
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 第 16回 松阪市手話施策推進会議 

２．開 催 日 時 平成 28年 9月 29日（木）18時 30分～20時 00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、松島茂人、脇田愉司、長谷川尊

宣、杜多洋子、岡田敦子、薗部功、川村浩稔、山本嘉 

（事務局）南野忠夫、青木覚司、世古元志、長谷川直美、上村言

葉、西尾香代子、森亜希子 

（松阪市社会福祉協議会）中西新 

５．公開及び非公開 公開 

６．傍 聴 者 数 1名 

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  

 

協議事項 

 １．2016年度手話普及啓発ポスターの入選作品について 

 ２.「まちかどミニ手話教室」について   

 ３．手話施策推進方針について 
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第 16回 松阪市手話施策推進会議 議事録 

 

日  時：平成 28年 9月 29日（木）18時 30分～20時 00分 

場  所：松阪市教育委員会事務局 教育委員会室 

出席委員：深川誠子、草野義雄、松島茂人、脇田愉司、長谷川尊宣、杜多洋子、

岡田敦子、薗部功、川村浩稔、山本嘉 

欠席委員：西 澄子 

事 務 局：南野忠夫、青木覚司、世古元志、長谷川直美、上村言葉、西尾香代

子、 

森亜希子 

参 加 者：松阪市社会福祉協議会 中西新 

傍 聴 者：１名 

 

【事項】 

１．開会 

２．委嘱状交付 

３．あいさつ（松阪市長） 

４．役員選出 

会長   脇田愉司委員 

副会長  深川誠子委員 

【協議事項】 

 

１、あいさつ 

会長：会長にご指名という事で務めさせて頂きます。私は竹上市長のように手

話も何も出来ませんが。元県職員で、今は短大・大学等で障がい関係など公

的扶助を担当しています。今後皆様方にはいろんな議論をして頂きまして議

事進行にご協力頂ければありがたいと思っております。宜しくお願いします。

それでは事項書に基づきまして５番の協議事項から入らせて頂きたいと思い

ます。それから副会長の深川さんも併せて宜しくお願いします。 

副会長：宜しくお願いします。 

 

(１) 2016年度手話普及啓発ポスターの入選作品について（報告）【資料１】 

≪事務局より報告≫   

 

(２)「まちかどミニ」手話教室について 【資料２】 

会長：まちかどミニ手話教室について説明をして頂きましたが、何か質問ご意
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見はございますか？ 

委員：三点あります。一点目は啓発ポスターの表彰のところですが、時間が１

０時から１０時２０分という予定になっています。市長から表彰をして頂

くだけだと思うのですが、せっかく小学生の皆さんが手話をテーマにポス

ターを描いて頂いて表彰して頂くだけでは勿体ないと思います。一人ずつ

何か感想を一言二言頂けたらいいと思います。二点目は手話クイズを私た

ち三人が担当するのですが、スタッフジャンパーを着たままそのクイズの

時はやる必要はありますか。クイズをやる時はスタッフジャンパーの着用

は必須でしょうか。三点目は手話クイズを担当するにあたりいろいろと相

談しました。最初は○×という方法でのクイズを考えていました。クイズは、

みなさん松阪市民ですので、松阪に関連する手話単語を覚えて頂きたいと

考えています。例えば「松阪」という単語を表現する手話は「松阪」とい

う風に表して○か×かを書いてもらうというのを最初は考えていました。し

かし、みなさんそれを見ただけでは最初は何もわからないと思うので、１

つの単語をＡ・Ｂの２通りで表現し、正解か間違いか、選択して正しい方

を選んでもらう方法。例えば松阪 Aを一つ目の表し方、Bの表し方を二つ

目と、「松阪」を二通り表現し、どちらが正しいかというような事でＡＢ方

式という A・Bで選択してもらう方式に変えたいと思っています。「牛」は、

みなさんイメージを持っていると思うので角を逆にしたら「あれはおかし

いな」ってみなさんわかって貰えると思うので、○×方式では無くＡ・Ｂで

選択する方式に変えたいと思います。以上三点です。 

会長：はい、ありがとうございました。それでは○○委員から三つほど、一つ

目はポスター表彰の時に一人ずつ感想を一言言ってもらったらどうか、二

つ目はスタッフジャンパー着用の件、三つ目が手話クイズで「松阪市」に

関わるものを A・Bの二択でするかです。その三点から事務局お願いしま

す。 

事務局：ありがとうございます。 

まず一点目手話ポスターの時の感想をという件でございますが、時間は１５

分としてあります。一応１０時５分から１０時２０分をとってあります。市

長から表彰状をお渡しするのと、昨年の様子をみておりますと写真を保護者

の方が撮ったりしますので、その時間をみて１５分とってございます。その

時に○○委員に司会をお願いするのでに時間的に余裕があれば感想を聞い

ていただければと思います。只１０人が全員入賞で順番はございませんので、

１０人分一言ずつでも聞いて頂けるようであれば聞いて頂ければと思って

います。 

二点目の手話クイズの時のジャンパーですが、当日の状況で判断していただ
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いて結構です。スタッフ用名札も用意致します。当日は外でティッシュを配

る職員もいますのでジャンパーを借りるようにしました。マームの中は暖房

も効いていて暑いと思いますので、その時の状況をみて必ず着用しなくても

イベント会場の中は名札のみの着用でいいと思います。お客さんから青のジ

ャンパーを着ているのはスタッフと分かればいいかと思いましてジャンパ

ーを提案させて頂きました。 

三つ目の○×クイズを二択クイズに変更の件は、ろうあ福祉協会の方でその

ように工夫し考えていただきましたので進めていただければと思っており

ます。 

会長：いいでしょうか？今のお答えでいいでしょうか？ 

委員：すいませんひとつ確認です。一点目は、司会一任という事でおっしゃっ

て頂きました。細かい事を言って申し訳ないですが、１０時５分から２０分

の予定でその間に表彰や写真撮影も終わらせて、その時に２０分を多少超え

てもいいのかどうか確認をさせてください。 

事務局：今回のイベントにつきましては、昨年は手話条例一周年記念という事

で講師さんを呼んで講演会等ございました。今回はそういうのはございませ

んので時間もある程度融通がききます。５分余計にかかってしまうのも大丈

夫ですので委員に一任します。 

委員：わかりました。ありがとうございます。 

会長：他にいかがでしょうか？ 

委員：通訳のところの事で聞きたい事があります。通訳について確認してもよ

ろしいでしょうか？開会式、ポスターの表彰式、手話ダンスの説明の時は通

訳が付くのでしょうか？それと手話クイズは通訳が付きますか？その辺の事

を聞きたいのと、それから先ほどと同じように青のジャンパーについて。手

話通訳の時はジャンパーを着用するのでしょうか？また自分の適した服を着

てきた方が良いのでしょうか？それもお願いします。 

会長：はい、ありがとうございます。それでは事務局の方でよろしいですか？ 

事務局：手話通訳についてですが、オープニングと表彰式、それと手話ダンス

に付きましては最初に簡単な紹介をさせて頂きます。その部分をお願いした

いと思います。手話クイズにつきましては手話クイズの部分は○○委員と○○

委員に進行をお願いしますので、その分についてはお願いしたいと思ってお

ります。午前中は○○委員と○○委員と登録通訳者の三人でお願いを致します。

お昼からにつきましてはダンスと手話クイズ、スタンプラリーとなりますの

で○○委員と登録通訳者の二人でお願いしたいと考えております。ジャンパー

の件も当日は暑いと思いますし動きにくいようであれば無理に着用しなくて

もいいかと思っております。 
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会長：○○委員よろしいでしょうか？ 

委員：はい、ありがとうございました。 

会長：はい、他にいかがでしょうか？ 

委員：通訳に関連してですが、手話クイズの進行は私が担っております。私の

読み取りをしてもらう訳なんですけども、○○さんや○○さんの手話表現に関

しては手話を見てもらうという形のものなので読み取りはいらないです。進

行の私の読み取りのみをお願いしたいと思います。それだけではなくて手話

ダンスやキッズダンスの紹介もありますね。前もって紹介文をお渡しする必

要もありますよね。そういう準備も必要かと思いますので宜しくお願いしま

す。 

会長：よろしいでしょうか？ 

委員：手話クイズのところなんですが開始１０時半となっていて、開始した時

に途中から参加される方も可能なのか、あるいは、ここまでなのかをお尋ね

したいということ。また先ほどクイズが終わった後に参加賞をプレゼントと

いうことになっていたのですが、手話クイズを終了した時の参加賞で差し上

げるという事でよろしいですか？ 

会長：事務局お願いします。 

事務局：クイズにつきましては、おそらく子供さんの参加が多いのではないか

と想定をしておりまして、たくさんの方に自由に参加して頂けるようなイメ

ージをしております。１０問クイズがあるのですが途中参加でも大丈夫です。

参加賞につきましては１０問全部正解した人でも１問しか正解しなかった方

でも同じ物を想定しております。参加賞というイメージで考えております。

途中参加も大丈夫です。 

会長：その他よろしいでしょうか？ 

委員：昨年一周年記念の行事の時に、手話に関する本の販売があったかと思う

んです。今年はそのあたりはどうでしょうか？ 

委員：昨年は松阪ろうあ福祉協会として手話関係の本を展示・販売をしました。

今年も福祉協会として販売をしていきたいのですが、よろしいでしょうかと

いう確認です。すいません。書籍と手話カレンダーです。 

事務局：書籍等の販売につきましては初めてお話しをいただきましたので事務

局で考えておりました配置・レイアウトには入っておりません。販売をした

いという事ですが、会場等の許可が必要です。 

委員：もし無理だという事であれば仕方がないと思っています。 

事務局：今回の会場はショッピングセンターでございますので、当然「マーム」

さんの許可がいる話でございます。 

委員：そうですよね。 
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事務局：一度確認をさせて頂きますが、販売がもし OK な場合ですが、これは

あくまでも松阪市ろうあ福祉協会さんとして売って頂くという事になります。

販売するスペースは確保できるかもわかりませんが販売に関してはろうあ福

祉協会さんの方ですべて行って頂くことになるかと思います。それでもよろ

しければ一度マームさんの方に確認とって後日対応させて頂きます。 

委員：はい、宜しくお願いします。 

事務局：スペース的には長机が二つくらいあればよろしいのでしょうか？ 

委員：長机を二つお願いします。 

事務局：販売はカレンダーと本ですか？ 

委員：はい、手話カレンダーと書籍の二つです。 

事務局：はい、確認をとらせて頂きます。 

会長：それでは販売という事でマームさんの方の許可が得られるかどうかの確

認と、ろうあ福祉協会の方で自らやって頂くという確認ですね。よろしいで

すか？その他いかがでしょうか？ 

委員：○○です。手話通訳の関係なんですが、当日会場でピンマイクの準備もし

て頂けると思うんですけれども、市長があいさつされる時と読み取り通訳で

いると思いますので、準備もお願いしたいと思います。 

事務局：はい、まず音響につきましては借りるように、ピンマイクがあるかど

うかはまた確認し連絡させて貰います。 

会長：はい、他にいかがでしょうか？ 

委員：三つほどお聞きしたい事があるんですけども、まず一つ目、スタンプラ

リーのカードの配布について。配布するとこが３カ所あると思います。平面

図の右と左と下の入口とあると思いますが、例えば状況によってはそこを離

れて自ら渡しに行くというか宣伝というか「どうぞ来てください」と、例え

ば店内を歩いて配布するのが可能なのか、もしかすると営業、邪魔になるか

ら辞めてくださいという事があるかも知れないので確認しておきたいです。

また、開催要項の１３番「その他」というところでバルーンアートの制作コ

ーナーをコケコッコー共和国のところでされるという事なんですが、メイン

のセントラルコートにもバルーンアートがあるということは、２カ所でバル

ーンアートを予定していると考えてよろしいのでしょうか。 

もう一つが、会場もバルーンアートを飾ってもらえるのでしょうか。例えば椅

子などは飾って頂けると書いてありますが、例えは表彰台のあたりとか派手

ではないので見栄えよく飾ってもらうことは出来ないでしょうか。この三点、

もし飾って貰えるようであれば表彰の華やかな雰囲気がでるのかなと。お客

さんもやはり目につくので足を止めて見て頂ける方も増えるのではと思って

ます。その点いかがでしょうか？ 
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事務局：一点目のスタンプラリーの周知の事ですが、基本的には会場内、セン

トラルコート付近でお願い致します。ちゃちゃもと福っきーが今回イベント

のＰＲを致しますので、委員さんにおかれましてはスタンプラリーの入口付

近で配布をお願い致します。バルーンアートについてでございますが、会場

内の飾りつけは行います。バルーンアートは入口や時計台の下の表彰式を行

うところを、飾りつけして頂くようにお願いしています。もうひとつ会場で

参加してもらった子供等にバルーンアートを作って参加賞と言いますか、プ

レゼントするように考えております。このセントラルコートの中にあります

バルーンアートのスペースが限られていますので、このサブとしてコケコッ

コー共和国の横に、結構広いスペースがありますので、そこでも作るように

考えています。 

会長：他にありましたらどうぞ 

委員：手話サークルのところでお聞きしたいのですが、スタンプラリーのスタ

ンプは何列くらい作るのかという事と、私もサークルに参加しているのです

が、何人くらいの方が各サークルからお手伝いして貰ったらいいのかわから

ないので人数的な事を教えて頂きたいです。 

事務局：手話サークルに関しまして、ご協力いただいた手話サークルさんの方

から逆に「何名くらい出したら運営として助かりますか。という数字を提示

ください」という事を言われております。ただ全てのサークルがその人数協

力をしてくださいという事で、早い時期からお声はかけさせて頂いています

が実際当日に確実に何名必要とか、もう少ししっかりとしたお願いをさせて

頂くために、例えば各サークルに 2 名程度とか数字は今ここで意見頂ければ

と思います。 

会長：○○委員いかがでしょうか 

委員：スタンプラリーは長いですよね。時間的にサークルの人達も交代でとな

ると思うのですが各ポイントで二人ずつとかどう付いたら良いのでしょうか。

イメージがわきません。 

事務局：スタンプラリーにつきましても事前に○○委員と協議をさせて頂いてお

りまして、当日松阪市ろうあ福祉協会さんにスタンプラリーの協力をお願い

させて頂いております。 

委員：○○です。今の委員の３名を除いて５人は協力できます。 

委員：本の販売カレンダーの販売が認められるとその５名は抜けていくかもし

れません。私の意見ですが午前の手話ダンス「ＭＳＤ∞」のメンバーは手話

サークルに通っている人がほとんどです。ですので、「ダンスが終わってあと

ちょっと手伝ってください」とお願いするつもりです。 

事務局：手話ダンスチームは 15名～20名参加して頂く予定ですか。 
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委員：人数的には10月の下旬に練習があるのできちんと把握できると思います。 

事務局：こういう時に○○委員から協力のお願いをして頂けるとありがたいと思

っております。 

委員：ダンスももちろんお願いするのですが、何人かはわかりません。人数が

少ないかも知れませんので、何人必要なのかを言って頂いた方がいいです。

呼びかけはしますけれども。 

事務局：スタンプラリーの件についてはまた事務局とろうあ福祉協会さんと社

協さんとで話し合いをさせて頂きたいと思います。必要な人数を調整できる

ようにしていきたいと思っております。 

事務局：あくまで手話サークルさんはボランティアグループです。先ほども言

わせて頂いたのですが、人数はお願いさせて頂くのですが、手話サークルさ

んに「必ず○人来てください」と求めるのは少し大変です。その辺のご理解

だけは宜しくお願いします。 

会長：それでは今の点は市の行政の方と社協さんと福祉協会の方で話し合いと

いう事でよろしいでしょうか。それ以外はいかがでしょうか。 

 それでは 2 番の「まちかどミニ手話教室」につきましては以上で終わらせて

頂きたいと思います。 

それでは３番「手話施策推進方針について」これについて事務局からお願いし

ます。 

事務局：まちかどミニ手話教室につきましては修正をさせて頂きまして、次の

会議・イベントまでに整理したものを、みなさんにお渡しさせて頂きます。

宜しくお願いします。 

 

(３）手話施策推進方針について 【資料３】 

委員：２０１４年にこの条例がスタートして２年間、先ほど事務局からの説明

通り手話の啓発普及ということで手話講座とか講演などを計画をして実施を

してきました。手話に対する理解・コミュニケーションもだんだんと広まっ

てきたと思います。今後も継続していきたいと思っています。 

私たちろう者は日常生活の中で一番必要なものは情報保障です。手話通訳が必

要です。いろいろな場所に行った時に通訳は必要です。コミュニケーションが

必要です。 

 登録通訳者は１３人いますが、昼間活動できる方は２～３人と思います。派

遣依頼をして必ず来てくれるかというと、やはり１００パーセントではない

ですね。断られるときもあります。確保ができないということがあります。

そうすると私たちろう者の生活はままならないです。現在手話通訳者が足り

ません。今、手話奉仕員養成講座をやっています。修了生が通訳者養成につ
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ながっても、すぐ通訳者になるわけではないんです。せめて８年、通訳者に

なるには８年～１０年かかると思います。また、今始まった奉仕員養成講座

を修了したあと、すぐに通訳者養成講座を受けることはできません。奉仕員

養成講座修了後、さまざまなろう者に出会ってコミュニケーションして頂い

て、行事も参加してもらって、ろう者の背景などを理解をして、そして手話

通訳者養成講座に進んでもらう事が必要です。奉仕員養成講座修了後、通訳

者養成講座の間ステップアップとして学ぶ場が無いです。ですので、今みな

さんに資料をお配りしましたけども、ステップアップ講座という案を作らせ

て頂きました。今まで奉仕員養成講座を学んでる人達の技術を復習・応用し

て、またさらに技術を磨いて知識も増やしていく、その為の講座です。そう

いう講座を開いていきたいです。通訳者養成講座に入るには奉仕員養成講座

で文法やさまざまな事をしっかり学んでいただかないといけません。復習が

ないまま、通訳者養成講座に行ってもなかなかついていけないと思います。

手話奉仕員養成講座の、今行われている様子を見ておりますとあまりテキス

トを使っていません。やはり目標をきちんともって地域の聞こえない人とコ

ミュニケーションできるように学習を進めてほしいと思います。通訳者養成

の方に進もうと思うと奉仕員養成のテキストの中味をきちんと理解ができて

ないとついていけないというようなことになってしまいます。奉仕員養成講

座の修了生が次の通訳者養成講座にいくまでの間にきちんと奉仕員養成講座

のテキストを使った学びの場が必要ではないかと思い、この資料を配らせて

いただきました。 

会長：最初に事務局から各委員から意見を提出して貰って、次回事務局の案を

作成して提案すること、また○○委員からステップアップ講座の実施について

提案がありましたが、今日はどこまで議論すればよろしいんでしょうか。 

事務局：今○○委員から提案頂いた手話奉仕員養成講座のステップアップ講座の

実施概要につきましては、詳しく書いて頂いてるとは思うのですが、これを

実施するのかどうか推進会議のなかで決めることではないかと思います。こ

の推進会議のなかでは手話施策推進方針を決めるという、その中で「手話通

訳者が不足しているので手話通訳者を養成していく」と記載をあげるべきだ

とは思っております。それに必要なステップアップ講座を実施したいとおっ

しゃってみえると思うのですが、このステップアップ講座をもう少し大きく

とらえて手話通訳者の養成が必要であるという事をこの推進方針については

あげさせて頂きたいと思います。 

このステップアップ講座につきましては○○委員と事務局で内容は考えてい

きたいと思っております。今日は手話施策推進会議ということでございますの

で「手話通訳者が不足しているので手話通訳者の養成をしていく」と、これか
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らの推進方針にあげていくべきではないかと考えております。 

会長：どうでしょうか、今のまとめ方につきまして何かありますか。 

委員：今日は方針を決めていくということですよね。おしゃって頂いた方針と

しては、一番最初に作ったワークシートの中にある項目の４―３と４―４、

ここに養成関係の文言が入っていますので、ここが反映されるような方針を

含めていきたい。通訳者になるために非常に時間がかかるので、今からはじ

めていかないと私たちも待てないというか、じれったい思いをしてますので、

是非通訳者を増やしていくことを具体的に実行していくためにご協力をお願

いしたいと思います。 

会長：今お聞きした中では、こういう事を含めて推進方針ですから、大きな方

向つけをするという事を次回に提案、その中には○○委員の方からもありまし

たステップアップ講座のことも読み取れるような方向つけをまず行う。その

あとで実際にどういう形で具体的に進んでいくかについては、またさまざま

な意見交換の中で実現可能性のことを探っていくということでいいかと思う

のですが○○委員いいですか。 

委員：はいそれでいいかと思います。 

会長：大きく推進方針、各委員さんから意見を頂くってことでよろしいですか。

次回にその意見をふまえて大きな方向づけの推進方針を事務局案として、 

 今日はその辺について何か策定に向けての意見を頂くということでよいので

しょうか。 

事務局：推進方針につきまして評価、課題等を参考にご意見等ございましたら

事務局にお願いしたいと思います。１０月末に次回の手話施策推進会議をお

願いしたいと考えております。その時に委員さんの意見も反映させてこれか

らの推進方針を事務局案として提示させて頂こうと思っております。10月 14

日（金）までにご意見等ございましたらお願いしたいと思います。10月末に、

次回推進会議の方を開催させて頂きたいと思います。 

会長：それでは事務局からもありましたように１０月１４日までに各委員さん

の方で大きな推進方針の方向づけを行うにあたっての２年間の今後の推進方

針の中で意見・方針を盛り込んでほしいとかありましたら出して頂き、それ

を受けて１０月の末くらいに会議で事務局案としてでてくるとそういう事で

よろしいですね。それでは今日はその点について聞くと言う事はよろしいで

しょうか。 

委員：今日お配りしたステップアップ講座の参考資料ですが、資料をお配りし

たのでそれも併せてごらんになって頂いて何か意見があれば同じく１０月１

４日までにお出し頂けるとありがたいなと思います。 

会長：それでは事項書３番の手話施策推進方針につきましては、以上のような
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形で。今日はここまでが議論という形でよろしいでしょうか。 

会長：それでは協議事項の３点は終わりまして、次、６番その他でよろしいで

しょうか。次回の開催日程を事務局の方でよろしいでしょうか。 

事務局：ありがとうございました。次回の推進会議は１０月の最後の週で調整

をとりたいと思います。その時に本日の資料２のまちかどミニ手話教室の修

正したもの、後、手話施策推進方針の事務局案をご提示させて頂きたいと思

います。宜しくお願い致します。 

会長：ありがとうございます。 

確認の意味でお話しさせて頂きます。今日の協議事項で２番目にありました

「まちかどミニ手話教室」のいろいろな確認事項がありますので、その事も含

めて、次回１０月後半の日程調整をして頂いて、修正の分があればその時にご

提示頂く。それから意見を１０月１４日までに各委員さんがご提示頂いて、そ

の事務局案もその時にご提示頂く。 

そういう事でよろしいでしょうか。 

会長：それでは私のほうで進行の議事は以上になると思うのですが、後何かそ

の他ございますでしょうか。事務局から何かご連絡ありませんか。よろしい

ですか。それではその他無いようですので、第１回という事で終了させて頂

きます。それではご苦労さまでした。 


