから。

4 恥ずかしい上にド緊張しいだから。

5 覚えられない。

6 覚えられないと思うし、１人では恥ずかしいです。

7 きんちょうするから。

8 できないから。

9 発表しました。

10 今練習に夢中です。

11 手話わからない。

12 手話サークルでの発表が自己都合でできなかった為、来年こそは頑張りたいです。

13 人前でするのは、はずかしい。

14 小野市で、少し手話を習っています。勉強になりました。

15 日常生活の中での単語等取り入れ、少しずつ習っていきたいです。

16 手話を勉強中です。

17 みなさんが本当に楽しそうで、手話で表現できたら楽しいだろうなと思いました。

18 はずかしがり屋なので、出ないと思うから。

19 地元で必要があればやる。

20 まだまだ発表できる程のレベルではない。住まいが加東でない。

21

22

23

24

25

26

27



５-その他（意見・感想等）

№ 内容

1
耳の不自由な方は人生が幸せだと感じられないだろうと先入観を持っていたが、このイベントを介し
て、耳の不自由な方も、支障は多いかもしれないが、とても楽しそうに活動している姿を見て、私もとて
も嬉しいですし、健常者である私たちも率先して彼らをサポートしたいと思った。

2 レン＆モンキーが、まんがみたかった。

3 今後も続けていってほしい。

4
僕は心の病だけど、忘れようとしても、ついこないだのように、心の傷は深く深く残っていますが、元気
で仕事にいろんな地域で頑張っています。聴こえない人も、僕が障害者であるように、たくさん理解に
かかります。･･････。

5 手話グループの発表が少なく、少し残念でした。

6
ロビーの手話カフェで、大勢の人が楽しそうに手話で話されている風景が良かったです。こんな風景が
あちこちで見られるようになればいいな。

7 社中１年１組、感動した。

8
手話も、外国語と同じように、みんなが少しずつ興味を持って覚えていけるような環境を作るためにも、
今日のフェスタはよかったと思う。

9 2019年平成32年加東手話フェスタしたいと思う。

10 毎年続けていってほしい。

11 よくわからないから、もっとわかりやすく。

12 社高校生の司会がとても上手でした。

13 空きの時間があるとき、笑えるYoutube等流してほしい。

14 もっともっと皆さんに、広くすすめていきたいと思います。

15 講演はろう者がいいと思います。

16 イベント大変と思いますが、来年もお願いします。

17 手話漫才で、文化の違い、本当に勉強になりました。

18 ダンス手話、元気さがほしい。

19
社高校の皆さん、これからもがんばって手話を続けてください。　メッセージカード作成、良かったです。
子どもの誕生日に送りたいと思います。

20
モンキー＆れんの手話漫才が楽しく、べんきょうになりました。　若い人たちが手話をべんきょうしてい
るのが、すばらしいと思いました。加東市がすごいです。

21 これからも続けてください。

22 来年も来たいと思います。

23
いろんな学生や市会議員など、市民が参加しているのが良かった。全国に広がる（議員など）ことを
祈っている。とても楽しい手話の勉強ができました。

24 加東市の市長、市会議員方々も手話に取り組んでいる姿がとても良かったです。

25 休憩時間が長い。　モンキー＆れん、大変良かった。ろうあ文化理解。



№ 内容

26 手話まんざい、おもしろかったです。

27
加東市は近畿で一番に言語条例ができ、このフェスタも４回目とのこと。これからも続けていただき、手
話について、聴覚障害者について、学べる、ふれられる機会になること、願っています。

28 出演者のみなさん、すばらしかったです。

29 衆議院議員藤井先生のあいさつ必要。

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50



加東市マスコット加東伝の助 

日 時 平成３１年 ２ 月 ３ 日（日） １2：00～１6：00

場 所  滝野文化会館

主催 ： 加東市   共催 ： 加東聴覚障害者協会 

協力 ： 手話サークル色えんぴつ ・ 手話サークルKOKO ・ 手話ネットかとう ・ 

加東市障害者相談支援センターつむぎ 

お問い合わせ先／加東市健康福祉部社会福祉課（Tel 0795-43-0409 Fax 0795-42-6862）



手話奉仕員養成講座 

【入門課程】 

聴覚障害者の基礎知識や、聴覚障害者の生活を知るとともに、手話の習得に必要な

「見る力」「伝える力」を養い、相手の簡単な手話を理解し、手話であいさつや簡単な

会話ができるようになることを目的とした講座です。 

【基礎課程】 

手話の基本的文法を学び、相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者とならば手話

で日常会話ができるようになることを目的とした講座です。 

各手話サークルも 

随時会員募集中！ 

各講座についてのお問合せは 

加東市健康福祉部社会福祉課まで

        Tel 0795-43-0409 

              Fax 0795-42-6862 

ミニ手話講座 

「手話」にふれあう講座です。 

簡単なあいさつや自分の名前が表現できるようになります。 

＊地域・学校・職場など、手話を学びたい仲間が5人以上集まれ

ば、ご希望の日時・場所に出張して「出前講座」をします。 

＊講座を受講された方には、「手話勉強中バッジ」をプレゼント！ 

夏休みには「夏休みこども手話教室」

があるよ！

「加東さくらルーム」も月1回開催中♪ 

覚えた手話で、ろう者と会話しよう！ 



プログラム

開場 12：00～【ロビー】 

    手話カフェ（加東聴覚障害者協会・手話サークル色えんぴつ・手話ネットかとう）

指文字メッセージカード作り （手話サークルＫＯＫＯ）

福祉事業所による物品販売 

開会 13：00～【ホール】

主催者あいさつ 加東市長 安田 正義

来賓あいさつ    公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

13：30～  手話グループ発表 ６チームによる手話発表

14：20～  聞こえない人と一緒に楽しく学ぼう 手話講座

加東聴覚障害者協会 

私たちは、加東市内に住んでいる、ろう者です。今日は、皆さんに少し 

      「聞こえないこと」について知ってもらいたいと思います。 

14：30～ 休 憩

14：50～ 講演・手話漫才

モンキー高野＆菊川れん 
ろう者でトランスジェンダーのふたりによる 

爆笑手話夫婦漫才！

【プロフィール】 

モンキー高野 神奈川県出身。都立石神井ろう学校を卒業後、演劇 

の道に進み、千葉県九十九劇団、劇団「AZ」、「ｲｽﾊﾟｼｵ」で活躍。 

  現在は手話フレンズ代表。全国で手話講師、講演、ろう学校での 

ワークショップ等を行うほか、NHK「みんなの手話」への出演や 

菊川れんさんとコンビを組んだ手話漫才で活躍中。パートナーである手話通訳者、高島由美子さんと、平成 

27年に世田谷区パートナーシップ宣誓書第1号を提出。 

菊川れん  大阪府出身。都立大田ろう学校卒業後、企業や学校等で手話講師を勤めるほか、大学等での講演 

も多数。また、劇団「AZ」、「ｲｽﾊﾟｼｵ」で客演するなど演劇活動にも力を注いでいる。モンキー高野さんと 

の手話漫才やNHK「みんなの手話」にも出演。著書に「私、わたし」（講談社）、「はじめての手話」「わか 

りやすい手話辞典」「すぐに使える手話単語集」（ナツメ社）など。 



お城」 

出 

 演 グループ 紹 介

１  加東市議会    ★手話歌「手のひらを太陽に」 

手話フェスタも4年目。新しいメンバー5名も加わった新構成で、皆さんの手のひらにも 

太陽が届くように頑張ります！

２  色えんぴつとゆかいな仲間たち ★手話劇とダンス「あおちゃんがっこう」

私たち手話サークル色えんぴつは、加東市社福祉センターで、水曜日の昼と金曜日の夜の2回、活動 

しています。みんなで手話を楽しく勉強しませんか♪ 

３  智クン                  ★手話語り「つり『何それ？』」

手話だけで、つりのようすを話します。 

通訳はありませんが、何がつれたか、想像しながら見てください！ 

４ 県立社高校 ＪＲＣ部 ★手話歌とダンス「ダンシング・ヒーロー」 

私たちは、楽しく手話を勉強しています。多くの人に手話を見て 

もらうために頑張ります！ 

楽しく、元気いっぱいのパフォーマンスをご覧ください。 

５ 西脇市聴覚障害者協会 （丸山 昭彦） ★手話ポエム「タンポポ・かさ・不気味な 

NHKの番組で、手話ポエムに興味を持ちました。手話ポエムを見て、多くの人に 

手話が楽しいものと知ってほしいです。 

６ 社中学校1年1組 ★手話歌「３６５日の紙飛行機」

私たちは、総合学習の時間に手話の勉強をしました。その手話で、３６５日の紙飛行機を 

        歌います。  

 手話発表グループ紹介



加東さくらルーム   
実施日 内   容 参加人数 場  所 

５月２１日 ・オリエンテーション （加東さくらルームについて） 

・自己紹介、GW の出来事  ・すごろくゲーム 

９人 社福祉センター 

レクリエーション室 

６月１１日 ・全員トーク（修学旅行の思い出） 

・おじゃビンゴ 

１３人 社福祉センター 

レクリエーション室 

７月９日 ・全員トーク（私の一週間） 

・災害についてトーク 

８人 社福祉センター 

レクリエーション室 

８月６日 ・サイコロトーク ７人 社福祉センター 

レクリエーション室 

９月３日 ・全員トーク（夏休みの思い出）、アンケート 

・手話しりとり 

９人 社福祉センター 

レクリエーション室 



加東さくらルーム   
実施日 内   容 参加人数 場  所 

１０月１５日 ・全員トーク（運動会の思い出） 

・囲碁ボール 

１２人 社福祉センター 

レクリエーション室 

１１月５日 ・全員トーク（文化・スポーツ） 

・囲碁ボール 

１３人 社福祉センター 

レクリエーション室 

１２月７日 ・全員トーク（平成３０年度の思い出） 

・手話歌（赤鼻のトナカイ） 

１２人 社福祉センター 

レクリエーション室 

１月２８日 ・全員トーク（お正月の過ごし方） 

・おりがみ 

５人 社福祉センター 

レクリエーション室 

２月１８日 ・全員トーク（今年挑戦したいこと、やってみたいこと） 

・おりがみ 

６人 社福祉センター 

レクリエーション室 



加東さくらルームアンケート

有効回答者数９人

３名
６名
０名

０名
７名
１名 ※１名自由記述

３名
３名 ※３名無回答

どちらでも良いとのこと

６名

１名 ※１名自由記述
※１名無回答
どちらでも良いとのこと

５．その他ご意見などありましたらご自由にご記入ください。
・加東市内で参加者のふえる工夫を
・参加者は１０人前後が．．．
・参加者は少なくてもふれあえるので良いと思う
・さくらルームの日時は色々なパターンがあっても良いと思う。
・昨年同様に聴覚障害者の方とのコミュニケーションを取れるようにお願いしたいです。
・社協の広報に掲載してもらえないのですか。
・例えば、参加者に呼びかけてもらう

２．２０１７年５月１日の加東さくらルーム初日には２８人の参加者がありましたが、最近の参加
者数は１０人前後となっております。参加者は何人くらいが良いと思いますか。

１．加東さくらルームは今年度、月に１回開催しております。一方、昨年度は週に１回開催してい
ました。開催頻度はどれくらいがよろしいでしょうか。

平成３０年９月３日（月）午前１１時実施

 ①月に１回（毎月開催）
 ②月に２回（隔週開催）
 ③週に１回（毎週開催）

 ②特に変更の必要は無い

 ①聴覚障害者の参加が多くな
  るよう工夫した方が良い

 ②変更しないで欲しい
 ①変更しても良い

 ①２０人以上
②１０人～２０人
 ③１０人未満

４．加東さくらルームでは昨年度、西脇市・三木市・加西市・多可町からも聴覚障害者の参加があ
りましたが、今年度はありません。他市町も含めて、聴覚障害者が参加しやすいように、何か工夫
をする方が良いと思いますか。

３．加東さくらルームは現在月曜日の午前中に開催していますが、市内の聴覚障害者の中には仕事
等の都合で参加できない方がいます。開催日時は変更した方が良いですか。


