
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 第 14回 松阪市手話施策推進会議 

２．開 催 日 時 平成 28年 4月 21日（木）18時 30分～20時 30分 

３．開 催 場 所 松阪市役所 5階 特別会議室 

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、山本嘉、川村浩稔、西澄子 

（事務局）磯田博己、青木覚司、世古元志、長谷川直美、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  

 

協議事項 

 １．平成 28年度手話普及啓発事業について 

   ・手話施策推進に係る予算 

   ・手話普及啓発の取り組み 

   ・企業等手話研修推進事業 

 ２．その他 
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第 14回 松阪市手話施策推進会議 議事録 

 

日  時：平成 28年 4月 21日（木）18時 30分～20時 30分 

場  所：松阪市役所 5階 特別会議室 

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、山本嘉、川村浩稔、西澄子 

欠席委員：長谷川尊宣 

事 務 局：磯田博己、青木覚司、世古元志、長谷川直美、西尾香代子 

傍 聴 者：なし 

 

会長：皆様、改めましてこんばんは。お忙しいところご参集いただきましてあ

りがとうございます。先ほど○○委員からもお話がありましたので、私会長

と言いましても委員の皆様と事務局の方に神輿に乗せていただいているよう

な感じですので特に付け足す事もございませんが、本年度もどうぞよろしく

お願い致します。お手元の事項書の２.松阪市手話施策推進会議委員交代につ

いて、【資料１】をご覧ください。事務局よろしくお願いします。 

 

２．松阪市手話施策推進会議委員交代について 

≪事務局より概要説明≫ 

会長：事項書の２．につきましては事実関係の説明ということですから、先に

進めさせていただきます。お手元の事項書３．協議事項の(1)平成 28年度手話

普及啓発事業について、【資料 2】【資料 3】【資料４】をご覧になりながら事

務局からの説明をお聞きください。前回 27年度最後の会議(第 13回)におきま

して、本年度の普及事業をどのように進めていくのかについて、たくさんの

ご意見をいただきました。それを基にいたしまして事務局からの再提案とい

うことになろうかと思います。では事務局よろしくお願い致します。 

 

３．協議事項 

（１）平成 28年度手話普及啓発事業について 

   ・手話施策推進に係る予算について【資料 2】 

   ・手話普及啓発の取り組みについて（啓発イベント、啓発物品）【資料 3】 

   ・企業等手話推進事業について【資料 4】 

≪事務局より概要説明≫ 

会長：事務局の方から(1)につきまして【資料２、３、４】を基に説明をしてい

ただきました。内容は三つありまして、一つは予算の事、二つ目は普及啓発

の取り組みの事、三つ目は企業等に対する手話啓発の推進事業の事について
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ということになります。一つ目の【資料２】にあります予算については既に

確定して動き出しているようですから、本年度このような形で進めていくの

だという事を確認していただければいいと思います。前年度に比べて大きく

予算は減っている訳ですが、これは既に皆様にご承知していただいています

ように、昨年度は一周年記念ということで大きなイベントを実施しましたの

で、それと比較するとやはりどうしても減ってしまうということになるわけ

です。ご覧のように、推進会議は別としまして手話の普及啓発事業に 836,000

円、啓発物品につきましても 441,000 円、研修に向けた助成金 200,000 円が

確保されているということになります。皆様にご協議いただきたいのは、【資

料３、４】にあります啓発事業の取り組みと手話研修の推進事業についてと

いうことになります。特に【資料３と４】を基に説明をしていただいたこれ

ら二つの内容につきまして、ご意見、ご質問があればいただきたいと思いま

す。【資料３】で説明がありました啓発物品のキーホルダーやバッジのデザイ

ン、ポスターのデザインにつきましては別途でご意見をいただきたいと思い

ますので、これら以外のことにつきまして、啓発事業と研修推進事業につき

ましてご意見、ご質問をいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

委員：今言われた事と少しずれるかもわかりませんが教えてください。確か昨

年度は手話推進マネージャーという肩書きがあって、○○さんがその仕事を

されていたと思います。改正表を見ますと本年度○○さんは違う部署に異動

されたということですが、以前あった肩書きといいますかポストはどうなっ

ているのでしょうか。手話施策推進マネージャーという肩書きの方はもう置

かないということなのでしょうか。そのあたりを教えてください。 

会長：○○委員からの質問に対して事務局お願いします。 

事務局：今お話がありました手話推進マネージャーともう一人手話普及の○○

が(手話に関するある意味特命だったかと思いますが)二人おりました。それだ

けではありませんが職員は二人おりました。今回説明をさせていただいたよ

うに、特命の者が異動したというよりも、28 年度は特命者がいなくなったと

いうことです。人事異動にかかる部分ですからあまり言える話ではありませ

んが、私どもの理解としましては、26 年度から始まりまして 26、27 と特命

をつけながらいろいろな事業を推進してきましたが、100%ではありませんが

(何%とは言いにくいのですが)ある程度道筋がついてきたのではないかとい

う中で、一般的な行政の中で進めていくという事だと勝手に理解をしており

ます。今ご質問いただいた特命者(手話普及マネージャーとか普及担当者とか)

が今後どのようになるのかは計りしれないところはありますが、28 年度につ

いてはこのような形になったということです。 

会長：○○委員よろしいでしょうか。 
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委員：推進マネージャーと普及担当の方と二人みえて、この 2 年間イベントや

企画をいろいろやっていただいたと思います。3年目に入って規模を少し縮小

してということは私ども認識してわかっているのですが、彼らが担っていた

ものが他の人にしてもらえるのかどうか、ポストがなくなったことによって

手話の普及や条例に関わる、施策に関わる仕事を担う者が曖昧になってしま

う、見えない形になってしまうという事が私どもとしては非常に怖いという

のがあります。ようやく出来たのですから、もちろん福祉全体の皆さんで色

んな施策に関する事をやっていただいたり実行していただいたりするのであ

ろうと思いますが、ポストがなくなったことによって、規模が縮小するのは

それはいいのですが、何と言いますか絵に描いた餅ではありませんが、条例

があるだけで何も進んでいかないのではないかという事を私どもは心配、危

惧しています。そこが心配で気がかりで質問をしました。それで安心をした

ということではなくて、まだありますが・・。 

会長：先ほど事務局からも説明がありましたが、条例を作る、施行する、それ

を広く知っていただいて普及するということで、26 年度、27 年度はある種、

特殊な状態であったのであろうと思います。それが 2 年目に入っていわゆる

平常状態と言いましょうか、定常状態と言いましょうか、今後、これからは

特殊な状態ではなく、通常の有り様として進めていくという事なのだろうと

思います。○○委員のご心配が、まさに今後どのようにしていけばいいのか

ということで、市(行政)がトーンダウンしているのではないかというご心配な

のであろうと思います。まさにこの会議の名前が手話施策推進会議ですから、

(私がそもそも力不足なのですが)この場で手話を広めていく、言語として普及

していく施策を色々考えて進めていく、いよいよ重たい責任が(元々そうなの

でしょうが)、いよいよこの会議におりてきたということなのかなと思います

ので、ぜひこの会議において、そういう(お二人がいらっしゃらなくなったわ

けですけれども)推進力が落ちないように努めていかなければならないのかな

と思います。では先ほどお尋ねしました【資料３、４】に関わる啓発の取り

組みや研修推進事業に付きましてご意見、ご質問をいただきたいと思います

がいかがでしょうか。前回(3月)のこの会議におきましては、これらにつきま

して色々なご意見をいただいたわけです。具体的には啓発グッズ、クリアフ

ァイルとメモ帳が主だったのですが、それに加えて今回提案をしていただい

ていますキーホルダーですとかバッジですとかポケットティッシュ関係です

とか、こういった物の具体的な見積もりの金額をはじいていただいておりま

す。また啓発事業としましては、今年の夏、8月の終わり頃に文化財センター

で手話講座をし、そこで合わせてポスターの展示、表彰を行うといった原案

でしたが、それに対して集客が第一目標になってしまうようなイベントでは
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なくて、先ほど説明がありましたが、意識が高い人は放っておいてもいいわ

けですから、普段あまり意識されていない方をいかに手話の世界に引き込む

か、関心を持っていただくかというところにポイントがあるわけですから、

「マーム」という民間のショッピングセンターをお借りして、日用品を買い

にいらっしゃる主婦の方、その他の来場者向けに手話を知ってもらう機会を

作る、そういうガラッと内容を改めました提案がなされているわけです。【資

料 3】に 11 月から 12 月の 1 日間とありますが、例えば複数回出来ないのか

等色んな事が考えられると思います。そういったことも含めてご意見をいた

だければと思いますがいかがでしょうか。 

委員：ショッピングセンター「マーム」でイベントをするのですね。お客様は

たくさんいらっしゃると思いますが、手話には興味がないということで無視

をして通り過ぎていく方も多いと思います。そこが心配でもあります。名前

は忘れましたが、女性二人のコンビで、一人は真っ白な顔に赤い口紅をして

いて、もう一人はおじいさんの格好をしている方達ですが、そういう人を招

待してやってもらったらどうかなと思います。 

会長：○○委員から、マームでやってはいかがかという提案として、事務局か

らしていただいた『まちかどミニ手話教室』のやり方と言いましょうか進め

方について、お笑いの芸能人だと思いますがその方達を呼んだらいかがかと

いう提案がありました。○○委員何かありましたでしょうか。 

委員：他の事について質問をしてもよろしいでしょうか。これはこれでしょう

か。 

会長：それでは少し待ってください。私ばかりで申し訳ありませんが、そうい

う芸能人を呼ぶという事にも関係するかもしれませんが、同じマームでミニ

手話教室を 1 日間という事ですが、費用の問題があるとは思いますが、複数

回という事は検討されなかったのでしょうか。 

事務局：複数回という事も検討しました。実際にどのくらいが可能かという部

分もマームと協議済みです。色んなイベントが(特紹会とかマーム自身の部分

とか)ありますが、すごく行政にも協力的で空いていればどうぞ使ってくださ

いという事でした。手話だけではなくて市でも県でも一緒だと思いますが、

ある意味マームの考え方としては、空いていれば公共の場というイメージか

とは思いますが、なかなか複数回という部分は難しいと思います。 

会長：合わせてお尋ねします。先ほど○○委員が言われた人を呼ぶという事に

ついて、予算措置が必要になるかと思いますが、実現可能性はいかがでしょ

うか。 

事務局：非常に難しいかと思います。と言いますのは、こういう芸能人を呼ん

でお金を使っても、結局はそれを見にくるということで終わってしまうと思
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うからです。皆様のご意見をいただきながら、どうやって引き込むか、例え

ば「ちゃちゃも」を使って「ちょっとおいで」とかですね、どうやって引き

込むか、どうやって派手にするかというと変な言い方になりますが・・。先

ほど申し上げました「ちゃちゃも」は行政としてはそれなりに使う事があり

ます。実績としては中身の良い悪いはあると思いますが、それなりの人数を

集めているという実績はあります。 

会長：○○委員が言われた芸能人を呼ぶという事は予算的に難しいということ、

加えて私のほうからお尋ねしたミニ手話教室の複数回開催につきましても、

マームの事情といいましょうか、協力的ではありますが難しいということで

した。 

委員：市民の方が手話に興味を持つようにと考えていただいていると思います

が、マームで開くということはこれまで経験がありません。例えば文化会館

とか公民館とかは経験があるのでわかるのですが、マームでやるという事は

今まで経験がないので想像がつきません。やはりお客様に興味を持って来て

いただくということは大事だと思いますが、今年の 1月 24日に１周年記念の

イベントをしましたが、その中でパフォーマンスのダンスに非常に興味を持

っていただきました。そういう方達をまた呼んでオープニングをしていただ

くとか、市民みんなが一緒に参加出来る様な教室、硬いイメージではなく楽

しいイメージで盛り上がってやっていただけるような企画を作れるかどうか、

作っていくことが出来ればいいなと思います。例えば市長に来ていただいて

私と何か手話についてクイズをやっていただくとか、皆さんに関心を持って

いただけるようなものはどうかと思います。例えば 1 回目は１階のフードコ

ートで、2回目は２階の洋服関係の場所で、買い物をする人に手話で答えても

らうとか、皆で楽しんでやったらどうかと思います。硬い手話ではなく、ミ

ニ手話教室なので「買い物に行こうか」とか「服買いに行こうか」とか皆で

会話が出来る様な身近な手話教室みたいなのはどうでしょうか。 

事務局：全く今言っていただいたようなとおりです。手話教室は仮称でイメー

ジがつかみやすいように書いたのですが、まず引き込む為には「楽しさ」が

大切かなと思います。それはこれからご協力いただくことになろうかと思い

ますが、どうしたら引き込めるのかということです。引き込む事によって興

味を持っていただくきっかけをつくるというコンセプトです。考え方の 2 番

に今一番着目をしているのですが、どこかの施設に事前に連絡を入れて来て

いただくというのをこれまで 2 回実施しました。一度趣向を変えて、これか

らも、先ほど言っていただいたようにあり方は色々あると思いますが手話施

策が続く中で、趣向を変えてどれくらいの効果があるのか、一度やってみた

いと思います。やってみたいとは変な言い方ですが、考え方を変えて実施を
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してみたいなと、出来たらいいなと、そういうレベルでの提案、あくまでも

提案でございます。他に考え方があればそれはそれですし、前の会議の時に、

もし色んな意見がありましたら事務局に言って下さいと言ってありましたが

なかなかございませんでした。それでこちらで考えてみたというところでご

ざいます。 

会長：追加でお尋ねします。この手話教室のコンテンツ(内容)については今後こ

の場で考える必要があろうかと思いますが、先ほど○○委員が話された「マ

ーム」のセントラルコートを使った、内ではない行政の他の部署に何らかの

イベントであるとか、あるいは県であるとかそういった事例があるのかない

のか、あるのでしたらどういう風な様子であったか、情報はお持ちでしょう

か。 

事務局：中身によって色々です。行政、特に市ですけれども定期的に使われて

おります。時々北海道の物産展とか九州の物産展とかしていますが、空いて

いれば行政にどうぞ使ってくださいというスタンスで言っていただいており

ますので、そこに行政が入り込むという事はよくある話でございます。 

会長：今の事務局の説明で○○委員いかがでしょうか。 

委員：北海道物産展はただ物が並べてあるだけですね。販売をしているだけで

すよね。舞台を使って何かする事があるのでしょうか。参考にどんな事をや

っているのか何か教えていただけますか。 

事務局：私が先ほど申し上げましたのはマームの主催です。物品販売であり松

菱とかでやっているものと同じです。色んな使われ方をセントラルコートで

はされています。当然マームも商売ですから空いた所を私達に分けていただ

く、それを調整して使っていくという考え方でございます。 

会長：話のポイントとしましては、この啓発イベントとして、昨年度は１周年

記念ということで大きなイベントが 2回あったわけですけれども、2年目は例

えば文化財センターで夏休みにという話を、趣向を変えてマームでもどこで

もいいのですが、要するに一般の人を取り込めるような場所で比較的ソフト

な形の手話の教室と言いましょうか、手話を啓発する機会を持つというのが

このイベント企画の事務局案の肝だと思います。ですから、ポスターの展示

と表彰はどうしても必要な内容になろうかと思いますが、それ以外の部分に

つきましては、先ほど○○委員がおっしゃった手話パフォーマンスの方にオ

ープニングを飾っていただく等の工夫はこれからいくらでも出来ると思いま

すので、趣向をこれまでと違った形でやってはどうかということについて賛

同いただければ、内容についてはこれから詰めていきますので皆さんいかが

でしょうか。よろしいですか。はい、では予算等の関係もあって芸能人を呼

んだり複数回開催したりは出来ませんが、この内容について皆さんに是非ア
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イデアを出していただいて、そもそも関心のない人たちを出来るだけどう取

り込んでいくかというお知恵を今後拝借したいと思います。では、本年度の

啓発イベントとしましては、従来提案されていた 8 月末の文化財センターに

おけるものから、今日【資料 3】で提案のあったマームでの仮称『まちかどミ

ニ手話教室』という事で進めてまいりたいと思います。他に啓発の取り組み、

あるいは研修推進事業につきましてご意見、ご質問はございませんでしょう

か。 

事務局：提案をご了承いただきありがとうございました。この場で一つ決めて

いただきたい事があります。開催日についてですが、早め早めに取りたいの

でご都合をお尋ねします。今決定しているのは 11 月から 12 月で、これはポ

スターの表彰や展示を前提にしております。ポスターの締め切りが 9 月の頭

で審査をして決まるのが 10 月くらい、それから色んな準備に入りまして 10

月の末ぐらいからになるでしょうか。11 月に入ってきますと色んな事がある

と思いますので、10～11 月くらいで設定をしたいと思います。市が好きな日

を設定出来るというものでもありませんので、幾つか候補を上げてこの日だ

ったらいいという、そういう前提ですから・・。こんな事を勝手に申し上げ

て大変申し訳ありませんが、もう都合がよかったら一任いただければマーム

との折衝がやりやすくなります。そのへんのご都合をお聞きしたいと思いま

す。 

会長：事務局からミニ手話教室のおよその日程を詰めたいという話がありまし

た。何かとこの会議の委員の皆様にはお手伝いをお願いしなければならなく

なると思いますし、とりわけろうあ協会の方にはご苦労をお掛けする事にな

るかと思います。特に○○さんの方でこの日は予定が入っているという日が

あればおっしゃっていただければと思います。 

委員：11月の場合は 3日、6日、13日、23日、26日はダメです。10月は大丈

夫です。12月は 17日、18日、24日、25日はダメです。 

会長：○○委員と○○委員はいかがですか。 

委員：10 月の日曜日は全て予定が入っています。11 月なら何とか・・。12 月

は忙しいです。 

委員：私も 12月は忙しいです。11月の方がいい感じです。 

会長：そうしますと、先ほど○○委員が 11月に予定が入っているとおっしゃっ

たところを除きますとあまり土日祝日はないわけですが、5 日 12日 19日 20

日27日あたりになりますでしょうか。一応五つ六つは候補があるわけですが、

こういった程度の絞込みでよろしいでしょうか。 

事務局：ある程度絞り込んでいただければ相手方の都合もありますので、うち

の方から提示して、後は結果という話になります。ある意味たくさんの候補
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があるほうが話はしやすいです。 

会長：ですから 11月では 5日候補があるわけです。この程度でよろしいかとい

う事なのですが・・。 

事務局：まず、第一段階として 5日あればなんとか話は出来ます。 

会長：とりわけイベントで重要な役割を果たしていただかなければならない 3

人の方にうかがった話を基に、事務局の方からマームに話を進めていただき

たいと思います。他に全体として、何度も申し上げましたが啓発の物品ある

いは研修推進事業について、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。物

品につきましては【資料 3】の 4枚目にございます。研修推進につきましては

【資料４】になります。 

委員：先ほどこのリーフレットについてお話をしていただいた時に、昨年度の

子ども達のポスターをここに、本年度のポスターをここにとありましたが、

すみませんもう一度説明をお願いします。 

事務局：説明不足ですみません。表紙がありまして、次めくってもらうと 2015

がありまして、次めくるとここに 2016がきます。最後にこうなります。折角

なので 2年分載せてあげたいということです。4ページになります。さらに再

来年はもう一ページ増え、どんどん足していくこともありかなと私個人的に

は考えています。一つの提案でございます。 

委員：勘違いをしていました。これがなくなるのかと思っていました。これは

大切なので残して欲しいというつもりでしたが、ポスターが増えていくとい

う事でわかりました。 

会長：よろしいでしょうか。他にご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

委員：消耗品ですが、先ほどの説明の中で、参加者の方々に参加賞として渡す

物と入口で啓発物品として渡す物と言われましたが、クリアファイルとメモ

帳とポケットティッシュとウエットティッシュとキーホルダーとバッジとい

うのは通りがかりの方にお配りするものですか。 

会長：今のご質問に対して事務局お願いします。 

事務局：事務局で考えておりますのは、マームの入り口で買い物に来られたお

客様にポケットティッシュを配布しようと考えております。「本日こういうイ

ベントをセントラルコートで開催していますので来てください」と啓発物品

を渡します。それとは別に、セントラルコートに来ていただいた方に、参加

賞というイメージでクリアファイルとかメモ帳とか、ここにはキーホルダー

とかバッジ等も書いてあるのですが、参加賞とするのであればクリアファイ

ルにメモ帳を挿んだ物の方が、子どもから大人まで参加をしていただきたい

と思いますので、キーホルダーとかバッジよりはクリアファイルとかメモ帳

の方がいいのではないかと思っています。キーホルダーやバッジは単価的に
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少しかさみます。出来ればたくさんの方に来ていただきたいと思っています

ので、ポケットティッシュ等は単価が安いですし、たくさん作って、なるべ

く多くの方に「松阪市は手話の普及を進めている」という事で周知啓発を行

っていくべきかと考えております。 

会長：○○委員よろしいでしょうか。 

委員：わかりました。 

会長：事務局からの啓発物品の案【資料３】の 4 枚目ですが、このような内容

で進めていくということでよろしいでしょうか。 

事務局：ここに書かせていただいたキーホルダー・バッジですが、前回いろん

なご意見をいただきましたので、色んな業者に見積もりを取った結果という

ことで出させていただいております。前回におよそいくらくらいかかるのか

というご質問がありました。結局は見積が取れなかったという回答になって

しまうのですが、一つの例としては大体ざっくりとこれくらいという提示の

為にここに書かせていただきました。そういうことでございます。 

会長：そうしますと、消耗品費の予算として 441000 円計上してありますが、こ

の中にキーホルダーとバッジは含まれていないということですね。 

事務局：現実的には考えていないということです。 

会長：という事は、キーホルダーやバッジを作成するという事になると追加で

予算(お金)が必要になる、そういうふうな予算は大丈夫なのですか。 

事務局：一応消耗品費として 441000 円確保してありますが、クリアファイル・

メモ帳・ポケットティッシュ・ウエットティッシュの数を調整することで対

応をしたいと思います。予算の範囲内であれば買う事ができると思いますの

で・・。キーホルダー・バッジよりはクリアファイルやポケットティッシュ

のほうがたくさん購入できますので、たくさん作って啓発をしたらどうかと

いうことです。 

会長：お手元の資料のキーホルダー・バッジは、他の消耗品の数量を調整する

ことによって出来ない事はないけれども、事務局としてはキーホルダーやバ

ッジは単価がかさむ物なので、出来るだけそうではなく、上の四つ(クリアフ

ァイル・メモ帳・ポケットティッシュ・ウエットティッシュ)でいきたいとい

うお考えのようです。今日はおみえになっていませんが、このキーホルダー

やバッジは○○委員のご提案だったかと思います。今日はお休みということ

でご意見をうかがう事ができませんが、皆様いかがでしょうか。 

委員：事務局が言われましたように、クリアファイルやメモ帳をたくさん作っ

たらいいと思います。前の会議で出したと思いますが、養成講座を修了され

た方々にバッジを配ったらどうかと意見を出させてはいただきましたが・・。 

会長：よろしいですか。 
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委員：はい。 

会長：キーホルダーとバッジはいかがいたしましょうか。 

委員：予算の都合もあるということですから、高い物は除いてもらっていいと

思います。 

会長：そうしますと、キーホルダーとバッジを除いた内容でよろしいでしょう

か。では啓発物品につきましては、お手元の資料のキーホルダーとバッジを

除いた内容で本年度は進めさせていただきます。そうしますと、先ほどこれ

らのデザインを考えなければいけないと申し上げましたが、その必要はなく

なりました。デザインに関してはこの消耗品費の中にも書いてありますが、

ポスターのデザインをどうするのかという事についてもご意見をいただきた

いと思います。お手元の【資料 3】の最後のページに昨年度表彰された 6人の

方の作品が載っています。これをポスターサイズに拡大した物にするという

ことなのですが、この啓発ポスターのデザイン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：まず質問です。これをこのままあの大きさにするのですか。 

事務局：これをこのままというわけではありません。これは一つの案というこ

とです。６つの作品をこういうイメージで一枚のポスターにということです。

上の「松阪市手と手でハートをつなぐ手話条例」という案内の文章もイメー

ジですから、このまま入れるというわけではありません。バックももっと加

工します。これはあくまでも案であり、公共施設等に貼っていただいて 6 つ

の作品を活用して手話条例を広く啓発していきたいと思っています。これが

このまま大きくなるわけではありません。業者にお願いをして当然もっとい

い物にしていきたいと思っています。 

委員：私が以前提案した時のイメージは、1枚がこれくらいの大きさになると思

っていました。だから、このようなポスターが 6 種類出来ると思っていまし

た。そのようなイメージを持っていたので質問をさせてもらいました。こう

やって 6 作品が 1 枚になると小さくなりますよね。それとあまりにも余白が

多いと思うのですが、皆さんがこれでいいといわれるのであればそれでいい

のですが、出来ましたらこれくらいの大きさの物 1 枚 1 枚がよくわかってい

いと思います。ごちゃごちゃとしている感じが少しイヤだと思いました。皆

さんのご意見をお願いします。 

会長：今の○○委員のご意見に追加をする形で質問をします。６通り作るのと、

それの 6 倍だけ集約した物を作るのとで、コストは変わってくるのでしょう

か。 

事務局：単価は変わってきます。6種類の物をつくりますとそれだけお金はかか

ってきます。実はそのこともございまして、なるべくコストを抑えたいとい
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うことで、1種類でたくさん作る方が安くなりますので、それもありこのよう

に提案をさせていただきました。ただ 6 種類のポスターは出来ない事はあり

ませんが、作れる枚数が少なくなってしまうということはあります。 

委員：6種類と 1種類という二つの考え方がありますが、仮に一つずつ作った場

合、誰の物をどこにどう貼るのかという課題がひとつ出てくると思います。

このコーナーにはこれとか、陳列とかもあるかと思いますが、そういう事も

考えていかないと、子どもさんのことでもありますし、そのへんの流れを含

めた中で、今学校関係でマネージャーにも来ていただいておりますが、この

子はこの地域に貼るのかそれとも全然違うところに貼るのか、そういう問題

も出てくるのではないかと思います。そういうところから考えますと、私と

しましては 1 枚におさめてもう少し幅を広げる中でしていただく方がいいの

ではないかという考えから意見を述べさせていただきました。 

会長：他にこのポスターのデザインについてご意見ございませんでしょうか。 

委員：ポスターは 1 枚にするとつまらないと思います。やはり 1 枚 1 枚のほう

がいいと思います。どこに貼るかの問題と言われましたが、パネルを借りて

そこに並べてパンと貼ればいいと思うのですが、それは大変なのでしょうか。 

会長：漠然と枚数をイメージしながら話をしていたわけですが、およそどれく

らいこのポスターは・・、200枚ですか。 

事務局：200枚といいますのは、市の公共施設を考えのことで、それが大体 200

施設あります。ポスターにつきまして、今回は早くても 5 月 6 月には作成を

して施設に配布をするのですが、これからは毎年夏休みに募集をかけ、9月に

審査をして入賞作品が決まりますので、10月 11月くらいに各施設に配布し、

それを 1 年間貼っていただくことになります。そして次の年に新しい入賞作

品をポスターにして貼っていただく。毎年同じ時期にポスターが変わってい

くようなことになればと考えております。それには 1 枚の方がいいのではと

思い考えているところです。 

会長：そうしますと、私が「漠然と」と言っていました 6 種類作るとなります

と、200 枚がかなり少なくなってしまいます。市の関連施設が 200 ヵ所とい

う事になりますと、全てにいきわたらなくなってしまうということになって

しいます。加えて、先ほど○○委員がおっしゃっていただいた問題もありま

すので、このポスターについては 1 枚ずつ 6 種類というご意見を○○委員と

○○委員からいただきましたが、6作品を 1枚に集約した今提案していただい

ている、基本的にはこういうような物、詳細についてはもう少し修正といい

ますか手を加えていただけるようですが、こういったスタイルで作るという

事にさせていただきたいと思います。それで、単純にこちらの物をポスター

サイズにするのではないという事務局からの話でしたが、ここで素人がデザ
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インの詳細を議論するのも建設的ではないように思いますので、先ほどプロ

という事を言われましたが、これをそれなりにデザインしていただいたもの

を次回お示しいただいて、それについて微修正といいましょうか、調整をさ

せていただくという進め方で時間感覚としてはよろしいでしょうか。 

事務局：はい。 

会長：それではポスターにつきましては、今聞いていただいたとおりの進め方

をさせていただきます。 

委員：私も 6枚を 1枚に載せるという方がいいと思っているのですが、もし 

これから先の進め方として(次回以降に議論をしていただいたらいいと思いま

すが)、最優秀を決めてそのポスターを大きく展示するとか、あるいは入選作

品を(今度の手話教室の時もそうですが)昨年度は 6点ということになりました

が、それを何点にするのかとか、そういうことも含めて次回議論をしていただ

けたらいいのではないかというふうに思います。またポスターの展示の仕方に

ついても、たくさんありましたので、入選作だけを展示するのが難しくて６点

だけを展示することになりましたけれども、今度セントラルコートでする時に

は、入選作品と優秀作品と最優秀作品という風な形にすればもう少し多く展示

できて、それを見に来られる保護者の方やおじいちゃん、おばあちゃんにも来

ていただけるのではないかと思います。そういうところを次回議論していただ

けたらどうかと思います。 

会長：今○○委員がおっしゃった点について、私の記憶では 1 等賞 2 等賞をつ

けず、今年は入賞が 6人でしたがそれを 10人にするというような話であった

かと思うのですが、事務局いかがでしょうか。 

事務局：3月の 13回の会議の時に、今会長に言っていただいたように入選とい

う形で順位をつけずに6人選んだのを、28年度は10人を選ぶということに(今

のところ)なっています。 

会長：ただ昨年度は 6人だけの入選でしたし、1校 2点以内でしたし、いろいろ

細かな制約があったわけですけれども、本年度は校長会を通じてもう周知さ

れているのでしたか。してありますか。 

事務局：はい。 

会長：そうしますと、今さら変えられません。 

委員：1校 2点ではありませんよね。 

会長：はい、何点でもいいです。 

委員：そういうことですと、何点集まってくるのかわからない状況ですので、

申し訳ありません、前回出席をしておりましたのにその事を忘れていて述べ

させていただきましたが・・。 

会長：いえいえ、それは結構なのですが、そうしますと入選を 10点にするとい
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う事は伝えてあるのですよね。 

事務局：はい。 

会長：となると、少なくとも本年度は 1等賞、2等賞はつけられないということ

になります。来年度以降、また入選作品の選び方は検討されてももちろん構

わないと思いますので、これは来年度に向けた検討の中で取り上げたいとい

うふうに思います。【資料 4】にあります研修推進事業につきましてはまだ何

もご意見をいただいておりませんけれども、事務局から提案がありました企

業・産業関係団体及びグループ等の団体に対して、資料にありますように 1

回 2 万円のお金が動くような事業でありますが、これらについてご意見、ご

質問ございませんでしょうか。 

委員：企業の研修の場合なのですが、この流れはいいと思います。その方法で

よろしくお願い致します。次に出前講座について確認をしたいのでお聞きし

ます。出前講座は市役所の普及担当の方が担当し、ろう協が委託されるとい

うわけですよね。昨年はどれくらいの出前講座をされたのか、その数を知り

たいので教えてください。昨年頼まれた数がどれくらいなのか、どれくらい

派遣されたのかを私が把握していないので教えてください。○○さんが異動

になられ担当者がいなくなったという事なのですが、今年もそれを○○さん

が担うという事はないのですよね。出来ないでしょうか。その二つを教えて

ください。 

会長：事務局お願いします。 

事務局：昨年度の実績ですが、18回となっています。企業向けが 3件、出前講

座は 18回です。実績は以上です。 

委員：今年も○○さんに行っていただけるのでしょうか。 

事務局：出前講座につきましては松阪市の事業であり、○○につきましては子

ども発達総合支援センターの所属ですので、この手話に関する出前講座に行

く事はありません。これにつきましては障がいあゆみ課が担当ですから、障

がいあゆみ課で行う事となります。 

会長：○○委員よろしいでしょうか。出前講座の回数も含めてよろしいですか。 

委員：昨年は 18回あったということですが、もっとたくさんあったと思ってい

ました。わかりました。○○さんに関しては部署が違うので引き続きするこ

とは出来ないということですね。わかりました。 

委員：出前講座は一般市民の方が対象だったかと思うのですが、確か職員に対

しても手話の研修をされていたと思います。それについて本年度はいかがな

のでしょうか。 

会長：○○委員のご質問に対して事務局いかがでしょうか。 

事務局：職員に対してと言いますか実際は逆なのです。職員の方から広げる事
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によって、もっとこういう事を知りたいという場面が多いのです。その研修

の講師をどうするのかについては検討が出来ていないのが現状です。全体の

中で職員の研修の部分については、縦割りで申し訳ありませんが一部の扱い

になっている関係もありまして、今調整ができておりません。 

会長：よろしいですか。 

委員：誰が講師を担うのかではなく、手話に関する研修そのものを考えていな

いのか、あるいは研修はするのだけれどもそれを担う講師については考えて

いないのかということです。 

事務局：職員の手話の研修はぜひやっていただきたい。あくまでも任意なので

すが・・。そのような方向で講師の調整をしたいと考えています。 

委員：ありがとうございます。そうしますと、それもまたろう協に講師もお願

いするということもありうるのでしょうか。○○さんが無理であれば、松阪

ろう協に依頼をすることもありうるということでしょうか。 

事務局：選択肢の中にはあります。ただご相談の上になりますけれども・・。 

委員：よくわからないのですが、○○さんの部署が違うので手話を教える事が

出来ないという事はわかりましたが、市役所の中の職員に対しても部署が違

うということで出来ないのですか。 

会長：それに関する回答は無理だということです。先ほどの○○委員のご質問

に関連して、今の事務局からの回答でよろしいでしょうか。つまり、この出

前講座の事業というのは今回こういう形で初めて出てきたわけですけれども、

要するにこの流れにありますように、障がいあゆみ課から松阪市ろうあ福祉

協会の方に協議がなされて出前手話講座の委託をするという事になっていま

す。あくまでも団体(グループ)に出前講座を実施しに行くのはろうあ福祉協会

というようなことになっておりますので、そのあたりの了解というものが双

方できちんと出来ていないと問題になると思うのですが・・。 

委員：企業に関しては先ほど○○さんがおっしゃったように「了解しました」

といお話があったと思います。出前講座に関しては年間どれくらい行われて

いたかと今お尋ねして思ったより少なく 1 ヶ月に１～２回ですから、今回こ

のお話をいただいて、即答しなくても一度団体と・・。 

通訳：今の話は出前講座ですか。 

委員：はいそうです。出前講座は今日提案としていただいたので、次回の会議

で受け入れるかどうかということは、松阪ろう協、あるいは講師団というも

のがありまして手話通訳の方も入っていますので、そこでもう一度協議させ

ていただければありがたいと思います。 

委員：出前講座について確認をしたいことがあります。以前は○○さんがろう

者として出前講座にいかれ、登録通訳者や設置通訳者が通訳に入っていまし
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た。そういうやり方でしたが、今回の委託の内容ですと 1 回 2 万円というの

は講師と手話通訳を兼ねた講師を合わせた委託ということですよね。 

会長：そうだと思います。 

委員：全てをろうあ福祉協会に任せますという意味なのでしょうか。 

事務局：主に企業研修を考えております。今おっしゃられたようにどれだけし

ていただくのか、例えば市の職員も同行するのかどうか等の調整はあります

が、主には担っていただきたいと考えております。当事者の講師の方と手話

通訳という形で考えております。 

委員：ということは、手話通訳も講師も全てろう協で調整をするということで

すね。 

事務局：そうですね。お願いをしたいと思います。 

会長：よろしいですか。実際にろうあ福祉協会の方が出られるのかどうかとい

うことは別としまして、市の考え方としては、一括してというと変ですが、

ろうあ福祉協会にお願いをしたいということのようですので、そのへんを押

さえておかないと、後で相違を生じてもよろしくありませんので・・。そう

いうお考えでの提案とご理解いただきたいと思います。 

委員：○○さんが言われたとおりすぐ決めるのではなく、ろう協や講師団と相

談をして決めたいと思います。出前講座はいつまでに返事をすればよろしい

のでしょうか。 

会長：今の点につきまして事務局いかがでしょうか。 

事務局：手話に限ってではなく、出前講座全体の話ですが、いろいろなリクエ

ストがきます。全体としてリクエストがきましたら受けていきます。当然出

来る範囲内のことですけれども受けていきます。その中でいつリクエストが

くるのか。もう既に秋・冬で相談がきているのですが、いつリクエストがき

て、いつ返事をしなければならないのかは不透明な部分はあります。お願い

ばかりで申し訳ありませんが、出来るだけ早くお返事をいただきたいと思っ

ています。 

会長：それでは追加でお尋ねします。それは次回のこの委員会まででよろしい

のでしょうか。 

事務局：出来ればもう少し早くいただければ・・、それで結果としていい場合

もありますし、先ほど申し上げましたように、それよりも前にリクエストが

くるかもわかりませんので・・。もしよければ今また協議はさせていただき

たいと思いますので、その協議の結果ということで進めさせていただければ

大変嬉しいです。 

会長：では、ろう協と協議をしていただいた上で出前講座のリクエストを受け

るかどうかを決める、つまり確実に出前講座という事業を新しくやるとは限



16 

 

らない、やるとすればこのようなやり方で進めていきたい、そういうふうな

提案とご理解いただきたいと思います。他にございませんでしょうか。 

委員：これを見て、これを見ると手話も載っていますが、これは返事をしない

といけないのですよね。もしかしたら 4 月から申込みがあるかもわかりませ

ん。これに 4 月というのはもう載っていますので・・。こちらで話をして返

事をさせてもらってもいいでしょうか。 

事務局：先ほど申し上げたように、出来るだけ早くお返事をいただきたいとい

うのが現状です。実際にそのお返事いただく前にリクエストがきた場合は進

めることは出来ませんので、保留ということで対応せざるを得ないと考えて

おります。 

委員：まだ話し合っていないのですが、例えばろう協が受けた場合、話がまと

まりました、講師団にそれを流しました、しかし講師がいないという場合に、

三聴障協の方にも講師団がいるのですがそこに頼んで来てもらう、又は申込

があった時に変更してくださいという話が出来るのかどうか、教えてくださ

い。 

会長：今の点につきまして事務局いかがでしょうか。 

事務局：例えば講師をお願いした時にその日はどうしても都合が悪い、不可能

であるという場合は、こちらから依頼者に話をさせていただくということに

なろうかと思います。先ほど申し上げましたように、市役所全体に話はして

ありますが、出来るだけ受けていくというスタンスではありますが、いろい

ろな事情でお断りという場合も出てくるかと思います。それからもうひとつ

出前講座ですが、出来るだけ複数の希望日(二つになっていますが)を、私ども

も選択肢が広がるように進めさせていただきます。それから、受けるという

ことになったら急に都合が悪くなるということは極力避けたいと思っていま

す。相手方としましてもそれ用にいろんな準備をしていると思いますので、

全て(100%)それが可能かというとそれはよくわかりませんが、それは避けた

いと考えています。 

会長：それでは、ろうあ福祉協会の方には出来るだけ早くご検討をいただいて、

事務局の方に回答をしていただき、もし実施が可能だという事になれば、依

頼者・事務局・ろうあ福祉協会の方で詳細については詰めていただきたいと

思います。 

委員：先ほど○○さんが言われた、松阪ろうあ福祉協会の講師団でどうしても

都合がつかない場合、県のろうあ福祉協会にお願いをする事ができますかと

いうという事に対する返事がなかったと思いますが、やはり県ではなく松阪

のろうあ福祉協会で受けていかなければならないということでしょうか。 

会長：事務局いかがでしょうか。 
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事務局：○○委員が言われた松阪でダメな時には三重県でということは、現段

階では想定をしておりません。松阪市のろうあ福祉協会でということです。

企業と同じ話になると思うのですが、企業研修(手話の研修)をいついつしたい

ということでうちに申込がきます。それも複数日お願いをしているのですが、

松阪市のろう協で都合がつかないので県に頼むべきかどうかについては、松

阪市のろうあ福祉協会と合わせて協議をさせていただきたいと思います。 

会長：○○委員よろしいでしょうか。 

委員：その答えが聞きたかったのです。はいわかりました。 

委員：確か委託契約という話をされたと思うのですが、委託契約をする時確か

文書等で契約書を交わすと思うのですが、そこに、例えば条件として講師の

名前を連記しなければならないとか、そんなことはあるのですか。あくまで

も松阪市ろうあ福祉協会が講師と認める者を派遣してくださいというふうな

文言があるのであれば、講師団の中にも市外の人がいるのかもわかりません

が、それもありならば調整は可能かなと思います。例えば講師はこの人、こ

の人と名前を出してしまうとそれ以外はダメなわけですよね。どのような委

託契約になっているのか教えてください。 

事務局：松阪市とろうあ福祉協会との委託契約をし、この事業をしてください

という中で、ろうあ福祉協会が選ばれた、例えば出前講座の相手方の同意書

も含めながら、どういった講師の方がいいのか考えていただけるとは思いま

すが、その中でろうあ福祉協会が選ばれた講師とか通訳の方を考えています。 

委員：名簿が要るのかどうかという点についてはどうですか。 

事務局：委託契約の中でお金を支払わせていただきますので、実績としてどな

たが行かれたのかお名前をいただくという事を考えております。 

委員：事前にこの者たちは派遣できますというようなメンバー表と言いますか

名簿を出すということですか。それとも大体想定している人がいるというこ

とで、松阪市では調整できなかったので近隣の人たちに前もって打診をして 

 おきますと書いてもらって、市内の者がダメな時には講師として考えている

人にお願いをして、その者が OK であれば行ってもいいということでしょう

か。 

会長：事務局いかがでしょうか。今調べていただいておりますけれども、○○

委員がおっしゃることは、要するに事前に名簿(リスト)が必要なような委託契

約であれば柔軟性を欠くので難しい局面も出てくるということですね。事後

に実際にどこのどなたが行かれたか名前を出すのは全く問題ないけれどもと

いう話ですね。 

委員：それが認められるのかどうか、柔軟に対応していただけるのかどうかと

いうことです。 
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会長：事務局よろしいですか。 

事務局：今様式はありませんが、松阪市としては出来るだけ出前講座には対応

をしていく。その中で、今言われたように限定をしてしまうと、にっちもさ

っちも行かないような状況も出てしまいますので、事業を受けていただく限

りは、例えば風邪を引いたとかで変わる可能性は出てきますが、相手方もあ

ることですし、その日、その時間帯にはやっていただきたい。という事を前

提に考えておりますので、変わるという話もありうると思います。ありえる

ようにしたいと思います。 

会長：要するに、リストがあってその中の Aさんと Bさんが入れ替わる事は構

わないという事をおっしゃっているようにしか聞こえないのですが、そもそ

ものリストの必要性をおっしゃっていますので・・。 

委員：事務局関係ということで話をさせていただきたい。委託契約の中で実績

報告というのは補助金ではありませんので、委託に関してもそこまでは必要

はないと思いますが、最初の委託契約の中の添付書類としてそのリスト、手

話通訳の名簿を添付しなければならないという明記さえなければ、その必要

はないと考えております。そのへんは事務局のほうでしっかりと調整をして、

していただければと思います。 

会長：事務局として、手話講座に前向きに取り組みたいということはおっしゃ

っていただきましたが、その一方で様式の中に今○○委員がおっしゃったよ

うな文言がひとつでもあると実施できないという事になりますから、ろう協

としてどのように対応していただけるのかご回答をいただく時に、このあた

りの細かい事につきましては、事務局のほうでよく確認の上で話を詰めてい

ただきたいと思います。 

委員：出前講座の事についてもうひとつ確認をしたいことがあります。例えば

ろう者は決定しました、相手のところに行く事が出来ます、が通訳を兼ねた

聴講師の方が見つからないという場合もあると思います。そのような時に設

置通訳者に行っていただくことは出来ますか。 

会長：事務局お願いします。 

事務局：現段階では出来ないと考えております。委託契約の中で本当は色んな

仕組みを作りたいというのはあるのですが、セットという言い方は大変失礼

ですが、出前講座を当然当事者と手話通訳のセットと言いますか、ペアとい

う中でお願いをする、ということで考えております。 

会長：よろしいですか。平成 28年度の手話普及啓発活動につきまして、他にご

意見、ご質問はございませんでしょうか。では・・、はいどうぞ。 

委員：繰り返しになるかもわかりませんが・・。○○さんと○○さんの異動は

わかりましたが、このメンバーにはかわらずいてもらうということはできま
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せんか。この異動はわかりましたが、この会議にお二人に来てもらうという

事は無理なのでしょうか。 

会長：事務局お願いします。 

事務局：今まで事務局として存在していたということが大前提ですので、この

会議に○○と○○とが出席をするということは不可能です。例えば以前の事

を聞きたいとかいう場合に寄ってくださいという程度であれば協力をしてい

ただくことは出来ますが、今言われたようにずっとこの会議に出席してもら

えないかという事へのお返事は、基本的には出来ないということになります。 

会長：○○委員よろしいでしょうか。 

委員：わかりました。 

会長：では協議事項の(1)の予算、普及啓発事業、研修推進事業について、まだ

検討すべき事、詰めていただく事はありますけれども、啓発イベントについ

ては大筋で了承をいただいた、啓発物品についてはご了承いただいた、推進

事業についてはろう協と協議をしていただくということでよろしくお願いし

ます。では続きましてお手元の事項書の４．その他の次回の推進会議の日程

について事務局お願いします。 

 

４．その他 

(1)次回の推進会議開催 

≪事務局より概要説明≫ 

会長：委員の皆様から何かあれば伺いたいと思いますがいかがでしょうか。 

委員：前の会議でも何度か出させていただきましたが、28 年度の予算を決めて

もらって、今度 29年度予算を取っていくにはいつの会議でさせてもらったら

いいでしょうか。 

会長：今の○○委員のご質問に対しては、前回の会議におきまして 10月という

回答があったと思います。来年度の事業に向けた予算組みについては 10月ま

でにどのような事業をやりたいのかご意見をいただければと思います。よ 

ろしいですか。 

委員：ありがとうございます。 

会長：以上をもちまして第 14回松阪市手話施策推進会議を修了とさせていただ

きます。長時間にわたりありがとうございました。 

 

   

 

 

  



20 

 

  


