
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３０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３０年６月２７日（水） 

午前１０時００分～１２時００分 

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  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 石黒喜久枝、出岡 幸江、加藤 聖子、中根 美春 

手話サークルよつば      横井 典子 

手話サークルささやき     稲垣 裕子 

要約筆記みどり        木全 雅子、高津 景子 

○事務局         

福祉課長           瀬古 俊之 

福祉課長補佐         石川 真理 

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 

以上１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。コミュニケーション部会の中で手話言語条例について討議を始めて、６回目と

なります。討議をするなかで、一番の課題は思いを言葉に変えることです。難しい言葉もあります。み

なさんのお力を借りて、より分かりやすいものが出来たらと思います。 

前回条例案がまとまりましたが、今日は総務課に協力していただき修正していただいた案について討

議していきます。今日もよろしくお願いいたします。 

 

2．議事 

手話言語条例について 

（事務局） 

総務課より訂正のあった条例案がありますが、事前配布ができなかったため、今から５分くらいで目

を通してください。お願いします。 

～５分時間をとる～ 



（事務局） 

 時間になりましたが、いかかでしょうか。もう少し時間がほしい人はいませんか。いないようであれ

ば、議論を始めたいと思います。また、第２条に定義を入れました。お伝えが遅くなり申し訳ございま

せん。条例制定にあたり、定義作成が必須とのことでしたので入れました。 

 条例制定をするにあたり、ここは譲れない、というところがあればそれについて議論を進めていただ

ければと思います。 

 では、議論をはじめていきたいと思いますが、前から順番に見直していきますか、それとも中嶋部会

長には事前に目を通していただいていましたので、その意見を踏まえて検討いたしますか。 

（中嶋部会長） 

 皆さん読んでどうでしたか。 

（事務局へ）他に大きく変わるところはどこですか。 

（事務局） 

 前文については、紙面上変更はありませんが、総務課からのコメントにて尼崎市を参考に見直してみ

ては、とありますので、大きく変わるのではないかと思います。 

（中嶋部会長） 

 なぜ、尼崎市の条例がでてきたのでしょうか。 

（事務局） 

 総務課が前文や条文を確認し、内容が似ている条例を見つけてきたのではないかと思います。 

（中嶋部会長） 

 前文の内容については、以前部会で話し合い、鳥取県を参考にして作成したと思います。尼崎市の条

例は短く簡潔にまとまっていると思いますが、歴史などの背景がありません。部会では以前、歴史があ

るほうがいいと思いこのような形にしたと思いますが。 

（事務局） 

 前文はみなさんの思いが強く現れる部分であるため、検討するなら言葉の使いかたや言い回し等であ

ると思います。それを踏まえると、第１条から最後の条までについて検討し、最後に前文について検討

したほうがよいかと思います。 

（中嶋部会長） 

 わかりました。では、第１条から検討しましょう。 

 

第１条について 

（中嶋部会長） 

 １条から順に見ていきますと、言葉の使い方だけですね。 

（事務局） 

 第１条につきましては、言葉の使い方についての修正がほとんどです。 

また、総務課より、「手話に対する」を「手話及びろう者に対する」に変更するのはどうか、と案が出

ていますが、いかがでしょうか。手話だけでなく、ろう者に対しての理解についても促進する、という

ことであれば、変更することになるかと思いますが。 

（中根委員） 



 ろう者の理解に関する推進施策はどこにあたるのでしょうか。 

（事務局） 

 第３条の２ではないかと思います。ろう者の権利について記載があるため、ろう者の理解としている

のではないでしょうか。 

（中嶋部会長） 

 尼崎市をベースに変更した案であるため、第３条２にろう者の理解について記載があり、それに伴い

ろう者の理解について第１条で記載があるのですね。尼崎市にはもう学校やそれに伴う施設がいくつか

あります。そういったこともあり、「ろう者」という言葉が入っているのであると思います。 

 市としての考えと当事者の気持ちをどうするかの兼ね合いですね。ろう者をつけると強くなりすぎて

しまうということも考えられます。 

 塩澤委員は、ろう者といれてもいいのではないか、とのことですが。入れたほうがいいですか。 

（石黒委員） 

 私は、手話のみでよいと思います。言語条例の制定理由には手話が言語であるということ、昔は単一

の言語だけを認めていたため手話が否定され、ろう者が大変な思いをしてきたということがあります。

知立市の場合は、愛知県内でも国際化が進んでいる地域でもあります。外国籍の方がたくさんいる地域

であるため、様々な言語を認めるきっかけに手話言語条例がなれば、と思い条例制定に賛成しました。

そのため、ろう者を含めてしまうと、知立市の条例として外れてしまうのではないでしょうか。様々な

多様性を認めるというところから手話言語条例を制定するのではないでしょうか。 

（中嶋議員） 

 手話はろう者だけのものではなく、聴者が使う場合もあるし、聴者が手話を言語して認めるというこ

ともあるので入れないほうがよい、ということでよいですか。 

 ろう者の理解と手話は言語であるということは分けて考えるということですね。 

（中根委員） 

 先ほど、ろう者の理解の施策についてどこに記載があるか尋ねたところ、第３条の２ということでし

たが、市の責務のところにろう者についての記載がないため、１つ変更すると他の箇所の変更も必要に

なってくるのではないかと思います。 

（中嶋部会長） 

 そうですね。 

（中根委員） 

 また、広い内容となってしまい、手話の理解だけでも大変であるのに、ろう者の理解までできかねる

ということになってしまうことが懸念されます。 

 ここは手話だけにし、手話の理解がろう者の理解に繋がるという考えと思えばよいのではないでしょ

うか。後々に関わってくるので、知立市の場合はろう者とは入れなくてもよいと思います。 

（石黒委員） 

 これは言語条例であるので、言語というものの意味を市民に深く理解してほしいというところから始

めたほうがよいと思います。知立市にとってこういう意味があるから条例を制定しました、ということ

をはっきり伝える必要があると思います。知立市の施設に行くと、中国語、ポルトガル語などを使われ

る方がたくさんいますよね。手話も言語であるため、それを広めるということを啓発するほうがよいと



思います。そのため、ろう者を入れることについて私は反対です。 

（中嶋部会長） 

 今、意見が出ましたけれど、手話言語にろう者を含めてしまうと幅広い内容となってしまうため、こ

こはそのまま、「手話に対する理解」でよいでしょうか。 

 手話が言語であるとして差別をなくしていきたいということが手話言語条例制定の目的です。医療、

介護、警察などで手話通訳をつけるのを認めない、手話しか使えないから排除されるなどの問題があり、

そういう問題をなくしていきたいと思っています。差別解消法等もありますが、効果はまだまだです。

それは手話が言語として選択されていないということであるので、そこからつめていかないと、という

考えがあります。また、国の手話に関する法律の制定も進んでいません。実際当事者は困惑しており、

定義もない状況です。国を動かすために知立市の中でろう者に対する差別をなくしていくのも大きな目

標です。手話に対する見方、ろう者に対する見方、理解についても考えていかないといけないというの

もありますが、手話を言語として認めればそれに付随してろう者の見方も変わっていけばよい、と思い

ます。 

（石黒委員） 

 ろう者でも、日本語を第一言語として使っている人もいますよね。 

（中嶋部会長） 

 そうですね。それはろう教育の話になっていきます。深い話になります。今も、日本語対応手話や日

本手話等とも言います。国でもいろいろ討議されていますが、手話が定義されていないというところも

ありますが、日本語を使いながら手話を教えるのが主流となっています。かたや、手話を使ってコミュ

ニケーションをとるという考え方もあります。国で定義をしてもらわないといけないと思います。 

（中根委員） 

 国では定義されていないかもしれませんが、全日本ろうあ連名の機関紙には載っていますよね。手話

は音声言語、日本語を第一言語とする人も、手話を使う人もどちらも大切でわけるものではないとでて

います。第一言語が手話でなくても手話言語条例には関係ないかと思います。 

（中嶋部会長） 

 それも含めて、ろう教育に関連してくる話になりますので、国に任せて、言語としての手話に対する

理解を広げていくということでよいでしょうか。 

～委員・事務局賛同～ 

 

２条について 

（事務局） 

 ２条のろう者の定義について質問します。 

 ろう者の定義に現在、手話を言語として、とありますが、今の話を踏まえますと、手話を言語として

使用していない人も含まれると思います。どういった表現が適切だと思いますか。 

 条例の中での定義ですので、全日本ろうあ連名の定義に必ずしも一致させなければならないわけでは

ないですが、いかがいたしましょう。 

（中嶋部会長） 

 曖昧な状況であるので、このままだと手話を使う人だけがろう者になってしまいますね。 



（事務局） 

 手話の前に「主に」という言葉をつけるのはどうでしょうか。そうすると、先ほど議論にありました、

全てのろう者の第一言語が手話ではない、という思いと同じになるのではないかと思いますが、どうで

しょうか。 

（中嶋部会長） 

 そうですね。「主に」をつけます。 

～委員・事務局賛同～ 

 

第３条について 

（事務局） 

 第３条は大幅に尼崎市の条例をベースに修正されています。内容としては同様であり、それを簡潔に

まとめた印象ではあります。 

（中嶋部会長） 

 分かりやすい文章で伝えたいことが同じであれば、私たちはよいのではないかと思いますが。 

（事務局） 

 他の方のご意見はどうでしょうか。 

（稲垣委員） 

 ３条はとても大切なことが書いてあると思います。修正されているところが大切なのではないのです

か。修正案はコミュニケーションがとても大切にされていますが、手話言語条例は手話が言語であると

いう内容が見受けられないように思います。 

（事務局） 

 第１条の「この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及並びに地域におい

て手話を使用しやすい環境の構築（以下「手話に対する理解等」という。）」という文章に手話が言語で

あるということが記されており、それが第３条に記載されているため、手話が言語であるということは

内容に含まれているかと思います。 

（中嶋部会長） 

 どうでしょうか。部会で検討した案の内容を短くしたような内容であると思いますが、これで大丈夫

でしょうか。当事者の委員の意見は、同じような内容であれば、簡潔にしても問題ないという意見です。

次に行きましょうか。 

（事務局） 

次の条に移ってもよいですか。 

～委員賛同～ 

 

第４条について 

（事務局） 

 第４条は（４）について、総務課より意見をいただいています。 

（中嶋部会長） 

 総務課としての、省いて簡潔にしたほうがよいという理由はどういったものですか。 



（事務局） 

たとえば、４条（３）にある手話を使いやすい環境を作っていくという施策は常に社会は変化してい

くので、その時々に合わせた環境をつくっていくということとなり問題ないと思います。しかし、４条

（４）にある、手話通訳者の処遇の改善を永久に続けるのは条例上おかしいのではないか、という意味

です。 

（中嶋部会長） 

 手話通訳者の処遇を変えていくことができないということですか。 

（事務局） 

 そういった意味ではなく、ある程度改善されるとゴールが見えてくる内容になりますので、条例は基

本的に永久に続くものであるため、いつまで改善し続けるのか、ということになってしまいます。その

ため、条例に記載しないほうがよいのではないか、という意見になっています。 

（中嶋部会長） 

 最後に記載のある３年の見直し等はどうなりますか。 

（事務局） 

 見直しの必要がないような内容に修正してくださったとのことですので、総務課の修正案からは削除

されています。 

（中嶋部会長） 

 見直しの必要のない条例のほうがよいということですか。時代背景なども踏まえて３年の見直しが必

要であると思っていたのですが。 

 障害者自立支援協議会に参加した際に、障がい福祉計画の中で 3年後との見直しがあると思いました

が、条例だと異なるということですか。 

（事務局） 

 基本的に条例は、一度制定した後は必要がない限りは永続します。総務課は、この内容の条例であれ

ば特に見直しを最初から条例に謳わなくてもよいのではないか、という考えです。必要があれば、その

都度変更すればよいのでは、ということです。 

（中嶋部会長） 

 では、必要があれば、その都度条例を見直すことはできるのですか。 

（事務局） 

 できます。 

（中嶋部会長） 

 そういった意味で、わざわざつける必要がないということですね。他市はなぜつけているのでしょう

か。 

（事務局） 

 もう少し細かい施策の記載がある場合、中嶋部会長がお話されたように計画に近い内容になっている

場合は見直しの期限をつけている可能性があります。 

（中嶋部会長） 

 条例に基づいて、障害者計画の内容を変更していくのであれば、問題ないと思います。条例に基づき、

障がい者計画をこれからきちんと市で検討していける、具体的な内容を決めていけることが１番である



と思うため、それができるのであればよいと私は思います。 

（事務局） 

 では第４条はこれでよろしいですか。 

～委員賛同～ 

 

第８条について 

（中根委員） 

 ここは、第２条の定義で聴覚障害者（児）が全て消されたことにより、ろう者と表現されているかと

思いますが、０歳の赤ちゃんを「ろう者」と表現しないため、違和感があります。総務課の方も他の言

い方を探してくださったようですが、見当たらないとのことですし、「聴覚障害児」が妥当であると思い

ます。 

（木全委員） 

 総務課の方が言われるのは、私が以前意見を出した内容と同じで、聴覚障害児の家族と言っても、ろ

う者の保護者の健聴の子、難聴の子と様々な場合が検討されるため、それを総称して「ろう者の家族等」

と表現したのではないでしょうか。 

（事務局） 

 聴覚障害者の定義が曖昧なこともあり、こういった総務課の案が出たのではないかと思います。 

（石黒委員） 

 私は、「聴覚障害児の保護者等」という表記は必要だと思います。８条では、聴覚障害のある子どもに

手話についての選択肢を提供することが伝えたいことだと思います。ろう者の家族等では意味が変わっ

てきてしまうと思います。 

（中根委員） 

 ０歳の赤ちゃんの言語が手話だという考えは難しいですし、０歳でろう者となるわけではないと思い

ます。新生児スクリーニング検査などで聴覚障害があるかもしれない、という子の保護者に対しても手

話の情報提供をするのであれば、そういう意味でも、ろう者とするのは適当ではないかと思います。 

 中嶋部会長も０歳の赤ちゃんを「ろう者」とは表現しないですよね。 

（中嶋部会長） 

 そうですね。 

（事務局） 

 では、一度２条に聴覚障害児の定義を入れる必要があるため、それも踏まえて、皆様の８条について

も考えを総務課に話をしてみます。部会の意見としては、聴覚障害児の保護者等にするということでよ

かったですか。 

～委員賛同～ 

 

第１０条について 

（加藤委員） 

 「手話を用いた情報発信」という記載が削除されていますが、よいのでしょうか。中嶋部会長らの考

えが、市長のあいさつに手話通訳がついていてほしい等という考えなのであれば、削除しないほうがよ



いのではないでしょうか。 

（事務局） 

 一度、庁内の会議に上げた際に、今後傍聴可能な委員会や議会で手話通訳者を積極的に配置してほし

いという話をしたところ、困難ではないかという意見もありました。そういった庁内の意見を踏まえ、

表現をやわらかくするために削除したのではないかと思います。 

 部会の意見として、条例に記載したいということであれば、再度記載することも可能です。 

（中嶋部会長） 

 では再度記載する方向で進めたいと思います。 

（事務局） 

 内容としては、修正案に、情報を発信する内容と、情報を受け取る内容があるため、それを生かし、

今の１項、２項を、２項、３項とし、１項として削除された文章をいれるのでどうでしょうか。 

～委員賛同～ 

 

第１３条について 

（中嶋部会長） 

 １３条にいれた公共機関という言葉が削除されていますが、よいですか。 

（事務局） 

 こういう言い方のほうが、わかりやすく簡潔であるという提案であると思いますがいかがでしょう。 

（中嶋部会長） 

 こちらのほうがわかりやすくてよいと思います。これでよいですか。 

～委員・事務局賛同～ 

 

第１６条について 

（事務局） 

 第１６条が１番の問題です。予算を担保する内容については控えたいという考え方も庁内にはあるよ

うです。いかがでしょうか。 

（中嶋部会長） 

 ないよりはあったほうがよいと思います。 

（事務局） 

 市長も交えた検討をする場があるため、そこまでは部会の意見として第１６条はある形で提案し、そ

こで指摘があれば、削除で進めていくという流れでいかがでしょうか。 

（中嶋部会長） 

 それでよいです。障がい者計画にて予算を検討するとは思いますので、どのみち予算措置は必要だと

考えています。 

聴覚障害児の定義について 

（事務局） 

 第８条でも話が出ましたが、ろう者と別で聴覚障害児の定義をしてしまうと、もれがでてしまうため、

「ろう者のうち満２０歳未満をいう」のような内容でよいでしょうか。 



～委員賛同～ 

 

前文について 

（事務局） 

 前文についてですが、ここは変えてもよい、ここは変えたくない、などご意見があるかと思いますの

で、次回部会までに考えてきてください。 

 議論の内容は、前文の内容よりも、「視覚言語」を「非音声言語」とするかどうかであると思います。 

（中嶋部会長） 

 「非音声言語」は国連で定義をされた言葉でありますが、分かりやすい言葉でいうと「視覚言語」で

あると思います。 

（事務局） 

 手話等ジェスチャーを含む言語は「視覚言語」という言葉で表現していますか。 

（中嶋部会長） 

 「視覚言語」は新しい言葉で、手話等の言語は「目で見る言語」という表現をしています。それを「視

覚言語」と言っています。条例としてなら「非音声言語」、わかりやすさであれば「視覚言語」ですかね。 

（事務局） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

自立支援協議会について 

（事務局） 

 今回の部会の内容を踏まえ、自立支援協議会にてこういった内容で進めてよいか、話をしますがよろ

しいですか。 

～委員賛同～ 

（事務局） 

 ４日に再度検討し、内容の決定としましょう。 

 

３．その他 

 

次回開催予定 

 平成３０年７月４日（水）午前 10時～正午 会場：市役所現業棟２階 第１０会議室  

 

第３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 

 


