
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 第 15回 松阪市手話施策推進会議 

２．開 催 日 時 平成 28年 7月 14日（木）18時 30分～19時 50分 

３．開 催 場 所 松阪市役所第３別棟 第 4会議室 

４．出席者氏名 

（委 員）深川誠子、草野義雄、喜多嶋直子、佐藤祐司、杜多洋

子、岡田敦子、薗部功、川村浩稔、西澄子 

（事務局）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 

 

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  

 

協議事項 

 １．2015年度手話普及啓発ポスターについて 

 ２.手話普及啓発イベントについて   
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第 15回 松阪市手話施策推進会議 議事録 

 

日  時：平成 28年 7月 14日（木）18時 30分～19時 50分 

場  所：松阪市役所第 3別棟 1階 第 4会議室 

出席委員：深川誠子、喜多嶋直子、草野義雄、佐藤祐司、杜多洋子、岡田敦子

薗部功、川村浩稔、西澄子 

欠席委員：長谷川尊宣、山本嘉 

事 務 局：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：なし 

 

１、あいさつ 

会長：皆様、改めましてこんばんは。夜分また大変暑い中ご参集いただきまし

てありがとうございます。会を数えて第 15回目の手話施策推進会議となりま

すけれども、本日は特に、この秋と言いましょうか冬に予定されております

イベントの事が中心になろうかと思います。ご協議へのご協力をお願い致し

ます。ではお手元の事項書に従って進めてまいります。事項書の 2、報告事

項 (1)企業等手話研修推進事業について、お手元の資料１をご覧になりなが

らお聞きいただければと思います。では事務局お願いします。 

 

２、報告事項 

(１)企業等手話研修推進事業について【資料 1】 

(２)手話出前講座について 

≪事務局より報告≫ 

会長：ただいま事務局より報告がありましたが、こちらにつきましては報告と

いうことですので議事を進めてまいります。お手元の事項書３、協議事項 

(1)2015年度手話普及啓発ポスターについて、お手元の資料２をご覧になりな

がらお聞きいただければと思います。では事務局よろしくお願い致します。 

 

３、協議事項 

(1)2015年度手話普及啓発ポスターについて【資料 2】 

≪事務局より概要説明≫ 

会長：協議事項の(1)につきましては内容が二つありました。一つ目は先ほど事

務局から示していただいたポスターでよろしいでしょうかということ、二つ

目は資料２にあります配布先のリストですが、これで過不足ないかというこ
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とです。まず一つ目のポスターのデザインについては、ろう協の委員の皆様

にはよろしいというご返事をいただいたということですが、他の委員の皆様

はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

通訳：ろう協の委員の方から、ポスターの色がなんとなくぼやけて見えるよう

な気がするという意見がでています。 

  (少しの間座ったままで意見交換) 

委員：全体を見た時に何となくぼやけた感じで、遠くから見た時に何があるの

かなあとよくわからない感じです。近づくとわかるのですが、もう少しはっ

きりとした色合い、例えばポスター其々に縁、外枠をつけるようなデザイン

にしてもらったらよりわかりやすくなるのではないかと思います。 

会長：まさに○○委員には遠い所からご覧いただいておりますが、少し弱い感

じでしょうか。 

委員：そうですね、少し弱い感じですね。柔らかい感じは伝わりますが、しっ

かりとという目的でしたら、もう少し際立たせてもいいかもしれませんね。 

会長：他にご意見ございませんでしょうか。レイアウト、およその配置とかに

ついては、前回の会議でこの路線でいくということだったと思いますがどう

でしょうか。 

委員：レイアウトはいいと思います。其々のポスターに何か縁取りがあっては

っきりするといいのかなと思います。 

通訳：何の色がいいのだろう。もう少し暗い色ならいいのかなと今ここの 3 人

で話されています。 

会長：其々がもう少し際立つようにするとか背景を変えるとかといということ

は出来るわけですよね。 

事務局：はい。 

会長：デザインについては何ら建設的な意見をいうことは出来ませんが、プロ

にお任せするということで事務局よろしいでしょうか。 

事務局：はい。 

会長：レイアウトについてはよろしいということですから、其々の入選作品が

際立つような、或いはキャッチというかもう少し目を引くような、そういう

風な色合いに工夫して作っていただくということでよろしいでしょうか。あ

りがとうございます。それから二つ目のお手元の資料 2 にあります配布先に

ついてですが、どのような所にどれだけ配布するのか記載されています。こ

れに関してはいかがでしょうか。過不足はありませんか。 

委員：市の商店街にも貼る事は可能だと思います。ただ数ですが、どれくらい

余裕があるのでしょうか。それによっては、商店街の方も配布の割合があり

ますので、多くあれば商店街の皆様にもたくさんご協力をしていただけると
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思います。 

会長：先ほど事務局からたくさん作る事は可能だということでした。とは言え

限度があると思います。事務局、どれくらいまで可能なのでしょうか。予算

との兼ね合いもあると思いますが・・。 

事務局：当初は 200 枚くらいを考えておりましたが、その想定外の方ですが、

どれくらいになりますでしょうか。 

委員：お店全てですとおよそ 140 になりますが、そういうわけにもいきません

ので・・。140 の中で割合を作りますので、100 枚と言われればそれで分け

ていきます。逆にいけるところまでは・・ということですが、こちらから提

示させていただいた方がいいのでしょうか。何枚貼れるかということを・・。

容量といいますかキャパをお示しして、可能であれば対応していただく。そ

ういうことで調べてみます。 

事務局：なるべく広く広めたいと思っております。 

委員：はい、わかりました。 

事務局：予算的にはございますので、商店街に関しましては○○委員さんと相

談をさせていだき配布できるようにしていきます。 

委員：これはいつ完成し、いつからいつまで貼るのでしょうか。 

事務局：これにつきましては 2015年度のポスターですから、今日 OKが出まし

たらすぐ発注をするつもりでした。先ほど出ました細部の詰めをさせていた

だき、なるべく早く発注をさせていただこうかと思います。完成し次第配布

をしたいと考えております。貼付期間としましては、2016年度のポスターを

夏休みに描いてもらい入選作品が決まるのが 9 月中ですから、この 2015 年

度のポスターが貼れるのは 11 月または 12 月までということになってしまい

ます。新しい 2016年度のポスターを作りますので、その頃には 2016年度版

を配布させていただく予定です。これからは毎年 11 月または 12 月に新しい

ポスターをお配りするつもりです。申し訳ありませんが 2015年度が初年度で

すから貼付期間は短くなってしまいます。 

会長：○○委員よろしいでしょうか。 

委員：通年ということでよろしいでしょうか。短期間ではなく通年ということ

ですか。 

事務局：この 2015 年度につきましては 8月～11月または 12月になってしまう

のですが、2016 年度からは毎年ポスターを子ども達に描いてもらいますので、

毎年 11月または 12月から 1年間貼っていただき、次年度貼りかえるという

ことになります。1年間貼っていただくことになります。 

委員：わかりました。 

委員：先ほどの○○委員の意見と同じで、出来れば商店街などにも配っていた
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だきたいと思っていました。他に松阪駅には貼る事は出来ないのでしょうか。 

会長：今駅への掲示というご意見がでましたが事務局いかがでしょうか。 

事務局：松阪駅の構内ということでしょうか。 

委員：外です。 

事務局：松阪駅の切符売り場ですか。 

委員：中と外で違ってきますか。中と言いますか JRと近鉄を行き来する真ん中

の廊下と言いますか、陸橋のような通路がありますが、そこにいろいろなポ

スターが貼ってあります。外は掲示板がありますよね。そこに貼ればいいと

思います。 

事務局：そこの施設、駅の許可がいると思います。今出ているのは市の施設で

すから福祉事務所の方からお願いをしてそこの許可が下りれば可能かと思い

ますが、それ以外の施設は、そこの許可が要りますので、許可がとれれば可

能かと思います。 

会長：それでは市の施設以外はその施設の管理者に確認をしていただき、ポス

ターはたくさん刷る事が出来るということですから、許可が得られる所には

積極的に貼っていくという事に致したいと思います。これは、○○委員がお

っしゃった松阪駅も含めてそういう風に進めていきたいということです。他

にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。

それでは協議事項の(1)2015年度手話普及啓発ポスターにつきましては、先ほ

ど委員の皆様から出された意見を基に進めてまいりたいと思います。ありが

とうございました。続きまして協議事項の(2)手話普及啓発イベント『まちか

どミニ手話教室』につきまして、お手元の資料 3 をご覧になりながらお聞き

いただければと思います。事務局よろしくお願いします。 

 

(2)手話普及啓発イベント『まちかどミニ手話教室』について【資料３】 

≪事務局から概要説明≫ 

会長：今事務局から今年の 11 月 12 日土曜日に開催する予定の手話普及啓発事

業につきまして、大きく分けて 3 つのことについて提案をしていただきまし

た。一つ目はその内容、コンテンツです。二つ目はこの啓発事業を行うマー

ムの具体的なレイアウトの話、それから三つ目はどのような進め方をするの

かという進行の話でした。まず順番にご意見をいただきたいと思います。最

初の資料に対応しますけれども、中身につきましてご意見があればいただき

たいと思いますがいかがでしょうか。加えまして、この資料に関しましては

『まちかどミニ手話教室』～ちょっと寄ってって！手と手でハートをつなぎ

ましょう！～という仮の名称があがっていますが、この名称につきましても

合わせてご意見をいただければと思います。内容につきましては、資料の中
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ほどにあります(1)から(6)になりますが、(1)と(2)のポスターに関するイベント、

これは必ずしなければならないということですから必須の内容になります。

それ以外、手話クイズから手話サークルの紹介まで 4 つの提案があったわけ

ですけれども、これらについて何かご意見ございませんでしょうか。 

事務局：この(3)手話クイズですが、これについては○○委員と事前に協議をさ

せていただいておりましたので付け加えさせていただきます。○○委員から

当日楽しいイベントで幅広い人に参加をしていただきたいというご意見をい

ただきました。そして手話クイズなどはどうかとお話がありましたので、今

回ご提案をさせていただいております。○○委員の方から、この手話クイズ

について補足がありましたらお願いしたいと思います。 

委員：前の会議の時にもお話をしたと思いますが、参加者の皆さんと一緒に手

話を考え、作りましょうという事です。例えば松阪にはちゃちゃもがいます。

福っきーがいます。松阪牛がいますが、そういう手話はどういう風に表現し

たらいいのだろう・・と参加の皆様と一緒に考えたらどうかなと思います。

それをいくつか出していただいて、市長さんもいらっしゃいますし、委員の

中からも表現をしていただいて、1番がいい人、4番がいい人というように手

をあげてもらい、数の多い方に決めてもらうという方法はどうかなと思いま

す。 

会長：イベントまでには時間がありますので、ぜひそれまでに○○委員にはご

多用で恐縮ですが事務局と相談をしていただき、楽しいクイズコーナーにな

るように設計していただければと思います。よろしくお願いします。 

委員：わかりました。 

会長：他にこの内容につきまして何かございませんでしょうか。 

委員：(6)の手話サークル紹介について、社協の○○さんのお考えを確認したい

と思います。其々のサークルの紹介ですが、ポスターを貼るのか、それとも

舞台でどのような事をやっているのか紹介をするのか、どんな風にされるの

かお聞きしたいです。 

会長：今のご質問について事務局いかがでしょうか。 

事務局：紹介につきましては、今社協の○○さんと調整をさせていただいてお

ります。今考えておりますのは、先ほどパネルを用意するといいましたが、

其々のサークルに 1 枚のパネルを用意させてもらい、そこに手話サークルの

PRが出来る様なものを模造紙に書いてもらったり、チラシがあるのであれば

当日渡してもらったりしていただき、広く皆様に知っていただけるようなコ

ーナーを其々の手話サークルの方で作っていただきたいと考えております。

また、当日手話サークルの方にも来ていただき、スタンプラリーの時、また

手話を教える時に一緒に入っていただき、買い物客と触れ合っていただく。
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そして、その時にサークルの案内が出来るのであればしていただくというよ

うな、サークルの PRと当日参加というような事を考えております。 

社協：○○委員のご質問の件ですが、ステージでご紹介できればと思うのです

が、当日参加協力を各グループの方へ呼びかけはさせていただきますが、当

日全部のサークルが揃うかどうかは確証はいただけませんので、まずは確実

に出来るポスターの紹介、プラススタンプラリーへの協力ということで考え

ております。 

会長：○○委員、今の説明でよろしいでしょうか。 

委員：わかりました。 

会長：他にこのイベントの内容につきましてご意見ございませんでしょうか。 

委員：手話ダンスとキッズダンスについて確認をさせてください。手話ダンス

は私のチームに頼む事が出来ます。キッズダンスはどのような方法で依頼を

するのでしょうか。 

会長：この点事務局お願いします。 

事務局：手話ダンス・キッズダンスですが、手話ダンスは○○委員にお願いを

させていただきます。キッズダンスは市内で活動されているキッズダンスチ

ームがいくつかありますが、以前○○委員の方で知っているチームがあると

いう事をうかがったことがあります。そちらの方の参加は可能でしょうか。 

委員：今その方が子どもを教えているかどうかは聞いていないのでわかりませ

ん。 

事務局：まだ確認は取れていないという事でしょうか。 

委員：皆様の確認が取れてから頼むという事で、もし子ども達を教えていると

いう事であれば頼むつもりでした。 

事務局：今日了解をいただけたら是非お声かけをしていただきたいと思います。

そのチームがひとつと、もう一チームは○○の方から説明をさせていただき

ます。 

社協：私どもと繋がりのあるキッズダンスチームと○○委員のMSD∞が揃って

振り付けをしていただいた方が○○先生ですが、その先生の娘さんが指導を

しているキッズダンスチームに AMIY があります。昨年社協がさせていただ

いたハートフル三雲での福祉フェスティバルに MSD∞と同じようにミニス

テージに AMIY にも参加していただきました。こちらから依頼させていただ

こうと考えているのは、○○先生繋がりの部分で AMIY に依頼ができればと

いうことで事務局と相談をさせていただいております。 

会長：○○委員よろしいでしょうか。 

委員：よろしくお願いします。 

会長：他に内容につきましてご意見ございませんでしょうか。 
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委員：先ほどの続きです。手話ダンスですが、もしかしたらもう一チームに声

をかけることが出来るかもしれません。MSD∞とは別のチームですが、それ

はお願いをしてもよろしいでしょうか。 

会長：事務局いかがでしょうか。 

事務局：手話ダンス・キッズダンスにつきましては、これから○○さんと事務

局とで相談をさせていただきたいと思います。了解をいただきましたら、詳

しい内容につきましてはスケジュールも含めまして再度調整をさせていただ

きたいと思います。ダンスの時間であったり参加していただける人数であっ

たりがありますので・・。今回来ていただくダンスチームにつきましては、

ボランティアという形でお願いをさせていただきますので報酬はとってあり

ません。この手話普及啓発イベントに協力をしていただけるチームをという

ことでお願いをしたいと考えております。また調整をさせていただきたいと

考えておりますのでよろしくお願いします。 

会長：詳細につきましては○○委員と事務局とで後ほど詰めていただきたいと

思いますが、内容につきましてこれでいいのか否かということは、ここで委

員の皆様のご意見をいただいておきたいと思います。何かあればおっしゃっ

ていただきたいと思いますがいかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、

詳細につきましては後ほど○○委員と事務局とで詰めていただくということ

でしたので、三つ目に申し上げた(資料でいくと資料 3の 2枚目)進行表につい

て、こちらのほうも詳細を詰める際に若干のアレンジはあるかもしれません

が、基本的にこの形で進めて少し調整をしていただくということ、それから

もう一つの問題、マームの会場の話ですが、お手元の資料の 3 枚目ですが、

これはどなたがかかれたのでしょうか、非常に絵がお上手ですね。羨ましい

ですね。こういったレイアウトで進めたいということなのですけれども、ご

意見ございませんでしょうか。 

委員：この絵の中の左の上にぬり絵とありますが、これについて教えてくださ

い。 

会長：事務局教えてください。 

事務局：スタンプラリーのカードの裏面にぬり絵が出来るように作らせてもら

い、子ども達にぬり絵をしていただこうという事です。一つの案としてあが

っておりましたので、こういうコーナーを作らせていただきました。それか

ら追加でお願いしたいことがございます。当日のスタッフについてですが、

スタッフとわかるように、今○○さんが着ているようなスタッフジャンパー

を作りたいと思っているのですが、実はこのスタッフジャンパーを作る予算

まではありません。ジャンバーは無理かもしれませんが、イメージカラーを

決めたいと思っています。この手話条例に関することで、皆が同じ色の名札
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なりをつけ、スタッフということがわかるようにしたいということと、当日

景品としてクリアファイルを用意させていただいてお渡しするのですが、そ

の時にそれを入れる手提げ袋を用意し、それにはシンボルマークを入れ、出

来ればその袋も同じ色で作っていきたいと考えております。これも案なので

すが、このようなものを用意させていただき、今後色を統一したいと考えて

おります。手話に関するイベントをする時に、手話のイメージカラーとして

使っていきたいので、突然ではございますがお願いをしたいと思います。 

会長：まず○○委員、ぬり絵の件はよろしいでしょうか。 

委員：はい。 

会長：合わせて事務局から手提げ袋ですとか名札とかについて提案がありまし

た。この点についてご意見があればいただきたいと思いますがいかがでしょ

うか。 

委員：これ(カタログを見ながら)バックはどっちですか。 

事務局：78 円のほうです。これもイメージでして、こういう手提げ袋を用意さ

せていただき、そこにシンボルマーク等を載せたいと考えています。○○委

員が持っていらっしゃる、まさにそのような感じです。 

委員：これは協会の大会で記念品として皆さんに配りました。ここに資料を入

れて配りました。 

事務局：そこにシンボルマークを印刷で入れ、記念品として渡して、それをマ

ーム中に広めていただこうかと・・そう考えております。当日はマームの駐

車場でフリーマーケットをすると聞いておりますので、その時に皆さんにこ

れを持って歩いていただき、PRしていただこうかと・・そう考えております。 

会長：もし反対意見がないようでしたら、この手提げ袋もいろいろ色があるよ

うですし、それから名札についても一工夫したいと事務局がおっしゃってい

ましたので、この点も含めて一切詰めていただき、事務局からの提案のよう

に進めてまいりたいと思いますが、委員の皆様よろしいでしょうか。ではそ

のように進めていただきますよう事務局よろしくお願いします。他にこのレ

イアウトについてご意見ございませんでしょうか。 

委員：先ほど、スタッフは名札でわかるようにすると言われましたが、名札っ

て周りから見て目立ちますか。どうなのでしょうか。 

事務局：本当は○○さんのようなものを作りたいのですが、一目でわかるよう

なものを作りたいのですが、お金がかかります。それで考えているのは、こ

の名札と紐を皆同じ色にし、中も同じ色にして皆が同じ物を付ける。当日ス

タッフとわかるようにしたい、そういう案です。そこまでする必要がないと

いう事であれば、それはそれでいいのですが・・。数もかなり多くなって場

所もマームですし、マームさんにとっても、この手話のイベントのスタッフ



9 

 

とわかる方がいいのではないかと思い提案をさせていただきました。お揃い

の物を身につけて当日スタッフとわかるようにしたいということです。 

会長：○○委員、お金がかからない目立つ何かいい方法を思いつかれますか。 

委員：私達はよく T シャツを着たりします。寒い時期ですから半袖では寒いで

すよね。T シャツなら 100 円くらいで買えますか。やはり名札では目立たな

いかなと思います。後ろから見たらわかりませんので、もう少し目立つ物が

いいと思います。 

会長：事務局にお尋ねします。スタッフの人数は当日総勢何名くらいになりま

すでしょうか。 

事務局：当日のスタッフとしまして、委員さんが 11名、障がいあゆみ課の職員

が 15名、あと社協から当日何名くらい参加してもらえますか。 

社協：5名くらい参加させてもらいます。 

事務局：手話サークルの方にもスタッフと同じ物を身に付けていただきたいと

思っておりますので、40名くらいになります。 

会長：当日総勢 40名くらいということですが、どうでしょうか、着衣の上から

重ね着をする形であれば T シャツでもそんなに寒くはないのではないかとい

う気がしますが、私 T シャツがどれくらいで調達出来るのかわかりませんの

で・・。 

委員：今閃いたことがあります。松阪市がお持ちかどうかわかりませんが、な

にかしらのビブス、背中にその時々の表示がつけられるポケットのようなビ

ブスがあれば、それを借りて手話関係とわかるように何かしら手を加え、そ

れを身につけるということが出来ると思いますが、そういう物はあるのでし

ょうか。 

会長：事務局、そのような物はいかがですか。 

事務局：実は私どもも、市役所内の他の部署でそのような物がないかどうか考

えていましたが、あまりいい物がありませんでした。結果、とにかく安くす

む物ということで提案をさせていただきましたが、他にいい物があれば活用

したいと思っております。今思いつく物がなくて申し訳ありませんが・・。 

委員：マームで売られている中に、○○さんが着ているような安価で手ごろな

ジャンパーがあるかどうかはわかりませんが、私はあると思うのですが・・。

それを買って活用するというのは難しいでしょうか。 

会長：この件につきまして、ここでこれこれでいくという決議をいただく必要

はないと思いますし、また予算の関係は事務局にしかわからない部分もある

でしょうから、委員の皆様もし何かいい案があれば、開催までに時間があり

ますので事務局にご提案いただき、その上で事務局の判断で、変な言い方に

なりますが最悪名札、上手くいけば別物で、そういう風な事でご了解いただ
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ければと思いますがよろしいでしょうか。他に当日のレイアウトについてご

意見ございませんでしょうか。一通りご覧いただいていろいろ思われる所は

あるかもしれませんが、こちらにつきましても何かご提案があれば直接事務

局の方におっしゃっていただいき、良いところは事務局の判断でアレンジし

た上でお進めいただければと思います。よろしいでしょうか。では、協議事

項の(2)手話普及啓発イベント『まちかどミニ手話教室』につきましては、今

までいただいたご意見に基づいて進めてまいりたいと思います。ありがとう

ございました。では続きましてお手元の事項書４、その他につきまして、ま

ず(1)2016年度手話普及啓発ポスターの選考について、事務局説明をよろしく

お願い致します。 

 

４、その他 

(１)2016年度手話普及啓発ポスターの選考について 

≪事務局より概要説明≫ 

会長：その他ではありますが、このポスター選考の進め方についてご意見があ

ればいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

委員：選考人についてもう一度教えてください。 

事務局：審査員は、○○小学校の○○先生と○○小学校の○○先生です。この

お二人の先生は、教育委員会の○○委員を通じて昨年度もご紹介をしていた

だき審査をお願いした先生であります。○○委員を通じて依頼をさせていた

だきご了承をいただいております。 

会長：○○委員よろしいでしょうか。 

委員：ありがとうございます。 

会長：他にございませんでしょうか。よろしいですか。では続きまして(２)次回

の推進会議開催について事務局お願いします。 

 

(2)次回の推進会議開催について 

≪事務局より概要説明≫ 推進会議委員の任期 

会長：今事務局から話をしていただいたとおりです。まずはこれまでこの手話

施策推進会議の協議にご協力いただきましてありがとうございました。特に、

非常に熱心かつ建設的なご意見をいただきました。私他にもいくつかお手伝

いをさせていただいているところがありますが、中でも一番議論が白熱する

といいましょうか、委員の皆様が前向きな会議であったと思います。去年か

ら職場で副学部長をさせられておりまして、週の前半は松阪にほとんど居る

事が出来ない状態になっております。結果、この会議のほうも判で押したよ

うに木曜日か金曜日に、しかも夜間ということで、委員の皆様には非常にご
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無理を申し上げていたところですし、今後もこういう状況が続きそうだとい

うことで、事務局の方には「ごめんなさい」という風に言わせていただきま

した。今日こちらに来る前に、どんな事をしてきたのか資料を見ていました。

平成 26年 1月早々に制定の為のワーキングチームができまして、とりわけ当

時からお世話になっている○○委員、○○委員、○○委員は覚えていらっし

ゃると思いますが、条例に何を盛り込んでいくかということでこういうワー

クシートを作り、そこから条例の文言を考えていこうというような事をやり

ました。非常に突貫工事でやった記憶があります。確か 3 月ぐらいまでに 4

回会議をして、1 回は確か 4~5 時間やったような気がします。慣れない行政

の条例の文言まで、我々が一言一言考え、思いを込めながら作ってきた、そ

ういう条例で、私としましても印象に強く残っています。その後、2年前の 9

月からこの推進会議が始まり、去年の 8 月には 1 回目のイベントを非常に暑

い中やりました。2回目は今年の 1月の非常に寒い中、確か○○委員は体調を

壊されていたと思いますが頑張ってきていただき、どちらのイベントも非常

に成功のうちに出来たのではないかと思っています。これもひとえに委員の

皆様と事務局の方の御尽力があったということで、私は会長と言いましても

議論の交通整理をしているだけで、私が建設的な意見を言うという事が出来

ず非常に申し訳なく思っております。この会議はいつで終わりという事では

なく、今後もずっと続けていかなければいけない。手話施策を続けていくた

めに続けていかなければいけないものですから、引き続き委員を担当してく

ださる方には、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。非常に長い間

ありがとうございました。では過去最短の会議、1時間 10分という・・ 

委員：まだ言いたいことがあるのですがよろしいでしょうか。 

会長：はい、どうぞ。 

委員：お辞めになられるのはとても残念です。一緒に活動をして頂いたお陰で

条例が出来たと思っております。本当にありがとうございました。またイベ

ントにもぜひおこしいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

条例がきっかけとなり、市民にもボチボチ手話が広がってきており、私達も

嬉しく思っております。手話が広がっていくだけではなく、ろう者の生活も

変えたい。その為に手話をきっちりと確保していきたい。その為の話し合い

を今後もしていきたいと思います。過去 14回の会議で(今回 15回目は最後の

会議になりますが)、来年度の予算を取るまでに、予算を確保する為に話をし

なければならないという事が前回出たと思いますが、次回 9月 29日の会議の

時には予算確保の為の提案をしなければならないと思っております。11月 12

日の普及イベントの話を中心にしなければいけませんし、そうしますと、他

の事業の内容についても話をというと、いつどのタイミングで話をしていけ
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ばいいのか、わからないので今出させていただきました。今からそれを出し

てもいいでしょうか。それとも 9月 29日でも間に合うのでしょうか、どうな

のでしょうか。 

会長：今の件につきまして、来年度予算に盛り込むためのヘッドラインの説明

は前回していただきましたが、事務局いかがでしょうか。 

事務局：新年度(平成 29年度)の予算につきましては、11月頃には決めたいと思

っております。○○委員のお考えのご意見というのは、全くの新しいことで

しょうか。それとも昨年お話いただいた内容でしょうか。新しいお話であれ

ばお伺いしたいと思います。 

委員：ワークシートの中の手話奉仕員養成講座の件ですが、来年で修了になり

ます。その後のことですが、手話を覚えた人に手話通訳者を目指して欲しい

ので、次の学ぶ場所はどうしたらいいのでしょうかということです。それも

考えないといけないと思います。現在手話通訳者が足りませんので増やして

いきたい、そう思っています。またサークルに入っている方の中にも通訳を

目指している人達がいますので、そういう人たちの学ぶ場所を作りたいと思

っています。それをきちんと選んで進めたいと思っています。 

会長：今○○委員がおっしゃった話は、これまでに何度もご発言されていた内

容ですが、だとすると大きな措置を伴う必要があるのかないのか、にわかに

はわかりませんが事務局いかがでしょうか。 

事務局：○○委員が言われた事業にどれほどの予算が必要になるのか、大体把

握されているのでしょうか。これからお金を計算していかれるのか、ある程

度これくらいかかりますというのがわかっているのか、どういう段階なのか

教えていただきたいのですが・・。 

委員：今はまだ準備しておりませんので、次の会議に出したいと思っています

がよろしいですか。 

事務局：次の会議の時に、お考えの内容とそれにいくらの予算が必要なのか提

示をしていただき、委員の皆様に協議をしていただいた上で「していこう」

ということになれば、予算は間に合うと思います。ただ大変申し訳ないので

すが、その時の提案内容が予算を確保するまでには至らないということであ

れば、29年度の予算には間に合わないということもあります。できれば 9月

の会議の時に詳細な内容を提示していただきたいと思います。 

委員：はい、わかりました。9月に出せるよう準備をします。 

会長：ではよろしくお願いします。ありがとうございました。では以上をもち

まして第 15回松阪市手話施策推進会議を終了とさせていただきます。 

事務局：すみません。三重県の手話言語条例について報告をさせていただきま

す。もう既に皆様はご存知のことと思いますが、この 6月 30日に三重県手話
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言語条例が成立をしました。平成 29年 4月 1日施行となっております。都道

府県では全国で 8 番目、三重県内では、松阪市、伊勢市についで 3 番目の地

方自治体ということになります。以上報告をさせていただきます。最後に、

今回(この会議)で、この任期の委員の皆様としては最後の推進会議となります。

本来であれば障がいあゆみ課長よりお礼の挨拶をさせていただくところでは

ありますが、本日欠席をしておりますので、代わりまして福祉部長○○より

挨拶をさせていただきます。 

福祉部長：それでは失礼致します。ただいま申し上げましたように、今日は○

○が欠席をしております。この 2年間、今も紹介がありましたが平成 26年 9

月 26日から早くも 2年間、とはいってもまだ 2ヶ月残ってはおりますが・・。

次の会議が任期の後ということになりますので、2年間という中で、先ほど○

○会長もおっしゃいましたが、ワーキングチームからいくとそれ以上という

メンバーの方もいらっしゃいますが、ここの推進会議でいきますと 2 年間、

我々行政のメンバーは少し変わってしまいましたが、それ以外の 7 名の方、

今日は○○さんも来ておられますが、7名の皆様にはこの 2年間、本当にいろ

いろこの会議を盛り上げていただきました。特に平成 26 年 9 月、10 月から

半年にかけては、２ヶ月に１回のペースでこの会議をしていただきました。

それは、やはり条例が施行していくにあたり必要な回数であったのであろう

と思います。私は昨年の 4 月に就任し１年と数ヶ月皆様と一緒にさせていた

だきました。私がきた時には既にレールに乗っていたというところだったと

思います。そのレールに沿っていろいろ協議をしました。１周年記念を皆様

と一緒にさせていただき、私にとっても大きな思い出といいますか記念にな

りました。そんな中で○○会長が 2 年の任期でお辞めになるということは非

常に残念なことであります。折角私も委員になりこれからというところで、2

年間ご一緒にと思っておりましたが、○○先生にはこれから大学でご活躍を

していただくということで、私達が送り出すという気持ちを持っていればい

いのかなとも思っております。○○先生には本当にワーキングからこの手話

施策、また少し違いますが子ども発達総合支援センター等、色んな委員にな

っていただき、この新センターもこの 10月に開設することになりました。い

ろいろ障がいに関する中の委員としてお世話になりましたこと、私代表とし

ましてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。皆様にも

この 2 年間お世話になりましてありがとうございました。多分このまま継続

をしていただけるものと期待をしております。先ほど○○会長が言われまし

たように、この推進会議は半永久的に、条例が無くなるまで(多分無くならな

いと思いますが)続いていくわけです。ですから我々行政は別としまして、皆

様がスタートの第一人者でありますから、その誇りを持っていただきたいと、
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私はそう思います。「私達はこれをしてきた」と話ができるように胸を張って

いただいていいのではないかと思います。ただ、この 2 年間でやってきた事

を、その後の 2 年またそれ以降もしっかりと継承をしていき、この手話普及

が途切れのない形で続いていく事を、私達はここにお約束をさせていただき

たいと思います。行政も異動でどんどん代わっていきます。途切れて「僕知

らない」「私知らない」という事になっていかないように、しっかりと障がい

あゆみ課の中で、もちろん松阪市として市長も含めて、推進会議、手話施策

を推進して盛り上げていきたいと思います。○○会長はここから離れられま

すが松阪市民でもおありです。そのあたり見守っていただき、何かございま

したら、先ほど○○委員が言われましたように事業にも参加をしていただき

たい、そんな風に思いますのでよろしくお願い致します。簡単ではございま

すが 2 年間のお礼とさせていただきたいと思います。本当にありがとうござ

いました。 

会長：では以上を持ちまして第 15回推進会議を終了とさせていただきたいと思

います。委員の皆様どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 


