
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 第 18回 松阪市手話施策推進会議 

２．開 催 日 時 平成 29年 3月 7日（金）18時 40分～19時 55分 

３．開 催 場 所 松阪市教育委員会事務局教育委員会室 

４．出席者氏名 

（委 員）深川誠子、草野義雄、脇田愉司、岡田敦子、長谷川尊

宣、西澄子、薗部功、 

（事務局）南野忠夫、青木覚司、世古元志、西尾香代子 

 

５．公開及び非公開 公開 

６．傍 聴 者 数 なし 

７．担 当 

松阪市福祉事務所障がいあゆみ課 

TFL 0598-53-4059 

FAX 0598-26-9113 

e-mail：shogai.div@city.matsusaka.mie.jp  

 

報告事項 

 １.「まちかどミニ手話教室」事業実施報告   

 ２．第 2期手話施策推進方針について 

協議事項 

平成２９年度手話普及啓発事業について 
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第 18 回 松阪市手話施策推進会議 議事録 

 

日  時：平成 29 年 3 月 7 日（火）18 時 40 分～19 時 55 分 

場  所：松阪市教育委員会事務局 教育委員会室 

出席委員：脇田愉司、深川誠子、草野義雄、岡田敦子、長谷川尊宣、薗部功、 

西澄子 

欠席委員：松島茂人、杜多洋子、川村浩稔、山本嘉 

事 務 局：南野忠夫、青木覚司、世古元志、西尾香代子 

傍 聴 者：なし 

 

【報告事項】 

（１）「まちかどミニ手話教室」事業実施報告 

 

≪事務局より概要説明≫ 【資料１】 

 

委員：イベントの参加者は、約３５０人ということでご報告を頂きましたが２階

や３階の吹き抜けから見下ろしている方たちがたくさんおられました。その

方たちを含めると４５０～５００人くらいに見受けられましたが、１階だけ

で３５０人くらいなのでしょうか。２、３階の方は数に入っているのでしょ

うか。 

事務局：参加人数については正確に数えたわけではありません。手話クイズやス

タンプラリーなど両方に参加頂いた方やダンスパフォーマンスに参加して頂

いた方、さらに２・３階から観て頂いた方もたくさんいらっしゃいました。

イベントに参加していただいた方が約３５０人でした。予想以上の参加を頂

いたと思っております。 

委員：今までとは違う会場で行なったので不安でしたが、予想外にたくさんの方

がお越し頂いたのでとても嬉しく思っています。「人と人が繋がるのがすごく

いい」とか「触れ合う機会が無いと思っていたけど気軽に触れ合う機会ができ

て良かった」というような感想で非常に良かったなと思います。 

しかしマームのセントラルコートでは、パネルで取り囲むような配置がしてあ

り、ちょっと外側から中が見えにくかったような気がしました。覗いている方

もおられたようなので、見えやすいように少し工夫をした配置であれば、より

良かったと思います。パネルが無ければ参加しない方からもよく見えたのでは

ないか、または離れたところへ配置した方が良かったかなとの感想を持ってい

ます。 

事務局：今回は初めての開催ということで、市役所の他の課で「マーム」におい
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てイベントを開催した経験をしている方から意見を頂き参考にしました。お

っしゃって頂いたように、覗くように見て頂いた方もたくさん見えましたの

で、来年以降も行うのであればそのあたりは検討していきたいと思います。 

またいい案があればぜひ教えて頂きたいと思っています。 

委員：今までどこか会場を借りて講演などをしていましたが、今回のように表彰

式やクイズがあるような催しだと、全く手話を知らない方でも買い物のつい

でに「何をしているのだろう」と興味を持ってもらえて、今まで手話に接する

ことが無かった人達にも参加して頂けたのでとても良かったと思っています。

ただ、最初の表彰式だけでなくクイズの時もそうでしたが、囲まれていること

によって座席が限られてしまって、参加したいなという人達がなかなか中に

入れずに遠慮されるということがあったかも知れません。先ほど言われたよ

うにパネルは良いようで悪いような、中が見えない疎外感というか「何をして

いるのだろう」という感じになったところがあったのかなと思います。しかし、

たくさんの方にお手伝いもして頂き、とても良いイベントだったと思います。 

事務局：今回はポスターの展示と手話サークルの紹介コーナーを作るというこ

とで、大きめのパネルを用意させて頂きました。パネルの大きさもいろいろな

タイプがありますので、その辺も工夫していきたいと思います。外から覗ける

くらいの方が「何をしているのかな」と興味をそそると思ったりもします。ま

た検討していきたいと思います。ありがとうございます。 

委員：ご覧になっている一般のお客さんが座っている同じ場所に、ダンスが終わ

った方が着席されると衣装が派手な色だったのですごく目立っていました。

何か着替えをしていただくような工夫をして頂いたほうが良かったのかなと

思います。派手な衣装のまま着席されたので、私としてはちょっと遠慮してほ

しい「退いて」と言いたかったです。人数がすごく多かったので、何かしら工

夫というか配慮が必要だったのかなと、なんだか厚かましいなという印象を

受けました。 

事務局：ダンスチームのＡＭＩＹさんが４９名参加をして頂きました。すごく盛

り上げて頂き、ダンスを踊った後もお父さんやお母さんといっしょにクイズ

やスタンプラリーに参加していただいたのだと思います。そのあたりも踏ま

えて、次回に向けて検討していきたいと思います。 

委員：私が言いたいのは、手話サークルの人達がお手伝いに来て頂いているにも

関わらず、着席されている方が多かったので遠慮して頂いたほうが良かった

のではないかということです。市役所の方から手話サークルの方に説明する

のは言いにくいと思いますので、この反省を私からサークルの方に伝えます。

よろしいでしょうか。 

会長：いろいろ出して頂きましたが、その他よろしいでしょうか。 
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委員：今回このように人が集まるところでのイベントは、たくさんの方が参加さ

れ、年齢層もありました。普及活動イベントとしては成功だったと思います。

事務局からもありましたが、成功の要因としてはバルーンアートがかなり役

割を占めていて有効だったと思います。 

ただ、最後に片付けをする時にちょっと感じたことがあります。バルーンアー

トを貰えるお子さんは楽しく帰られますが、最後の方でバルーンアートが無く

なってもらえなくなった時に、それが理解できるお子さんと、小さいお子さん

は「何で？」と言われるお子さんもいました。ですので、最後の差し上げ方と

いうのをしっかり決めておいた方がよかったのかなと思いました。 

事務局：バルーンアートにつきましては、会場を飾りつけるのにすごく有効であ

ったと思っております。親子連れの方にたくさん参加頂きました。イベントの

参加者にプレゼントをするようにしていましたが、最後はそうでない方も会

場に入ってこられたため、行き渡らないお子さんも出てしまいました。次回の

課題とさせて頂きたいと思います。 

委員：初めて参加させて頂きました。「手話」は講演会など舞台で通訳されてい

るので、皆さん身近に感じているとは思います。今回、参加の人達も幅広く、

小さいお子様から高齢者の方までいらしたと思います。「りんご」など単語や

名字の手話を自分で表現するということで、次へつなげていけるのかなとす

ごく思いました。企画が素晴らしかったなと今回感じました。 

会長：ありがとうございました。 

委員：委員の皆さまのお気持ちを受け止めて、またこの後２９年度の啓発事業に

繋げていくということで事務局側として、しっかりやっていきたいと思いま

す。貴重なご意見ありがとうございました。 

委員：アンケートを見せて頂き感じたことは、子供たちの半分くらいがわからな

いというのもまだあります。全員が分かったというのが私たちの目標です。大

人の方のアンケートを見せて頂くと「手と手でハートをつなぐ手話条例を知

っている」方が６１人ですね、もっと啓発しなければいけないなと思いました。

手話条例はまだまだ啓発が足りないと思いました。同じ内容で毎年毎年開い

ていけば手話の事も広がっていくと思います。 

会長：それでは今日出ました事の記録も残して頂いて、もし生かせるものがあれ

ば次回等にご検討いただければと思います。ありがとうございました。 

 

（２）第 2 期手話施策推進方針について 

 

≪事務局より概要説明≫ 【資料２】 
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委員：松阪手話講師団ではステップアップ講座について、講師や日程など細かい

内容の話を事務局と進めています。手話奉仕員養成講座を修了者対象のステ

ップアップ講座と同じ名前ではややこしくなってしまいますので、私たちの

方は名前を変えたいと思います。 

事務局：手話奉仕員養成講座については国の補助を頂いて市が進めます。それと

は別に、ろうあ福祉協会さんに委託して手話学習者のレベルアップを図る講

座を行なって頂きます。目的は同じですが、２つの講座を開催して参りますの

で宜しくお願いします。 

会長：推進方針全体の大きな方向の中で具体的に詰めて頂くということですね。 

委員：ＩＣＴの関係も事務局と話し合っていくのでしょうか。 

事務局：これについては推進会議で協議していく必要があります。三重県が４月

１日に手話言語条例を施行し、伊勢市もすでに手話条例を施行しています。

今後は県や他市町と共存しながら事業を実施していくなど、いろいろ方法は

あると思いますので、県や他市町と情報交換しながら検討していく必要もあ

ると思っております。 

委員：わかりました。ありがとうございます。 

委員：②－イ)参照 

情報発信に関する予算がどこにあたるかよくわからないのですが、事務局とし

て具体的な考えはありますか。県では知事の定例記者会見や議会以上の定例

記者会見に手話通訳を導入したり、昨年度は高校生の議会にも手話通訳を導

入したりしました。県の条例なので予算などのお金の配当が違うと思います

が、松阪市にも手話条例があり推進方針の中で謳われているので、情報発信に

ついて何か具体的な案があるのかお聞きしたいです。 

事務局：２９年度予算の審議を現在行なっております。予算の確定はしていませ

んが、本年度と同じ程度の要求をしております。資料２の「手話による行政の

情報発信を広めていくための内容を検討していきます」ということにつきま

して。予算の中にはあがっていませんが、行政の情報発信にはいろいろな方法

があるかと思います。その方法について推進会議でご意見を頂きたいと思い

ます。ケーブルシステムなど行政にも情報発信する機会がありますので、ご意

見をいただきたく宜しくお願いします。 

委員：市役所では手話が表されるテレビ番組が流れていますね。しかし、いつ手

話が流れるのかわかりません。「あっ手話だ」と突然流れてくるので、それで

は啓発や発信にはならない気がします。松阪市のホームページにアップして

頂く方がみなさん見やすいと思いますがどうでしょうか。 

事務局：「手話による行政情報発信」というのは、県政の知事記者会見に手話通

訳がつくことになったように、松阪市も市長記者会見やケーブルテレビの行
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政に関わる情報など、手話通訳がつけられる場面を推進会議で話し合ってい

きたいということです。翌年の平成３０年には事業化できるように、委員の皆

様で考えていくべき項目です。推進方針に記載のある事項がすぐに始まると

いう訳ではありません。まずは、推進会議で委員の皆様の知恵を集めたいと考

えています。手話の普及については、確固たる道を踏んで、皆に理解の得られ

る方法で実施していきたいと考えています。 

たとえば、戸籍住民課の前にテレビがありますが、市の情報発信のチャンネル

はありません。ですので、「そこを手話に対する理解・普及のために活用でき

ないか」というような意見を出していただきたいと思っています。委員の皆様

で確認しながら進めていただきたいと考え、この項目を挙げています。 

来年 29 年度の一年間で、皆様の意見をまとめていく役割をお願いしたいと思

っています。 

委員：今の話で思いついたのですが、以前、市長の記者会見に字幕がついたこと

がありましたよね。その時の字幕はどなたがつけられたのでしょうか。 

事務局：たぶん広報関係だと思います。飯高にケーブルシステムの事務局がある

のですが、そこの職員の努力によって字幕がついたという経過があります。 

今回、機構改革で組織が変わり、一部ケーブルテレビ局に無償譲渡という形で、

市から離れてしまうようです。 

先ほど言いましたように、そういう情報も含めて、どういう手法がいいのかを

推進会議で話し合っていきたいと考えています。必要に応じては、関係機関の

担当者に会議への出席・協力を依頼したいと考えています。 

推進方針（２）②では、具体的で本格的な取り組みをお願いしたいという意味

を持っています。 

委員：もう一点。以前ケーブルシステムと事務局と相談したことを覚えています。

手話を付ける場合、どのような内容に付けるのか、また、誰が担当するのかを

話しました。しかし、立ち消えになってしまったような状況です。 

会長：〇〇委員からいろいろご意見をもらいました。２９年度にこのような意見

と提案を出してもらい、翌年３０年度以降にそれをどう反映いくか、そういっ

た形で進めていただければと思います。 

委員：先ほど事務局から言っていただいたように、２９年度は「手話による情報

発信」を協議事項に入れていきたいと思います。 

必要であればその担当部局や関係者の方に来ていただきお知恵を拝借するな

ど、全体的な動きを来年度やっていこうと思います。しっかりと計画を立てて

いかなければいけないと思いますので、必ず協議事項に入れていただきたいと

思います。 

事務局：○○委員や事務局の話の中でもありましたが、予算を２９年度は２８年
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度と同等くらいの金額と考えています。 

市長の方針は、途中で補正をかけてまで新しいことをすることはしないという

ものです。それを踏まえて今当初予算が組まれています。 

ですので、新しく予算が増えることに関しては、３０年度で行なっていきます。

２９年度は議論のみをお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いし

ます。予算の範囲内でできることや予算を伴わないことは、年度を通して行な

っていただければと思います。２９年度はご理解をお願い致します。 

会長：それでは、報告事項（２）推進方針は、大きな方向性のことでありますの

で、そこに検討とか今後の予算に関わることも出てきます。（２）については、

これで確定とさせて頂きます。 

今いくつか出ていることも含め、協議事項の資料３に戻ります。 

２９年度の事業について事務局より説明して頂きます。 

予算というのは当然議会で決めて頂きます。２９年度の事業を説明いただいた

後、予算を伴うものか伴わないものかを含めて議論していただければと思いま

す。 

それでは、２９年度の手話普及事業について、事務局から説明いただけます

か。 

 

 

 

【協議事項】 

（１）平成 29年度手話普及啓発事業について 

 

≪事務局：資料３について説明≫ 

 

会長：事務局から説明がありましたが２９年度は議論をして３０年度の予算に

向け話し合っていくとの事です。２９年度の予算に向けて質問等はよろしい

でしょうか。 

委員：手話学習者ステップアップ研修は、松阪市ろうあ福祉協会への業務委託と

なっていますが、民間の会場を予約をするのに何カ月前からでないと出来な

いなどハードルが高いので会場だけでも市の方で用意してもらえるのでしょ

うか。 

会長：どうでしょうか、今の時点で言えるものはあるのでしょうか。 

事務局：会場につきましては「昼間するのか夜間するのか」「平日なのか休日な

のか」「期間もいつからいつまで」などあると思いますが市の施設の中で条件

に合うところがあればこちらから声をかけることもできます。そのあたりに
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ついてもこれから協議を行っていく必要があると考えておりましたので、ま

た、ろうあ福祉協会の方である程度決まりましたら相談をさせて頂きたいと

思います。 

委員：情報共有しながら話をしていくとありましたが、三重県では２９年４月か

ら条例施行されるという事で予算付けされていると思います。どのような形

でわれわれと密接な関係をもっていかれるのか、県の職員をここに呼んで頂

いてどうしていくのか、そしてどういうお考えをもっているのか。 

条例を制定しただけで何をしてくれるのかなど不安なところもありますし、一

番大事なスタートの時ですから例えば県の担当の方に一時間ほど来て頂いて

「一方的に聞くのか」「懇談するような形なのか」など機会があればそのよう

なところを早めにして頂きたいと私は思います。 

会長：提案がありましたが、県条例が施行されましたように具体的に会議に来て

頂くなど可能だと思います。みなさんもそのような事を考えて頂いて４月以

降になると思いますが事務局の方でこのような機会をもって頂ければと思い

ます。 

委員：２８年度は手話条例の中で手話を題材にした「出前講座はどれくらい依頼

があったのか」「奉仕委員養成講座も２年目のクールが終わって修了される受

講生さんがどれくらいいるのか」を報告頂ければと思います。 

事務局：２８年度の実績ですが、出前講座は７件で参加者数は２０９名です。 

そしてろうあ福祉協会に委託をさせて頂いております企業向けの手話研修の

実績としましては３件です。 

手話普及事業としまして市職員向けのイブニングセミナー(勤務がおわった後

に職員研修)を３件実施しています。参加は１７６人です。 

手話奉仕員養成講座は、２７年度受講生は２０名でスタートして、毎回１０名

前後の参加を頂いております。修了者につきましては２年間で６０回の講座の

８０％以上を参加した、５名の方に修了証書をお渡しします。 

２８年度も２０名応募があり、現在受講中です。 

会長：以上でよろしいでしょうか。ほかになければ協議事項を終わらせたいと思

います。 

事務局：２８年度は今回で終わりになります。２９年度に入りましたら推進会議

を開催させて頂きますが、行政委員は人事異動がありますので、事務局も含め

てメンバーが変わる可能性があります。４月以降に日程を設定させて頂いて

早いうちに開催をさせて頂きたいと思います。 


