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知立市障害者地域自立支援協議会 第 1 回コミュニケーション部会議事録 

議題等 平成 26 年度知立市障害者地域自立支援協議会 

第 1 回コミュニケーション部会 

日  時 
平成２６年６月２５日（金） 

午前 10 時００分～正午 

場所 

 

知立市役所現業棟 

第８会議室 

出 席 者 

（敬称略） 

○部会長 

知立市聴覚障害者協会 会長 （以下 部会長）  

○委員 

知立市聴覚障害者協会 当事者 （以下 知聴協１） 

知立市聴覚障害者協会 当事者 （以下 知聴協２） 

登録手話通訳者会   手話通訳者  

手話サークルよつば      （以下 よつば） 

要約筆記 みどり       （以下 みどり１） 

（要約筆記 みどり         みどり２）      以上 6

名 

○事務局 

知立市福祉子ども部福祉課  ３名   

欠 席 者 5 名 

１．福祉課長あいさつ 

 福祉課長より 

２．部会長あいさつ 

部会長 より 

３．議題 

 （１）知立市障がい者計画・障がい福祉計画について 

 ・事務局より資料に基づき説明 

 （２）パワーポイントにて説明する。 

(1) 昨年実施された防災訓練の内容を知る 

（事務局）知っている人はいますか 

→知っている方は、いませんね。 

 （事務局）市の防災訓練に参加できる方法を検討してもらうため、写真を用

意しました。 

 ・避難所開設訓練（自主防災会） 

自主防災会が参加し、防災倉庫から資材を体育館に移動させている。 

ア、仕切りパネルの組み立て 

イ、和式トイレの組み立て 

  ・搬送方法の訓練（消防団員） 

  ・給水訓練（知立市水道課） 

給水車によって、水を循環させて飲み水にする。 
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  ・初期消火訓練  放水訓練（自主防災会と消防職員） 

  ・炊き出し訓練（知立市婦人会） 

    子どものための紙芝居のブースを開設 

  ・防災グッズの展示 

    名阪興業、内外ガード、アピタ、 

・PitchFM83.8（防災ラジオ） 

・東邦ガス、郵便局 

・チェーンソー訓練（消防団） 

・救出避難訓練（自衛隊） 

 倒壊した建物をチェーンソーでカットし、タンカー及びボートで運ぶ。 

・消防団による放水訓練 

・知立市災害ボランティア支援本部（社会福祉協議会） 

 ボランティア希望者の受付訓練 

○自由意見 

（知聴協２） 

・避難グッズは、アピタで売っているんですね。 

（知聴協１） 

・名阪興業は、知立市の会社ですか？ 

  普段は道路工事の会社で、注文で避難用具をつくっています。 

 （部会長） 

 ・まず、自分の身を守ることですね。 

 （みどり１） 

 ・自分たちで自発的に参加できることで防災訓練に参加したい。役割も考え

たい。 

 （部会長） 

  ・昨年度から、障がい者の防災訓練の案をだしている。この会で検討して

いく。 

 （みどり１） 

  ・車イス、寝たきりの方が防災訓練を実施したことはありますか？ 

 （事務局） 

  ・町内会が基本単位となっているので、車イス、寝たきりの方の参加は聞

いていない。車イス、寝たきりの方を対象とした防災訓練は、実施してい

ない。 

（部会長） 

・5 年前は、見ているだけでしたが、昨年度は、参加する訓練となってい

ます。聴覚障がい者だけでなく、多くの障がい者が参加するものにしたい。

障がい者自らが参加する意識をもちたい。ここまで実施しているのは、は

じめて知りました。 

（事務局）・市内に 1 ヶ所メインとなる会場において、上記の内容で実施して
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います。メイン会場は、毎年移動しています。今年度は、八ツ田小学校がメ

イン会場となります。 

（部会長） 

・給水車は、地震が起きたときは、各小学校にいくのですか？ 

（事務局） 

・知立市で 1 台しかありません。市内をまわることになります。 

（よつば） 

・5 年前は、手話通訳者が現場に集まる実験をした。実際に訓練に参加でき

るといい。 

 聴覚障がい者の方は、車イスの方のように見るとわからないので、聴覚障

がい者が防災訓練にいることがわかるといい。 

（事務局） 

 防災訓練において、手話通訳者の方の生存確認のため、電話の連絡網で連

絡をとっているが、メールとか別の伝達方法を使うなど検討したい。 

（部会長） 

 まず、聴覚障がい者が、地震が起きたときにすることは、避難所にいくこ

と。 

避難所の問題は、声が聞こえないので、聴覚障がい者への配慮をしていた

だけるとよい。 

まず、避難所での聴覚障がい者の配慮はない。 

筆談ができるもの、避難所に聴覚障がい者がメールを使って、避難所に聴

覚障がい者がいることを伝える方法などがほしい。また、手話通訳者の資格、

要約筆記者などがいることがわかることが必要である。 

 アイドラゴンなどの方法がある。 

（みどり１） 

掲示板をつかって、伝達をすることが必要である。 

 避難所に掲示板はありますか？ 

（事務局） 

  避難所は、小学校の体育館等であるので、黒板を掲示板として伝達用に使 

えるかは、わかりません。 

（知聴協１） 

 聴覚障がい者のために、何が必要かを検討して、それを各避難所において

おくことが必要である。 

（みどり１） 

災害時用援護者の調査をしたがそれを活用しないのか？ 

（事務局） 

支援の必要な方の名簿を作成し、町内会にはその名簿をわたしてあります。 

名簿については、国よりしっかりしたものをつくりなおせと指示があるの

で、再度作りなおします。 
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（部会長） 

まず、防災訓練に参加する。避難所での道具確認、災害時用援護者の名簿、

（聴覚障がい者も含まれる）。 

 聴覚障がい者協会に参加している方については、メールでの連絡網ができ

ているが、災害時においては、メールの発信受信もむずかしい。協会以外の

方の対応を行政が考える必要がある。 

要約筆記の方のメンバーは何人いますか？聴覚障がい者協会は 20 名いま

す。 

（みどり１）要約筆記は、9 名です。 

（部会長） 聴覚障がい者は、何人いるのですか＞ 

（事務局） 150 人程度です。 

（部会長） 聴覚障がい者協会、サークルが聴覚障がい者の災害時のネット

ワークをつくり、メンバーをひろげていくことが重要です。 

全国聴覚障がい者協会より、災害時のマニュアルができました。 

知立市も災害時の組織をつくっていくことが大切です。 

ホームページ「聴覚障害者 災害時初動・安否確認マニュアル」財団法人 

全日本ろうあ連盟」 防災に対する本部をつくったらどうですか？ 

「知立市聴覚障害者災害救護本部」を災害対策本部に組み込んでもらいた

い。 

 県の防災訓練に聴覚障害者協会も参加しているが、現場で一般の方に手話

を教えていました。 

昨年度より、活動をしていますが 1 年をかけて啓発活動をしている。 

（事務局） 

 防災計画については、健常者が基本で検討されている。 

（部会長） 

防災については、聴覚障害者協会だけではなく、身体障害者福祉協議会と

も連携していきたい。 

① 知立市聴覚障害者を災害救護本部の設置を検討していく。 

② 他の障害者団体の災害支援→生活 

③ 防災訓練に参加 

 

 （部会長）今年度の防災訓練は、いつですか？ 

 （事務局） 11 月で、八ツ田小学校です。どんな訓練に参加したいですか？ 

 （部会長）全部です。聴覚障害者ができるかどうかわかりませんが、参加し

たい。 

 （事務局）訓練に参加する場合には、手話通訳者及び要約筆記者の協力が必

要です。 

 （よつば）聴覚障害者がいることにより、困ったことが発生することが重要

である。 
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 （みどり１）災害が発生したときに、情報がほしい。 

 （部会長）経験をしないと問題点がわからない。 

知立市聴覚障害者災害救護本部があれば、行政と連絡できる。 

       福祉避難所については、どのように考えていますか？ 

 （事務局）1 次避難所においては、近隣の避難施設に避難します。 

      災害がおさまってから 1 ヶ月を経過した障害者及び高齢者のため

に、福祉避難所に移動してもらいます。 

 （部会長）福祉避難所としては、市役所、福祉の里、生きがいセンターを希

望します。災害時において、サークルに助けを求めたり、要約筆記につい

ては、高齢者などにも有効である。 

 （事務局）生活関連部会Ⅱで福祉避難所及び聴覚障害者救護本部について部

会長がメンバーになっているので、そこで議論していただく。 

災害訓練については、聴覚障がい者の方への情報伝達方法を検討したらど

うですか？ 

 （部会長）まず、防災訓練に参加したい。 

コミュニケーション部会のメンバー等で参加したい。 

 （事務局）防災訓練については、日時を確認のうえ委員のみなさんに連絡し

ます。安心安全課については、他の参加者と同じ訓練をしたいと伝えます。 

  人数については、後日連絡をいただきたい。 

   

次回は、平成 26 年 8 月 27 日（水）午前 9 時からとします。 

 

次回開催 

８月２７日（水）午前９時から 知立市中央公民館 2 階 中会議室 開催予定。 

 

以上   
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知立市障害者地域自立支援協議会 第２回コミュニケーション部会議事録 

議題等 平成 26 年度知立市障害者地域自立支援協議会 第２回コミュニケーション部会 

日  時 
平成２６年８月２７日（水） 

午前９時００分～正午 

場所 

 

知立市中央公民館 2 階 

中会議室 

出 席 者 

（敬称略） 

○部会長 

知立市聴覚障害者協会 会長  （以下 部会長） 

○委員 

知立市聴覚障害者協会 当事者 （以下 知聴協１） 

知立市聴覚障害者協会 当事者 （以下 知聴協２）  

登録手話通訳者会 手話通訳者 （以下 手話通訳１、手話通訳２、手話通訳３）    

手話サークルよつば      （以下 よつば） 

ささやき           （以下 ささやき） 

要約筆記 みどり        （以下 みどり） 

（要約筆記者 みどり２）  

○事務局 

知立市福祉子ども部福祉課課  ３名     

欠 席 者 ２名 

第 1 回の会議録について 

（部会長） 避難訓練の内容について、説明がありました。 

       避難訓練に、聴覚障害者の配慮がされるか？また、災害においての聴覚障害者の本部会

の立ち上げについての提案をさせていただきました。 

      平成 26 年度の防災訓練が平成 26 年 11 月 30 日に八ツ田小学校で実施されます。 

（部会長） 防災訓練に聴覚障害者協会は参加できるのですか？ 

（事務局） 安心安全課において確認しましたが、参加はできるとのこと。 

      どのような方法で参加されるかは、検討してほしいとのこと。 

（部会長） 聴覚障害者協会以外の団体は、参加できますか？ 

（事務局） 自主的に参加されることは可能ですが、その他の団体について福祉課から働きかけをする

のは考えていません。 

（部会長） 防災訓練は、去年と同じ方法で実施されるのですか？ 

（事務局） 町内会で実施される訓練は、昨年度と同じです。八ツ田小学校で実施されるメイン会場で 

の訓練内容は未定です。 

（部会長） メイン会場は、広い所がいい。 

（事務局） メイン会場については、7 小学校区を順番です。 

（部会長） 内容は、ほとんど同じですか？ 

（事務局） 安心安全課でいま検討中です。 

（部会長） 聴覚障害者の方から問合せがあります。 

（事務局） 聴覚障害者協会の方がどこで訓練をしたいかを教えてください。 

      訓練については、各町内会で自主防災会の訓練を実施します。次に、メイン会場で八ツ田
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小学校に集まって防災訓練を実施します。 

       同じ日に実施されるので、聴覚障害者が集まって参加するのか。別々に参加するのかを

決めていただきたい。 

（部会長） 聴覚障害者がみんなで集まって参加したいと思います。 

（事務局） まず、みなさんが 1 次避難所を知っているかを確認するために、「知立市ハザードマップ」

をくばりました。 

（部会長） 聴覚障害者協会のメンバーは、避難所を知っています。 

      要約筆記のメンバーも避難所を知っています。 

      「知立市ハザードマップ」は、昨年度聴覚障害者協会には配りました。 

（みどり） 要約筆記のメンバーは、町内会より配布されました。 

（部会長） 「知立市ハザードマップ」は、たくさんありますか？ 

（事務局） 安心安全課でいま、更新中です。 

（部会長） 八ツ田小学校に参加する場合は、車は可能ですか？ 

（事務局） 防災訓練なので、車は禁止です。自転車かオートバイです。 

（部会長） 車は、いきいき広場の駐車場に止めて八ツ田小学校に参加する方法がある。 

      まず、メイン会場の防災訓練を体験したい。 

（事務局） それでは、防災訓練の始まりのサインをどうやって受け取るのかが問題である。 

      防災ラジオを使う方法がよいと思います。 

防災ラジオは、災害時に点滅します。 

（部会長） 携帯でメール配信は、知立では実施していますか？ 

（事務局） 実施していると思います。 

（みどり） 猿渡川、逢妻川の水位については、情報がはいります。 

（事務局） はじめてなので、メイン会場（八ツ田小学校）に参加するのがいいのかなと思います。 

目標としては、自主防災会に聴覚障害者であることが住んでいることを知ってもらうが重

要である。 

ボランティアセンターは、市役所で開設して、メイン会場（八ツ田小学校）にあるいてい

くことになります。 

（手話通訳３）ボランティアセンターに参加したことがあるが、一般的なボランティアとして水を運ぶ

作業をした。 

     手話ができるボランティアとしての役割が活用されていない。 

（事務局）  メイン会場での防災訓練に参加してもらい、何を感じたかをメモしてもらい。次の防災

訓練にいかせていきたい。 

       聴覚障害者の方が、何をしてほしいのか。を伝えていただきたい。 

（部会長）  携帯メールで災害を知ってから、避難場所でどのような生活になるかを経験することが

重要です。 

（手話通訳３）防災ラジオは、値段はいくらですか？ 

（事務局）  2,000 円です。（市内在住の方） 

（事務局）  災害が発生したら、スイッチが入れてあれば、知立市の同報無線が受信されます。 

（部会長）  平成 26 年 11 月 30 日（日）の防災訓練は、八ツ田小学校のメイン会場に参加する。 
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       経験して、障害者への支援ができるのかを肌で感じたことをメモ書きして、まとめる。 

       避難訓練の会場にラジオはおかれていますか。 

（事務局）  ラジオはおかれていません。 

（部会長）  ラジオはどの程度普及していますか？ 

（事務局）  1,600 台です。 

（手話通訳３）いつから販売されたのですか？ 

（事務局）  平成 25 年度から販売を開始しました。 

（みどり）  知立市のラジオは、文字がでないが、テレビで他市では文字がでるラジオがでていた。 

（部会長）  災害時には、アイドラゴンを避難所に導入してほしい。 

       アイドラゴンは、補助の対象となりますか？ 

（事務局）  日常生活用具の補助の対象となります。 

（部会長）  文字のでるラジオについては、どのようなものかわかりますか？ 

（みどり）  詳しくは覚えていません。 

（部会長）  ボランティアの参加において、ボランティアセンターの責任者は誰ですか？ 

（事務局）  ボランティアセンター長の宮地さんです。 

部会長    福祉課としては、聴覚障害者協会(10 名から 20 名)、要約筆記１(1 名)、サークル２(10

名から 20 名)、「行政の派遣」手話通訳者（5 名）（行政）・要約筆記（5 名）（行政）が

参加します。 

       行政の立場と団体等の立場でそれぞれ参加します。 

       要約筆記については、行政の立場とサークルの立つ場にわけることができますか？ 

（みどり）  行政の対場(5 名)とサークルの立つ場(3 名)となります。 

（部会長）  とにかくみんなで集まってメイン会場に参加します。 

（事務局）  参加人数は、何人になりますか？ 

（部会長）  31 名から 51 名です。 

        「休   憩」 

（部会長） P4  自助 逃げる→地域の避難所 

       ＊メイン会場で覚えたことを地域の避難所で活動する。 

       共助 地域の人といっしょに助けあう。 

       ＊メイン会場に集まる。 

       公助 行政 

（事務局）  防災対策チェックリストにおいて、ホイッスル、個人名札、ホワイトボートがＮＨＫの

ホームページで紹介されています。 

      防災訓練後、個人で携帯するもの、避難所に配置してほしいものを確認してほしい。 

      コミュニケーション障がいを補完できるものが何なのかを探ってもらいたい。 

      P5 その他で 「市職員講師による 日ごろからできる災害の備えの話」、防災学習会の開

催、地震体験車による地震の体験については、実施したらどうか？ 

      とくに、身を守ることは考えがかなり変わってきている。 

      知立市聴覚障害者協会でこのような勉強会が開催されたかを教えてほしい。 

（部会長） 6 年前に、神戸の震災後に消防薯の方 2 名、福祉課 1 名で協会にきていただいたことはあ
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ります。 

      県としては、東日本大震災後に県の勉強会に参加するように紹介しました。 

      県の勉強会は、3 名が出席しました。 

      ボランティアとしては、消防薯の職員にきてもらいました。 

      また、豊田市のボランティアセンターに見学体験にいきました。 

      要約筆記ではなく、個人的には、娘といっしょに事務局 AＥＤの研修に参加しました。 

      知立市内で聴覚障害者が 150 名で手話を使う方が 30 名です。120 名が難聴者です。 

      実際、町のなかでは、難聴者が多くいます。 

      難聴者の意見も聞いていただきたい。 

      難聴者の方を含めての学習会は開催されていない。 

（事務局） 11 月 30 日前に学習会を開催したほうがいいとの提案ですか？ 

      福祉課長には、ＤＶＤを見てもらいましたが多くの方にＤＶＤを見てもらったほうがいい

かなと思います。すべての障がいのある方を対象にしたＤＶＤです。 

      みんな集まってＤＶＤをみたほうがいいと思います。 

      消防職員講師による講演会を開催したいと思います。それと防災学習会とつながりますね。 

（事務局） 地震体験車については、本年度は締め切られた。紹介したのは、こういうものがあるとい

う紹介です。 

（部会長） 参加されている団体のメンバーで学習会を開催したいと思います。 

      11 月 30 日の内容が重要です。受付がありますか。 

（事務局） 避難所に避難してきた名簿の作成があります。 

      簡易トイレの設営、間仕切りの設営を実施し、消防職員からの三角巾の使い方の講習があ

ります。 

（部会長） 体育館の中で同時に実施されますか。また、避難所での受付はどうなっているのですか。 

（事務局） 避難所に、担当職員が配置されますので、設置された名簿に参加者は避難者として記入し

てもらいます。 

（部会長） 内緒で参加すればいいのですか？ 

（事務局） 参加者は、4 町内の方が参加します。安心安全課には、参加する場合には事前に報告する

必要があります。安心安全課は、聴覚者の方が 30 名から 50 名参加することを前提に全体

の 防災訓練を設計します。 

（部会長） 参加する場合に準備は必要ですか？ 

（事務局） 参加者はてぶらできます。実施の内容については、福祉課と安心安全課と協議します。 

手話通訳者の参加を、お願いをすることになります。 

（部会長） 手話通訳者及び要約筆記者への呼びかけは、福祉課から要請をお願いできますか。 

（事務局） たぶんそうなると思います。 

（部会長） 11 月 30 日までに 1 度集まって、防災訓練の内容がきまったら協議したいと思います。 

      地震体験車については、経験があるが、体験はありますか？ 

      車イスでの体験はできますか？ 

（事務局） たぶん無理だとおもいます。 

（部会長） 訓練前にＤＶＤの勉強会を開催します。 



10 

 

     「知立市ハザードマップ」はいつできますか？ 

（事務局） 今年度末だと思います。安心安全課に確認します。 

（部会長） 身体障害者協会の会長と話し合いをしたときには、障害者でいっしょに実施したいといっ

ていましたが、その後福祉課には何か連絡がありましたか？ 

   8 月 20 日は、会長が出席されましたか？ 

（事務局） 副会長が出席されています。身体障害者協会は、4 名の方でそれぞれ担当制となっていま

す。 

（部会長） 次回は、いつがいいですか？防災訓練の内容が決まってからがいいのですが。 

（事務局） 安心安全課では、実施時期の 2 週間前できまる。 

（部会長） この部会では、防災訓練以外の内容を検討していいのですか？ 

（事務局） それはかまいません。 

（部会長） 障がい者計画に、知立市長に要望した内容は、繁栄されていますか？ 

（事務局） 聴覚障がい者協会のヒアリング時に要望していただいていれば反映されます。 

      障がい者計画においては、現在、団体ヒアリング、事業所ヒアリングをまとめています。

障がい者計画の骨子案が提示されている状況です。 

（部会長） 会場は、それでは生きがいセンターについてはどうですか？ 

      要約筆記さんも生きがいセンターは自由に使えるので、知っておいてくさだい。 

（事務局） 次回は、防災の問題のまとめと、要約筆記団体の要望、聴覚障がい者団体の要望を話し合

いする。 

      手話言語法については、手話通訳者と要約筆記者との格差があるので説明したいと思いま

す。 

                                          以  上   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

知立市障害者地域自立支援協議会 第３回コミュニケーション部会議事録 

議題等 平成 26 年度知立市障害者地域自立支援協議会 第３回コミュニケーション部会 

日  時 
平成２６年１１月５日（水） 

午前９時００分～１１時 

場所 

 

知立市役所 現業棟 2 階 

第８会議室 

出 席 者 

（敬称略） 

○部会長 

知立市聴覚障害者協会 会長  （以下 部会長） 

○委員 

知立市聴覚障害者協会 当事者 （以下 知聴協１） 

知立市聴覚障害者協会 当事者 （以下 知聴協２） 

登録手話通訳者会 手話通訳者 手話通訳者１、手話通訳者２、手話通訳者３ 

手話サークルよつば      （以下 よつば） 

要約筆記 みどり        （以下 みどり１、みどり２、みどり３） 

○事務局 

知立市福祉子ども部福祉課   ３名   

欠 席 者 ３名 

２．議  事 

 (1)第 3 期知立市障がい者計画（案）のパブリックコメントについて 

（事務局）（資料 1－1、資料 1－2、資料 1－3）について説明する。 

   広報ちりゅう 11 月 1 日広報に掲載しました。 

（資料 1－3） 

   期間は、11 月 1 日から 11 月 14 日までに、意見があれば市役所 1 階福祉課へは書面で、知立市公

式ホームページには、メールにて送信してください。 

（知聴協１） 

   知立市聴覚障害者団体で、集まって意見をだせばいいのですね。 

（事務局） 

   はい、そうです。 

（知聴協１） 

   もう尐し期間があればよかったです。 

（部会長） 

   要約筆記さんは、何か意見はありますか？14 日までに会合を開くか検討しますか？ 

（みどり２） 

 要約筆記は、13 日に定例会があるので、そこで議論します。 

（事務局） 

   今回、ヒアリングをした団体に第３期知立市障がい計画（案）を一部ずつ渡した。 

(2)防災訓練について 

（事務局） 

 資料 1、資料 2、資料 3 を使って説明します。 

   10 月 30 日に、部会長さんと八ツ田町区長、八ツ田町区長代理と福祉課で話し合いをした結果、防災
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訓練に参加することになりました。 

   資料 1 を見てください。 

   参加方法としては、コミュニケーション部会として、一緒に行動することは難しい。 

   それぞれ分かれて参加してもらうことになりました。 

   第 1 会場は、2 班に分かれてもらい体験してもらいます。 

   時間の流れについては、午前 7 時に緊急地震速報が流れます。徒歩又は自転車で午前 7 時 30 分に八

ツ田公民館前広場へ集合します。 

   車は、生きがいセンターに駐車して、そこから徒歩で八ツ田公民館前広場に移動します。 

   地震発生は、午前 8 時からとなります。 

   訓練は、①通信訓練、②救出救護訓練、③参集・情報収集・伝達訓練、④災害時要援護者安否確認訓

練、⑤初期消火訓練です。 

 八ツ田町の訓練は、防災会会長から民生・児童委員に災害時要援護者の安否確認の指示がでます。 

 民生・児童委員は、災害時要援護者宅を訪問し、安否確認をします。 

   初期消火訓練は、消化班に八ツ田のやすらぎホールと寺で出火したことを想定し、現場に向かってい

き、消火器の位置等の確認をします。 

   救出救護班については、 

給食・給水班は、飲料水、食糧を防災倉庫にいってとりにいきます。 

 避難誘導班は、矢田良根公園が避難所ですので、そこへ避難者を誘導します。 

 午前 8 時 15 分に八ツ田町防災会会長の支持により第 2 会場である八ツ田小学校へ徒歩で移動します。 

  午前 8 時 30 分 

八ツ田小学校には、八ツ田町、南陽区、昭和 1 丁目、昭和 5 丁目の 4 つの自主防災会が集合します。 

   4 つの自主防災会長が協議して防災訓練を実施します。 

   訓練は、①避難者名簿の作成を自主防災会が実施します。 

② 健師が救護所を設置します。 

   みなさんが参加できるのは、③簡易トイレの組み立て、④間仕切りセットの組み立てです。 

 午前 9 時 30 分からは、２．可搬式小型ポンプによる初期消火訓練、３．倒壊家屋救出訓練、４、救

命救急訓練です。 

   午前 11 時に訓練終了となります。 

   持参するものとしては、ヘルメット、帽子、タオル、飲み物、靴を入れるビニール袋、ペンとメモ帳、

ハンカチ等を持参してください。 

   避難経路は、資料 3 です。車を停めるのであれば、①の八ツ田公民館となります。 

   集まる場合には、避難経路を通ってきてもらうとわかりやすい。 

   写真は、避難する方向を向いている。 

   どれに参加するかを話し合いしてもらいます。 

（部会長） 

   2 班にわかれる。第 1 会場にあつまり、すぐ第 2 会場小学校にいく。 

   緊急時の通報は、聞こえないので、時間（7 時３０分）に第 1 会場（八ツ田公民館広場前）に集まる。 

（みどり３） 

   メールがとどかないのですか？ 
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（事務局） 

   職員には、緊急通報メールがはいります。 

（みどり３） 

   そこが重要です。 

（部会長） 

   緊急通報メールは、非常に重要ですね。今後そこが問題です。 

 当日の集合は、午前 7 時ではどうですか？ 

（事務局） 

   午前 7 時には、八ツ田町の役員が八ツ田町公民館で準備をしています。 

（部会長） 

   知立市聴覚障害者協会は、生きがいセンターに午前 7 時に集合して第 1 会場に移動します。 

（みどり２） 

   要約筆記サークルも、車の方は生きがいセンターに午前 7 時に集合します。 

（部会長） 

   車で集合する方は、4 台となります。 

（事務局） 

公民館に止められる車の台数は、全部で 5 台です。 

   防災訓練に参加できる名簿に記入してください。 

（みどり１） 

   福祉課に要約筆記者のメンバーは FAX します。 

（事務局） 

   防災訓練に参加できる人の名簿を今日の午後 5 時に八ツ田町区長に渡す約束をしています。 

（部会長） 

   資料 2 の第 1 会場の参加者について、25 名となるので 2 班としてもらいたい。 

（事務局） 

   資料 2 について第 1 会場については、明確化できるが、第 2 会場においては、どのようになるのかは、

わからない。 

   それぞれについての訓練は、いっしょに同伴してみるだけとなります。 

（部会長） 

   第 1 会場は、みるだけ、第 2 会場は参加する。 

   第 1 会場は、ここの 5 箇所に名前をふりわけたいと思います。これはみるだけです。 

   要約筆記さんはどれに参加したいですか？ 

（みどり２） 

   給食・給水班に参加したい。 

（部会長） 

   残りは、知立市聴覚障害者協会で分けていいですか？ 

   見るだけですが、通訳は必要です。 

（事務局） 

   通訳をする方は、わかるように黄色のベストを使用します。 
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   背中に手話通訳者、要約筆記者をはる。 

（部会長） 

   要約筆記者さんはいいですか？今回は、はじめてですので手作りのものを使用します。 

（部会長） 

   5 班にわかれます。要約さんは、給食・給水班ですね。 

   その他の 4 班の名簿は、11 月 22 日の聴覚障害者協会の定例会できまったら FAX します。 

   持ち物の確認ですが、ヘルメットか帽子のどちらでもいいですか？ 

   小学校での訓練は、③間易トイレの組み立て④間仕切りセットの組み立て易です。 

（みどり２） 

   要約筆記も半分にわけます。 

（部会長） 

   通訳者等も半分にわけます。 

（事務局） 

   午前 9 時 30 分の訓練は、2．可搬式小型ポンプ 3．倒壊家屋救出訓練 4.救命救急訓練となります。 

   2. 可搬式小型ポンプ 3 倒壊家屋救出訓練は、参加者は尐人数となります。 

   4 救命救急訓練は多数参加できます。 

   町内会に報告したいので、参加者を決めてください。 

（みどり２） 

   要約筆記は、4 救命救急訓練に参加します。 

（部会長） 

2．可搬式小型ポンプについては、何名参加できますか？ 

（事務局） 

   2. 可搬式小型ポンプについては、ポンプが 4 基しかないため、各町内会に 1 基ずつとなります。 

   2. 可搬式小型ポンプについては、4 名程度を予定しています。 

（部会長） 

   2. 可搬式小型ポンプについては、3 名程度参加したいと思います。 

   その他は、4．救命救急訓練に参加します。 

3. 倒壊家屋救出訓練については参加できますか？ 

（事務局） 

3．倒壊家屋救出訓練については、どのような内容なのかはわからない。 

   3．倒壊家屋救出訓練については、救出される側を実施することになるかもしれない。 

   たすける人は、消防薯、消防団、自衛隊で、みなさんはたすけられる人になりそうです。 

（部会長） 

   ようすをみるだけでもいいですね。 

   けが人の役をやったほうが、聴覚障がいのあるほうが何か問題点がわかる。 

   2. 可搬式小型ポンプが 3 名、3.が 1 名、残りが 4 救命救急訓練です。 

   要約さんは、4 救命救急訓練です。 

   手話通訳者の参加は、通訳に集中するのですか？ 

（事務局） 
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   通訳に集中するほうがいいので、通訳だけで参加します。 

   通訳は、市や消防職員の言葉を聴覚障がい者の方に通訳をお願いします。 

（部会長） 

   要約筆記についても、要約筆記に専念してもらうことでいいですか。 

（事務局） 

   要約筆記者には、要約筆記に専念してもらいたい。 

（３）要約筆記者団体の要望、聴覚障がい者団体の要望について 

（みどり２） 

   要約筆記者団体の要望は、緊急時の市からの通報はないか？ 

（事務局） 

   市からの通報はない。 

   緊急通報ラジオが、点滅する機能があるが、耳とか目に障がいがある方への連絡方法は整備されてい

ない。 

（みどり２） 

   できれば、避難勧告等の通報を教えていただければうれしい。 

（事務局） 

   テレビは、キャッチをみてもらうのが一番はやい。 

（みどり２） 

   家以外の場所で、緊急の情報をキャッチする方法を整備してほしい。 

（要約筆記みどり 永田） 

   防災に関しては、視覚的な案内をしてもらえるようにしてほしい。 

（部会長） 

   全国聾唖連盟と国が話し合いをする予定です。 

それを受けて、国と 47 都道府県が話し合いをする予定です。 

   市に対しては、障がい者ファーラムを実施したい。 

（事務局） 

   障がい者ファーラムについては、他の団体との関連があるため、もう尐し時間が必要となります。 

 市としては、他の団体が熟成していくなかで検討していきたい。 

 

 （４）次回開催予定 

   ・平成 27 年 1 月 21 日（水）午前 10 時でいいですか？ 

   ・防災訓練のアンケート調査票を市のほうに提出をお願いします。 

   ・聴覚障がい者協会は、12 月の定例会にまとめます。 
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知立市障害者地域自立支援協議会 第４回コミュニケーション部会議事録 

議題等 平成 26 年度知立市障害者地域自立支援協議会 第４回コミュニケーション部会 

日  時 
平成２７年１月２１日（水） 

午前１０時００分～１２時 

場所 

 

知立市役所 現業棟 2 階 

第８会議室 

出 席 者 

（敬称略） 

○部会長 

知立市聴覚障害者協会 会長 （以下 部会長）  

○委員 

知立市聴覚障害者協会 当事者（以下 知聴協１） 

知立市聴覚障害者協会 当事者（以下 知聴協２） 

登録手話通訳者会 手話通訳者 （手話通訳１、手話通訳２） 

手話サークルよつば     （よつば） 

要約筆記 みどり      （みどり１）、（要約筆記者） 

○事務局    福祉課    ２名   

欠 席 者 ４名 

事務局より本日の配付した資料（次第に記載したとおり）について、各委員の手元に所在するかどうか確認

をしてもらう。 

１．あいさつ 

 部会長） おはようございます。今年もよろしくお願いします。 

      みなさん防災訓練に参加していただきありがとうございました。今回の部会は、防災訓練の反

省とこれからのことについて話をします。それでは事務局から説明をお願いします。 

 議事 

① 市総合防災訓練について 

（事務局） 

 資料 1、資料１－２、資料１－３を使って説明します。 

 資料１は、A3 サイズの用紙になります。１１月３０日知立市防災訓練参加後に知立市聴覚障害者協会、手

話サークルよつば様よりアンケート、意見をいただいたものをまとめたものです。 

空白となっている要約筆記みどりさん、手話通訳者のみなさんからこの会議でご意見がいただけるとうれ

しいです。また、みなさんから良かった点、悪かった点、改善していくことについて話し合いをお願いしま

す。 

資料１－２は、防災訓練終了後の会場で参加者に依頼があったアンケートの内容になります。 

資料１－３ １１月３０日防災訓練と記載してある防災訓練当日の訓練の様子を撮影したものです。 

資料として平成２６年１２月２０日土曜日付け「知立くらしのニュース」に掲載されたものを抜粋した内容

です。 

以上資料の説明を終わります。 

（事務局）来年度の防災訓練の参加方法についてお聞きします。 

部会からの参加は、来年度はしない予定です、みなさんのご意見をお聞きください。 

メイン会場は、来年度は、別の会場となります。 

（部会長）来年度はいつどこで行うのですか？ 
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（事務局）現時点では、福祉課ではわかりません。どの学区で行うのか、小学校を利用するためのその小学

校の校長先生に許可など必要なため決まっていないと思われます。安心安全課に確認します。みなさんにお

聞きしたいのは、自分が住んでいる地域で防災訓練を参加したいのか、メイン会場で参加を希望していくか

です。 

（部会長）それでは、メイン会場で参加を希望する人地域で参加を希望する人挙手をお願いします。 

メイン会場 

●挙手した委員：知聴協１、知聴協２）、 

自分の住んでいる地域 

●挙手した委員：みどり１） 

（部会長）ありがとうございました。聴覚障がい者協会としては、メイン会場へ参加するよう呼びかける予

定です。 

また、聴覚障がい者協会は、他の障害者の人たちに防災訓練へ参加するよう呼びかけていきます。 

（事務局）地域へ参加を希望する方は、直接町内会へ防災訓練に参加した旨を伝えてください。 

ありがとうございます。 

 

それでは、部会長さん議事進行をお願いします。 

事務局が会長席の後方にあるホワイトボードへ話し合いの内容を要約筆記しまとめていく 

（部会長）それでは、要約筆記みどりさんより防災訓練に参加した感想でよかった点悪かった点改善してい

くことがあればお話ください。お願いします。 

（順次、他の委員からみどり１から出された意見に対し下記のとおり意見が出された。） 

 

市防災訓練について（部会の話し合い時の意見） 

 良かった点 悪かった点 改善点 

要 約 筆 記 

み ど り 

●いろいろ勉強にな

った。 

●AED はみている

だけだった。 

●要約筆記があった

のでよくわかった。

地震体験車に乗るこ

とを躊躇してしまっ

たっが、要約筆記が

あったのでよくわか

った。 

●一人ずつ入る煙のテントは、事

前にアドバイスがほしかった（こ

のときは要約筆記なし） 

●聞き取れない言葉があり、ホワ

イトボードがあるとよい。 

話した内容が再確認できるよう

に誰もが見ることが出来るよう

なものを示してほしい。 

●トイレの組み立ては、町内の人と一緒

にしたけどマニュアルの紙だけでは、実

際に地震が起きたときに組立ができるか

丌安。 

●参加することで、健聴者とジェスチャ

ーでコミュニケーションとることができ

参加することに意義があった。 

●AED の説明は音声（話ことば）のみ、

何度か説明を受けないと使用できない。

→音声で話す説明の内容を文字表示（目

で確認できる状況）する必要がある。 

知 立 市 聴 覚

障 害 者 協 会 

 

 

 

 

●煙のテントは、担当者より説明

がなく出入り口を間違えてしま

った。 

●ヘリコプターから発せられる

音について、通訳なしの場合は、

●だれもが AED を利用できるようにす

るため AED は字幕のタイプを置いてほ

しい。市には、字幕付きの AED が設置し

てあるかどうか。→この時点では、把握

していないため、確認する。 
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ホワイトボードなど目で見える

ように記載してほしい。（今回は

手話通訳がいたから話している

内容が分かった） 

●トイレの組み立て訓練をもう一度練習

したい。 

手 話 通 訳 者  ●受付の場所の表示が受付テー

ブルの下に張ってあったため、人

が並ぶとわかりづらい。 

●講評時に話をしている人の顔

が見えない。話をしている人のそ

ばではなく、聴覚障がい者のみな

さんの横で手話通訳をしたため、

後の人がみえづらかった。 

→受付する人からみて正面にだれがとこ

で受付をすればよいか案内を表示してほ

しい。 

 

→手話を必要とする人が手話通訳をして

いる内容がはっきり見えるように行政が

工夫をしてほしい。 

 

 

（部会長） 

 次ですが、平成２７年度のコミュニケーション部会の議題（案）と日程（案）についてです。事務局より

説明をお願いします。 

（事務局） 

 資料２ 「平成２７年度知立市障害者地域自立支援協議会コミュニケーション部会の議題（案）及び日程

（案）について説明します。この部会は、今年度を入れて３年間を予定しています。来年度の日程は、資料

２の日程で皆さんがよろしければ進めたいと思います。まだ、日程の変更は可能です。議題内容ですが、資

料 コミュニケーションボード（カラーコピー両面）、も、資料 こんなことはありませんか？お店で働くみ

なさんへ わたしたちのことを知ってください。応援してください。（白黒片面２枚） この資料は、発行者 

セイフティーネットプロジェクト横浜が作成されたもの、資料にも記載がありますが、コミュニケーション

が苦手な知的障害者のかたなどのために作成された内容です。資料の説明については以上です。 

 

事務局が会長席の後方にあるホワイトボードへ話し合いの内容を要約筆記しまとめていく 
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≪ホワイトボードに書いた内容をまとめたもの≫ 

（部会長） 

 私たちや耳のとおい高齢者のかたも多く地域のコンビニを利用しています。私は、コンビニで買い物をす

るとき、店員に「お箸はいりますか、フォークまたはスプーンがいりますか？何本要りますか？」「○○カー

ドはお持ちですか？」と話しかけられることがあります。相手は私が、耳が聞こえないことはわかりません

ので、話し言葉（音声）で話をしてきます。こちらは何を聞いているか分からず困っています。委員のみな

さんで同じように困っていることはありませんか？ 

 

（知聴協１）私はいつも行くコンビニは、私が聞こえないことを知っているのかわかりませんが、困ったこ

とがありません。 

（部会長）そうなんですか？（驚きの表情）私は、聞かれると分からないので相手の話す内容が分からない

ままうなずいてしまって失敗したことがあります。 

（みどり１）実は難聴の娘がコンビニでアルバイトをしているのですが、聞き取れない話す内容もあり細か

いやり取り難しいので、「コミュニケーションボード」は難聴で働く者にとってもよいと思います。 

 

キーワード 地域・コンビニ・障がいの有無関係なく支援できるようにしたい。 

背景 コンビニは、地域の町には１つある 

行く回数も増えている 

コンビニで 

困ったこと    

カードなどはありますかと聞かれること。分からない人は免許証を出してしまう人も

いる。 

コーヒー（ドリンク）を頼むと「ミルク、砂糖」は要りますか？と聞かれること 

こちらがろう者で分からず理解し、説明できない店員が要るときは聞くことをやめて

しまう。 

レジのひとに言われてこまること 

「はし」「フォーク」「スプーン」要りますか？と健聴者のように話しかけられてもわ

からない。 

ヨーグルトを買ったときに「スプーン要る？」と聞かれていると思い適当にうなずい

たら、コンビニで買った袋の中に入っていなかった。 

マスクをしている店員に「マスクとって」とジェスチャーをして、口元が分かるよう

にしてもらったことがある。 

コミュニケーショ

ンボードの必要性 

コンビニにおいてのコミュニケーションの壁を取り払うことができ、相手からの情報

をきちんと受け取ることができる。 

他市の同じ立場の人にも使ってもらえる 

お店で働く人も助かるのでは？ 

コミュニケーショ

ンボードを作成す

る上で必要なこと 

知的障害者について、関係者から意見を聞くことが必要 

障がいの有無に関係なく支援できるようにすること 
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（部会長） 

 知立市版コミュニケーションボードを作成して、わたしたちの住む地域のコンビニに協力をお願いして聴

覚障がい者への理解とコンビニ利用者のろう者や耳のとおい高齢者がスムーズに意思疎通ができるようした

いと思いますが皆さんいかがですか？ 

（各委員） 

 賛同（うなづく） 

（部会長） 

 ありがとうございました。来年度は、「コミュニケーションボード」作成することをこの部会で話し合って

いきましょう。それでは、事務局より連絡することがあればお願いします。 

（事務局） 

（４）次回開催予定 

 ・平成 27 年５月２７日（水）午前 10 時 会場は、市役所現業棟第９会議室となります。 

  今回みなさんと決めた 知立市版「コミュニケーションボード」について話し合いをします。 

  ご出席をよろしくお願いします。 

（部会長） 

 第４回コミュニケーション部会にご参加していただきありがとうございました。お疲れ様でした。 

以上 

 

 


