
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３０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３０年５月３０日（水） 

午前１０時００分～１１時３０分 

場所 

 

知立市役所 現業棟 2階 

第９会議室 

出 席 者 

（敬称略） 

○部会長 

知立市聴覚障害者協会 会長  中嶋 宇月 

○委員 

知立市聴覚障害者協会 当事者 小栗 誠治 

知立市聴覚障害者協会 当事者 塩澤 香子 

登録手話通訳者会 手話通訳者 出岡 幸江、中根 美春、加藤 聖子 

手話サークルよつば      横井 典子 

要約筆記みどり        木全 雅子、高津 景子 

○事務局         

福祉子ども部長        長谷 嘉之 

障がい福祉係 主事      山下 絢香、佐藤 伶華 

欠 席 者 

（ 敬 称 略 ） 

委員  登録手話通訳者 小笠原 泰子、石黒喜久枝 

手話サークルささやき 稲垣 裕子 

福祉課長           瀬古 俊之 

障がい福祉係課長補佐     石川 真理 

 

以上５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 

（中嶋部会長） 

おはようございます。手話言語条例について協議を始めて、５回目となります。他市の状況としては、

常滑市は協議委員のメンバーが決まり話を始めたそうです。また、稲沢市は委員を集める方法を検討し

ていると聞いています。幸田町は町長が急遽亡くなり新しい町長となりましたが、委員会を立ち上げた

そうです。どの市町村も協議会のメンバーをどのように選考するか、条例にどこまでの内容を組み込む

かが悩みであるそうです。 

 

2．議事 

①手話言語条例について 

（事務局） 

前回から変更した点について事務局より説明。 

（中嶋部会長） 



 事前配布があったかと思いますが、なにかご意見ありますでしょうか。 

第７条について 

（木全委員） 

 第７条について、「市は、聴覚障害児の保護者等に対し、手話に関する必要な情報を提供するよう努め

るものとする」とありますが、この文章だけみると、手話に関する情報しか与えてもらえないのか、と

思ってしまいます。手話以外の子ども一人ひとりに合わせた情報を提出する必要があるのではないでし

ょうか。たとえば、難聴者の両親の場合にも、手話の情報しか選べないのでしょうか。「手話それから、

他の支援、システム」に変更してもらえれば、様々な聴覚障害に対応できるのではないでしょうか。 

（中嶋部会長） 

 その問題は全国で起きており、それに伴いコミュニケーション条例の話が必要となりますが、コミュ

ニケーション条例であり、これは日本語中心です。今回は手話言語条例であり、手話は日本語ではあり

ません。 

（木全委員） 

 条例は手話に限定した条例なので、考慮されていないということですか。 

（中嶋部会長） 

 そうですね。 

（中根委員） 

 今までは、補聴器をつける方法については伝えていたが、手話についてだけ抜け落ちていました。手

話だけしか教えないのではなく、保護者には様々な情報提供をしていますが、手話についてだけ抜け落

ちていたため、こういった書き方になっているのではないでしょうか。 

（木全委員） 

 私は自分が難聴であるため、手話を覚えようという気持ちになりましたが、健聴者の方はどうなので

しょうか。それが気になりました。 

 今話をしたように条例を見る人もいるという参考にしてほしいです。様々な人がいるので。 

（中嶋部会長） 

 全国では問題になっています。病院、医者は手話の提供をほとんどせず、人工内耳か筆談がおすすめ

とします。手話も選択する範囲があると示したいです。 

（木全委員） 

 手話の理解があまりされていない、そういった意味で条例を作成しているように難聴者としては見え

てしまいます。 

（中嶋部会長） 

 木全さんが言ったことでもあるのですが、最終的には様々なコミュニケーションから選ぶことができ

るようにしたいということですね。コミュニケーションの内容はまだまだであり、私たちがやっとコミ

ュニケーションボードを作成しました。障害者団体がそれを踏まえてコミュニケーションがしやすいよ

うにするのが目標です。木全さんの意見はこれから大事ですが、知立市にいる手話を使う人たちのため

の条例を今作成しています。 

（小栗委員） 

 難聴者一人だけでは、木全さんの負担も大きいので、他にも難聴者を呼んではどうですか。 



（中嶋部会長） 

 そうなると、知的障害者、視覚障害者など様々な障害者をメンバーにいれることとなります。今は手

話言語条例制定の案をまとめるのが先決かと思います。 

（中根委員） 

 木全委員の言うことはよくわかります。これだけ読むと、あれ、と思うかもしれないので、手話の前

に、人工内耳や音声言語のような説明を入れたほうがわかりやすいですかね。 

（加藤委員） 

 たとえば、聴覚障害児の保護者等に対し、手話に関する必要な情報「も」にしたらどうでしょうか。

そうすれば、手話だけではないということになるのでは。 

（中嶋部会長） 

 「も」にすると、他のコミュニケーション手段がなにか、という話になりませんか。 

（出岡委員） 

 「手話に関する」という部分を、「必要な情報」とするのはいかがでしょう。 

（中嶋部会長） 

 先ほど中根委員が話されたように、今までの流れで聴覚障害者に関する様々な支援の中で、手話に関

する情報は抜け落ちていたので、この文章になったのですよね。あとは、コミュニケーション条例につ

いて話をする場を設けたときに話をするようにするべきではないでしょうか。どうしたらよいでしょう

か。 

（事務局） 

 「選択肢の一つとして」という表記はどうでしょうか。そのようにすると、他の選択肢について問わ

れてしまう気がしますが。 

（木全委員） 

 いろいろな選択肢の中で手話を、と言いたいのですよね。 

（中嶋部会長） 

 そうです。細かいことを入れたほうがいいのでしょうか。何かいい表記はありますか。 

（事務局） 

 ここで文章を作成しますが、表現は総務課で検討して、ということになるので、変更になるかもしれ

ません。 

（中嶋部会長） 

 ここで作成したものを総務課に提出して直されると、表現は異なるけれど意味は同じということです

よね。そうであれば、あとは我々の捉え方ですね。 

（木全委員） 

 手話を使う人から見るとよいものですが、本当は「手話又は要約筆記、補聴システム、機械などの子

どもに合わせた情報保証、提供」という文章にできたら。子どものためだと思うので。 

（中嶋部会長） 

 本当はそういった文章に変えていけるとよいのですが、曖昧な形にすれば、あとは総務、行政の判断

が入ったときに私たちが言いたい意味と捉えることができるのか、ということになります。木全委員の

考えはコミュニケーション条例に反映させていきたいと思います。今は、聴覚障害者に対する差別、手



話に対する差別を解消したいので、手話言語条例を制定したいと思っています。 

 行政としてはどうですか。最終的には専門的な言葉もあるので、行政の立場として対応していただく

ことになるのでは。手話言語の理念に基づかないといけないので、他のコミュニケーションのことを書

くのはどうでしょうか。 

（事務局） 

 これまで手話のことのみ記載されているため、新しく他のコミュニケーションについて追記するとな

ると、他の部分の変更が出てくるのでは。市の責務の（３）が、市民が手話の選択が容易にでき、とあ

るため、それの詳しい内容が聴覚障害児をもつ子どもに対する支援だと思います。市は、聴覚障害児の

意思疎通の手段として手話を選択できるような情報を提供する、という内容はどうでしょうか。 

（中根委員） 

 手話に関する必要な情報「も」とすれば、それだけでない、と分かります。これは手話言語に関する

条例なので、木全委員の意見と条例の理念を踏まえると、「も」にする程度で認めてもらえないか、と思

います。 

～ 委員・事務局 賛同 ～ 

（事務局） 

 他のコミュニケーション手段があることが前提であるため、「を」とするのか、それを鑑みて「も」と

するのかは、総務課との協議も必要だと思います。また、条例としてふさわしくない、ということであ

れば、また改めて話をすることとします。万が一「も」が却下となった場合は、他のコミュニケーショ

ンに関する記述はなくてもよいですか。 

（中嶋部会長） 

 ここで加えるとなると、大変だと思います。 

（事務局） 

 他のコミュニケーションがある、としなくても、市の責務（３）にて、他のコミュニケーション手段

の中で手話を選択できるという意味があるので、よいのではないでしょうか。 

～ 委員賛同 ～ 

 

意思疎通とコミュニケーションの標記統一について 

（事務局） 

 条文の中に「意思疎通」という言葉と「コミュニケーション」という言葉があるため、統一したいの

ですが、どちらがよいでしょうか。 

（中嶋部会長） 

 法律になると意思疎通になるのでしょうか。聴覚障害者はコミュニケーションという言葉は分かりや

すいですが、行政の判断でよいです。 

（事務局） 

 「意思疎通」に統一でよいですか。コミュニケーション条例につなげるために、コミュニケーション

という表記するというのもよいと思いますが。 

（加藤委員） 

 意思疎通の方が条例としてふさわしいということであれば、一番初めに出てくる意思疎通という言葉



の後ろに「（コミュニケーション）」と付け、その後は意思疎通とするのは可能でしょうか。 

（事務局） 

 コミュニケーションでよいのか、（コミュニケーション）でよいのか、意思疎通でないとだめなのか、

また確認してみます。条例の文章であることを踏まえない場合はどちらがよいですか。 

～ 委員一同「コミュニケーション」で同意 ～ 

（事務局） 

 では、一度、「コミュニケーション」に統一して総務課に提出し、コミュニケーションではだめという

話になれば、意思疎通（コミュニケーション）でよいか確認します。それでもだめだということであれ

ば、意思疎通とする、という流れでいかがでしょうか。 

～ 委員賛同 ～ 

（事務局） 

 他に、事前にお渡しした条文についてご意見のある方はいますか。ないようであれば、前文の内容に

移りたいと思います。中嶋部会長お願いします。 

 

 

前文について 

（事務局） 

 事務局より、中嶋部会長との調整をもとに変更した点について伝える。 

（中嶋部会長） 

 前文は歴史的背景について読んだ人が理解できる内容にしたいと思っています。鳥取県の条例には、

口話教育を押し付けられたとありますが、名古屋市のろう者は口話教育が役立ったと言っている方もい

ます。それを踏まえると、条例に押し付けられる、という表現は適切でなく、削除したほうがよいと思

います。いかがでしょうか。 

～事務局・委員 賛同～ 

（中嶋部会長） 

 他に何か意見がある方はいらっしゃいますか。 

（加藤委員） 

 前文の最後に知立市は～という文章がありますが、さらっとしてしまっているため、「よって」等の接

続詞をつけるのはどうでしょうか。知立市が、というのが強く伝わるように出来たらと思います。 

（事務局） 

 「従って」や「よって」等でよいですか。 

（加藤委員） 

 そうです。 

（事務局） 

 他の委員の方も、あったほうがよい、という考え方でよかったですか。前の文章「そのため」という

接続詞があるため、「よって」と同じ意味なのではないか、という指摘が懸念されます。大阪市の条例は、

大阪市はで始まっていますが、それ以前の文章にも接続詞がないです。鳥取県も大阪市と同様です。条

例の文章については、総務課と協議する必要があるため、総務課から変更を依頼される可能性もありま



す。 

（中嶋部会長） 

 行政としての判断に任せます。入れてもよいのであれば、よって、従って等を入れてください。困難

であれば、ないままでよいです。 

（事務局） 

 一度確認します。 

（中嶋部会長） 

 なにか他にありますでしょうか。特にないですか。今日の部会で条例について話すのは終わりですか。 

（事務局） 

 最終的な案を６月部会で提出し、それで完成としたいです。 

（中嶋部会長） 

 わかりました。リングＣで条例について話をする予定です。そのときに案をいただけたらと思います

がどうですか。 

（事務局） 

 直したものを１４日に間に合うように議事録と一緒に送付しますが、どうしても間に合わなければ、

先に中嶋部会長にメールにて送付いたしますがそちらでよろしいですか。 

（中嶋部会長） 

 お願いします。 

 

② 今後の流れなどについて 

各課との調整について 

（事務局） 

 皆さんに配った資料の※にも記載がありますが、各課に関係する内容があるため、協議をする必要が

あります。 

条例第５条に事業所の役割と記載があるため、事業所の役割となると経済課から商工会へ、第１１条

に学校等における手話の普及という記載があるため、学校教育課から教育委員会へ、第１２条に医療と

介護機関及びとあるので、医療機関関係は健康増進課から刈谷知立医師会等へ、介護機関関係は、長寿

介護課から市内介護施設へ、第１４条に災害時の記載があるため、一度福祉課を通して協議をする必要

があると思います。 

（中嶋部会長） 

 ありがとうございます。 

 

今後のスケジュールについて 

（事務局） 

 今後、１２月議会を目処に進めていくということであれば、それを踏まえて逆算してスケジュールを

作成していく必要があります。 

 １１月中旬には市から議会用に資料を提出することが必要です。そのためには、１１月上旬には例規

審査会にかけなければなりません。例規審査会に上げる前には、総務課での協議が必要となりますので、



１０月中旬頃となります。それ以前に、パブリックコメントや自立支援協議会への承認依頼が必要とな

ります。また、それ以前に他課との調整をする必要があります。 

（中嶋部会長） 

 では、それについて市に準備していただき、私も確認します。皆さんには定例会などで情報を提供し

ます。 

 

３．その他 

防災訓練について 

（中嶋部会長） 

 防災訓練はいつでしょうか。 

（事務局） 

 ９月１日に一番近い日曜日に例年実施しています。 

（中嶋部会長） 

 ９月２日ですね。メイン会場は知立小学校ですか。 

（事務局） 

 安心安全課に確認しないとわかりかねます。 

（中嶋部会長） 

９月２日に間に合うように資料がいただけるなら、配布をしたいと思っているのでよろしくお願いし

ます。名簿の作成が必要だと思うので、７月の最終土曜日に定例会があるため、そのときには誰に配布

するか決めて名簿を作成します。 

（事務局） 

 今年もブースをだしますか。 

（中嶋部会長） 

 去年、ブースを作ったのですが、木全委員もどうですか。去年はテントにテーブルを置いて展示等を

行いました。まだブースの場所などは決まっていないですよね。 

（事務局） 

 書類などはもらっていますか。まだであれば、まだ安心安全課でもどこがブースを出すかなどは決ま

っていないと思います。 

（中嶋部会長） 

 また、６月１４日にリングＣの会議があるため、そのときにリングＣでブースを出すか確認する予定

です。 

（事務局） 

 別でリングＣでブースをだしますか。 

（中嶋部会長） 

 まだ決まっていません。また会議で決めます。 

（事務局） 

ブースの申込みなどについては、直接安心安全課にて話をしたほうがよいと思います。 

（中嶋部会長） 



 わかりました。木全委員も別で行くのですか。ブースを出すなら、一緒にやったほうがいいと思いま

す。 

（事務局） 

 別でブースを出すのでなければ、中嶋部会長が代表で行えば大丈夫だと思います。 

（中嶋部会長） 

 木全委員はそれでよいですか。 

（木全委員） 

 一緒にですね。 

（中嶋部会長） 

 聴覚障害者団体とみどりで一緒のブースをお願いしに行けばいいですね。 

他に意見がなければ終わりたいと思います。 

次回開催予定 

 平成３０年６月２７日（水）午前 10時～正午 会場：市役所現業棟２階 第８会議室  

 

第２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。 
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